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No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

1 高岡郡下の１ 天正拾六年弐月十三日 土州高岡郡久礼分地検帳之事 602
2 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 510
3 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 大坊ノ窪 510 大場ノ窪
4 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 八幡ダ 510
5 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 カミギレ 510 上切
6 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ■府サイソウ 510 603
7 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 南ヤシキダ 510
8 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（東大奈路） ナカマヤシキ 510 仲間屋敷
9 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ■ツノヲク 510 伊豆奥 604
10 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ■キノ■ 510
11 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 庵草デン 510 庭草田
12 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 中苗代 510 中苗代
13 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 窪タ 510
14 高岡郡下の１ 天正16/02/13 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合四町九段 605
15 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 510
16 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ヨキヤシキ 510 沖屋敷
17 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） アンノ前 510 庵ノ前
18 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 寺ノ前 510
19 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 寺中 510
20 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 カチハラ 510
21 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 民部ヤシキ 510 民部多 606
22 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 岡ヤシキ 510 岡屋敷
23 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 平越タ 510 607
24 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 今ノ宮テン 510 今宮田
25 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ウサキテン 510 608
26 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 下永タ 510 下ノ端
27 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 松ノハナ 510 松ノ端
28 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 下ヤシキ 510
29 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 田代ヤシキ 510 田代
30 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 東谷口 510 609
31 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） ヒノ口 510 樋ノ口
32 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 川口 510
33 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 大ハン 510
34 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（黒岩村） 黒岩 510
35 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 坂本 510 坂元
36 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 霜月テン 510
37 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 ヒイニキ谷 510 柊谷 610
38 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 デンフツ 510
39 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 クイハラ 510
40 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 カリマタ田 510
41 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 川原タ 510
42 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） マナイタデン 510 俎田
43 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 サガタ 510 佐賀谷
44 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） ミフ子デン 510 三船田
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45 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） イヅモヅクリ 510 出雲
46 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） ヒラソ 510 平羅曽 611
47 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 クモンデン 510
48 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村 アカ原ナル 510 赤草ノ奈路
49 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 川井村（平串） 石サシ 510 石指
50 高岡郡下の１ 天正16/02/14 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合拾町八段 612
51 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 河井村 511
52 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 河井村（富岡） 永タ 511 長田
53 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 512
54 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 ノヂノクボ 512 カヂノクボ
55 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 中ヤシキ 512 中ヤシキ 613
56 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 川ソエ 512
57 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 ヲト 512
58 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中ノ越村 西ノクホ 512 西ノクボ
59 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 508 614
60 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 山ノ下 508 山ノ下タ（中ノ越）
61 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 大クボ 508
62 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 下ギレ 508
63 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 ウツシリ 508
64 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 松ノ下地 508 松ノ下
65 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 イタトリ谷 508 タヅリ田・イタドエイ谷
66 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 キシデン 508 岸田
67 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜之河村 牛王デン 508 615
68 高岡郡下の１ 天正16/02/15 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合六町弐反
69 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 508
70 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 清玉庵ノ前 508 清玉庵
71 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 西新開 508
72 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 竹ヤシキ 508 616
73 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 田中 508 田中ノ窪
74 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 神田 508
75 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 南谷 508 南谷
76 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 アセノ谷 508 617
77 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 西方谷 508
78 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 平ゴシダ 508
79 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 ■ツケウダ 508
80 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 高岡新開 508 高岡 618
81 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 堂ノ本 508
82 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 ミゾレタ 508

83 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 ミスマ新開 508
上シンカイ（小向

含む）
84 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿山村 ウツケサイノウ 508
85 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中之越 512
86 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中之越 ト■ 512
87 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 中之越 高臥庵居ノ本 512 619
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88 高岡郡下の１ 天正16/02/16 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合七町六反
89 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 508
90 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 サウノカイ 508
91 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 ツユノハナ 508 620
92 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 大タ 508 大田
93 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 木ノハラ 508 木原
94 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 松ノマエ 508 松ノ本
95 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 野ソエ 508
96 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 柳ノ本 508 柳ノ本 621
97 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 入エ 508
98 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 公文テン 508 久茂田
99 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 クイノ本 508
100 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 エイシウタ 508 栄城田
101 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 浜川村 岩■ 508 岩ノ本
102 高岡郡下の１ 天正16/02/17 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合四町九段 622
103 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 508
104 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 柚木畠新開 508
105 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 永見畠 508 永泉畑
106 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 エノ木ヤシキ 508
107 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 ホウシロ谷 508 防次郎谷
108 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 ホリタフチ 508
109 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 石ソ子 508 石ゾ子 623
110 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 下六畠 508
111 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 コムカイ 508 コムカイ
112 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 山ノ子 508
113 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 渕ノ本 508
114 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 柿木山村 牛王ノ本 508 牛王ノ本
115 高岡郡下の１ 天正16/02/18 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合三町壱反 624
116 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 508
117 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 コウカノ木本 508
118 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 中川原 508
119 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 ユノミフシヤテン 508
120 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 カケタ 508 カゲダ
121 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 ギワイタ 508 ギワイタ
122 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 クイノ本 508 625
123 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 ヲリヲノハナ 508
124 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 田中タ 508
125 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 入道カ谷 508 入道谷
126 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 石タ 508
127 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 柿ノ木本 508 柿ノ木ノ窪
128 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 カエタ 508
129 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 黒石谷 508 黒石谷
130 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 ヒロタ 508 廣田
131 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 永タ 508 長田
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132 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 中野 508 上ハ中野・下中野 626
133 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 観音堂 508
134 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 窪ヤシキ 508
135 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 ヌタノ川村 左馬丞ヤシキ 508 627
136 高岡郡下の１ 天正16/02/19 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合七町三反
137 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 508
138 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 カメアリ 508
139 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 下ヤシキ 508 下ヤシキ
140 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 山ノ下 508 628
141 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 シンカイ 508
142 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 窪タ川辺 508 629
143 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 カキニ入 508
144 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 谷 508
145 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 堂ノ下 508 道尻
146 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 寺ノ前 508 630
147 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 クホタ 508 窪田丸
148 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ村 ハシノ本 508 631
149 高岡郡下の１ 天正16/02/20 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合七町
150 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 508
151 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 龍王ノ本 508
152 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 北谷ノヲク 508
153 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 アンノダン 508 632
154 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 宮ノ本 508
155 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 ハシノ本 508
156 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 クイノ本 508
157 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 コホウタ 508
158 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 シタキリ 508 下タ切
159 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 ホウタ 508 寳田
160 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 大タ 508
161 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 坂本口 508 坂本
162 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 林ノ谷 508 林カ谷 633
163 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 坂本谷 508
164 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 カメアリ谷村 大タ 508
165 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 508
166 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 鳥居ノ前 508
167 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 イサイ川ダ 508 イサイ川
168 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 ツバ原 508 ツバ原
169 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 ウワヤシキ 508 上屋式 634
170 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 分ダ 508
171 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 デントウヂヤシキ 508
172 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 ■■ラギ 508
173 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 鉾ノ谷村 竹ノクホ 508
174 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 508
175 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 ノダ 508 野田
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176 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 コクラギ 508 小倉木谷
177 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 ユハノ木 508 635
178 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 仏ノ窪 508
179 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 クラギ 508 倉木 636
180 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 野田村 コズロ谷 508
181 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反タ村 507
182 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反タ村 六反ダ 507 637
183 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反タ村 ヤクロ 507
184 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反タ村 アリノキノ窪 507
185 高岡郡下の１ 天正16/02/21 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合七町三反
186 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反地村 507 638
187 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反地村 六反タ柿ノ木本 507 柿ノ木ノ本
188 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 六反地村（下クレ地入） 宮ノ本 507 山神ノシタ
189 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ 505
190 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ ユツマ 505
191 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ 谷向 505 639
192 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ チヤウマンチ 505
193 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ 向窪タ 505
194 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ 坂本 505 坂本
195 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 山カフ 下ホリ 505
196 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 506
197 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 掃部谷神田 506
198 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 中谷神田 506 中谷
199 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 ヌタノ岡 506 汢岡山 640
200 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村（下クレ地入）大クボ 506 大窪
201 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 ヲク神田 506
202 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 カツ子岡 506 カツ子岡 641
203 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 南地 506 ナツチ
204 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 北地 506
205 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 下道ノカミ 506 642
206 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 神田 506
207 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 中岡ヤシキ 506 中岡
208 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 エノキノクボ 506
209 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村（下久礼） ミスマ畠 506
210 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 南ヤシキ 506
211 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 加江坂本村 北地川原ダ 506 643
212 高岡郡下の１ 天正16/02/22 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合八町弐反
213 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 賀屋坂本村 506
214 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 賀屋坂本村（かけのニ入）大タ 506 大田
215 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 賀屋坂本村 ヨコタ 506 644
216 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 賀屋坂本村 イカリ道ノ下 506
217 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 505
218 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ヨコマクラ 505 横枕
219 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 山カタ 505
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220 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 寺中 505 寺中 645
221 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ■■チヤシキ 505
222 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 トカケ野 505 下影野 646
223 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 山ノ下 505 木ノ下
224 高岡郡下の１ 天正16/02/23 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合五町
225 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 505
226 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 イカケノハシノ本 505
227 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 橋ツメ 505 647
228 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 高ハシ 505
229 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ユリヤウ 505
230 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 久礼地 505
231 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 道ノ本ミスミタ 505 648
232 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 中クホ 505
233 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 西川辺 505
234 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 西ミソ 505 649
235 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ■ヤシキ 505
236 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 サウシタ 505 ソウシタ 650
237 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 東谷向 505
238 高岡郡下の１ 天正16/02/24 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合四町八段 505 651
239 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 504
240 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 下久礼地向イアリ 504
241 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ゴンダノコエ 504 ゴンダ山
242 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 藤二良北ノ子 504 藤次郎谷 652
243 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ミコノヲ 504 見小野
244 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 井ノヲモテ 504
245 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ミソシロ 504 三十城
246 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ソト宮 504 外宮
247 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 ヒカゲ 504
248 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 内宮 504
249 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 三月テン 504 653
250 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 下久礼地村 小大夫地 504
251 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 是ヨリ奥久礼地村 503
252 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 下田野 503
253 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 サイノウ 503 サイノヲ
254 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 下サイノウ 503
255 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 中サイノウ 503
256 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 大サイノウ 503
257 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 東ノタ 503
258 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 川マキ 503 カハマキ谷
259 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 下ヤシキ 503
260 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 岡ヤシキ 503 岡屋敷 654
261 高岡郡下の１ 天正16/02/25 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合四町 503
262 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 503
263 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 岡ヤシキ 503
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264 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ウツケソエ 503
265 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 寺ノ南沢タ 503 655
266 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 北窪 503
267 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 北ノ下 503
268 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ヒラノヤシキ 503 平野屋敷
269 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 木ノ下 503 木ノ下 656
270 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ヒラノ畠 503
271 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 野ノ山 503
272 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 川窪 503
273 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ヒラノ 503
274 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 黒バナ 503 クロハナ
275 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 コミタ 503
276 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 畑ノ谷 503
277 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 クロハナ 503
278 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 新開 503 新改
279 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 窪タ 503 657
280 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ハシツメ 503
281 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 スマノナロ 503
282 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ヲモタ 503
283 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 川谷 503
284 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 大ムカイ 503 大向
285 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 川フキ 503
286 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 カミフン 503
287 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ツハ原 503
288 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 窪タ 503
289 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 カミヤシキ 503 658
290 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 永タ 503
291 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ゴホウダ 503
292 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 シマダ 503
293 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 藤大夫ヤシキ 503
294 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 狐ヤシキ 503
295 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 中川ダ 503
296 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 川原サキ 503
297 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 中地 503
298 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 西ノヲク 503 西ノ奥
299 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 カケヂ 503
300 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 ムカイタ 503 向田山
301 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 井ノ谷 503 イノ谷
302 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 フル川 503
303 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 サヲノスソ 503 659
304 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 東タハ 503
305 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 クイノ本 503
306 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 カケヂ 503
307 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 奥久礼地村 下クレ谷 503
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308 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事 合六町三反 503
309 高岡郡下の１ 旧暦天正16年2月27日 高岡郡久礼分 416 660
310 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 416
311 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 惣内川 416 総内川
312 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 五味タ 416
313 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 松岡 416
314 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 川フチ 416 661
315 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 タキノ下 416
316 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ウシロ松岡分 416 後ロ松岡
317 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 アライバ 416 荒岩
318 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 長福寺ウシロ 416
319 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 寺中 416
320 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 フキカイチ 416 フキヶ市
321 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 西ノ谷 416
322 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 東山ノ子 416 662
323 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 クイノキ本 416
324 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 下川辺 416
325 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ソリ 416
326 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 山ノ入 416
327 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ナカマヤシキ 416 仲間屋敷
328 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 イノキダ 416 榎木田
329 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ヤシキタ 416
330 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ナカヤシキ 416 沖屋敷 663
331 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 カイタ 416 向イ川田
332 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 鳥ノナル 416 鳥ノ奈路
333 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 向川ダ 416
334 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ミノコシ 416
335 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 古宮 416
336 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 川原タ 416
337 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 カイノキ 416 664
338 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ツタノ小タ 416 下モ小田
339 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 ミノコシ 416
340 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 中新開 416 仲新開
341 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 三月テン 416 三月田
342 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 フルヤ谷 416
343 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 カタシカ谷 416 カタシガ谷
344 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 下ウロ 416
345 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 山ノ子 416
346 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 北川村 宮ノ谷 416 宮ノ谷坂元
347 高岡郡下の１ 天正16/02/27 高岡郡久礼分 合七町九段 665
348 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 502
349 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 ワダノ渕 502
350 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 修正テン 502
351 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 小ヤシキブン 502
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352 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 花ノ木ノソ子 502 花ノ木（消滅）
353 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 榎ヤシキ 502
354 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 川フチ 502 666
355 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 エノキノモト 502
356 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 寺ノ前 502 寺ノ前
357 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 小ヤシキ畠 502
358 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 山ノ本 502
359 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 サカバ神田 502
360 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 永野 502 永野 667
361 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 カキノ内 502
362 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 小弓 502
363 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 岩ノ本 502
364 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 ヨウシダ 502
365 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 陰野村 立山ノ川 502 立山
366 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村同 502
367 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 キシノ下 502
368 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 八合マキ 502
369 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 五反ノキレ 502 五反切レ（消滅） 668
370 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 五味 502
371 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 山グチ 502 山口山
372 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 中ゾリ 502
373 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 弥三良タ 502 弥三郎田
374 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 サデノスソ 502 サデガスソ
375 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 カミヤシキ 502
376 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 曽津川村 大蔵タイ 502 大倉田
377 高岡郡下の１ 天正16/02/28 高岡郡久礼分 合五町五段 669
378 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 502
379 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 中野 502 仲野
380 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 シミツノ本 502
381 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 中マヤシキ 502 仲間ヤシキ
382 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 アカリト 502 670
383 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 宮ノ本 502 宮之前
384 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 大キレ 502
385 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 田中ヤシキ 502
386 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 向サイノウ 502
387 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 牛地 502 ウシ地
388 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 中ソ子 502
389 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 ウマキ 502 671
390 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 カシノ木ノ本 502 カシノ木ノ本
391 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 ヲンチ 502
392 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 フハノ下 502
393 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 ヲトユノ本 502
394 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 桜ノマエ 502 桜ノ前（消滅）
395 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 イツノ谷 502 672
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396 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 陰野村 ユツメ 502 井詰メ
397 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 沢津ノ川村 502
398 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 沢津ノ川村 サカハノキレ 502
399 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 沢津ノ川村 カシノ宮ノハラ 502
400 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 沢津ノ川村 岩ノ本 502
401 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 沢津ノ川村（とこなへ分ニマトハヤシキ 502
402 高岡郡下の１ 天正16/02/29 高岡郡久礼分 合六町八段 673
403 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 曽津川村 502
404 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 曽津川村 ソノヘ 502
405 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 曽津川村 山口 502 山口山
406 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 曽津川村（かけのニ入） 大ヤシキ 502 大屋敷
407 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 是ヨリ床鍋ヘ入 501
408 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 下ムカイ新開 501 下向
409 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 北新開 501
410 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 東新開 501
411 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 西新開 501
412 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 ノダ 501
413 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 クイノ本 501
414 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 池ノモト 501 674
415 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 カキソヘ 501 垣添
416 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 下向ノ窪 501
417 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 下向 501
418 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 下川渕 501
419 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 シミツノ本 501 675
420 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋 501
421 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 下ヤシキ 501 下ノ丸
422 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 下キレ 501
423 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 梅木サイノウ 501 676
424 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 永ダ 501
425 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 中マヤシキ 501 仲屋舗
426 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 九内衛門ヤシキ 501
427 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 ナカ 501
428 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 床鍋村同 ナカマ 501
429 高岡郡下の１ 天正16/03/01 高岡郡久礼分 合六町三段 677
430 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 床鍋村 501
431 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ヲンチ 501
432 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ヨコダ 501
433 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 アンノ谷 501 有野木谷・小豆谷
434 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 下道谷 501
435 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 入谷ヤシキ 501 入谷
436 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 西谷フチ 501 678
437 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 寺中 501
438 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 サウジテン 501
439 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 マトハソ子 501 679
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440 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 西ノ窪 501
441 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ツエシリ 501
442 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 カイノキノ窪 501
443 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 石ソリ 501
444 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 窪ヤシキ 501
445 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 岡ヤシキタ 501 岡
446 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 高岡 501 高岡
447 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ヤコロヤシキ 501
448 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 永タ 501
449 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ヲンチ 501
450 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 ミノタ 501 680
451 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 杉ノ木ノ本 501
452 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 石神ノ本 501
453 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 入谷村 大窪ヤシキ 501 大久保
454 高岡郡下の１ 天正16/03/02 高岡郡久礼分 合五町六段
455 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 床鍋下村 501
456 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 床鍋下村 宮ノ本 501
457 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 床鍋下村 カミ永タ 501
458 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 床鍋下村 クシナ宮ノ瀬 501
459 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 床鍋下村 カマキ谷 501
460 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 501 681
461 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 下谷 501 下モ谷
462 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 寺前 501 682
463 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 ヤウシタ 501
464 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 川フチ 501
465 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 畠タ 501
466 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 大ヤシキ 501
467 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 ヲキヤシキ 501
468 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 コウチンヤシキ 501
469 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 岡ヤシキ 501 岡屋敷
470 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 ホリコシ 501 堀越
471 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 ツフリキ 501
472 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 サカバノキレ 501
473 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 コウノクホ 501 683
474 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 キヤウ屋ヤシキ 501
475 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 土ゐヤシキ 501
476 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 堂ノ口 501
477 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 梅ノ木ノ本 501
478 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 権現行谷 501 権現
479 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 瓜生野村 山ノ子 501
480 高岡郡下の１ 天正16/03/03 高岡郡久礼分 合五町六段
481 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 501 684
482 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 杉ノ木ノ本 501
483 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 石神ノ本 501
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484 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 堂ノ前 501
485 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 堂ノ谷 501
486 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 カウカ 501
487 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 野タ 501
488 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 宮ノ谷 501
489 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 小島 501 小島
490 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 フンシヤウ谷 501 685
491 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ヒノ口 501
492 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 桑ノキノ本 501
493 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 クロソエ 501
494 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 大島 501 大島
495 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ヨコマクラ 501
496 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 サイノウカキタ 501
497 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 沢ノキレ 501
498 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ヒハクヒ 501
499 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 楠ノ木ノ本 501
500 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 丸タ 501
501 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 舟木野 501 船木野
502 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 川クホ 501 川久保 686
503 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 沢ノキレ 501
504 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 道雲ヤシキ 501
505 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ホリタ 501
506 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 惣兵衛ヤシキ 501
507 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 大ナル 501 大奈路
508 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 小ヤシキ 501
509 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 松ノ本 501
510 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 野ノマタ 501 野々又
511 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ヲモタ 501 ヲモダ 687
512 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 川原タ 501
513 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 ホウノ木ノ本 501
514 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 床鍋村 西ノ舞 501
515 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 501 大汢山
516 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 エノ口 501 江ノ口 688
517 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 カキ谷 501 カキ谷
518 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 大ノヒバタ 501 大呑谷
519 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 カケ 501
520 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 ■サカハ 501
521 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 キレ下 501
522 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 梅木カケチ 501
523 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 桑原 501 桑原
524 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 大ヌタ谷ノ村 カメヨリサカ 501
525 高岡郡下の１ 天正16/03/04 高岡郡久礼分 合拾六町六段
526 高岡郡下の２ 旧暦天正16年1月11日 仁井田之郷地検帳
527 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 本在家之内蔭山之村 403 36
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528 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 サイノヲ西ノ川ヲ詰テ 403
529 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ユミ木ノクホ 403
530 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ホウキヤウ畠 403
531 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村（川ヲ西路） 西ノクホ 403 37
532 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村（川ヲ東路） サイノヲ 403
533 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 西ヒナタセ 403 ヒナタゼ（西影山）
534 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 大夫大良 403
535 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 タクミタ 403
536 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クヱノコリ 403
537 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 川クホ 403 川窪（西影山）
538 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ツヰクチ 403
539 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヲトワカタミソ 403 38
540 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クロハサ 403
541 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 イマ大神テン 403 今天神
542 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 中ソリ 403
543 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ツシタ 403
544 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 桧ノモト 403

545 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 シモコウタノソヘ 403
シモコウダゾエ

（西影山）
546 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ツシタノクホ 403
547 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ノタ 403 39
548 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 弥四良タ 403 弥四郎田（西影
549 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 タチテコノクホ 403
550 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 フタセマチタ 403
551 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 三■マキタ 403
552 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 スケヤシキ 403

553 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヲキノ野 403
沖野々上窪（西影

山）
554 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 カシワ原（川フチ） 403 柏原（西影山）
555 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 左京タ 403 40
556 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 堂ノ野ノ窪 403
557 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 孫五良地 403
558 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ナワテノ下 403 ナワテ（西影山）
559 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 イソノ谷 403
560 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ホンヤシキ 403
561 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 谷ノソリ 403
562 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 谷ノクホ 403 谷之窪
563 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クホタ 403
564 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ソリノクホ 403
565 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 東ヤシキ 403 東屋敷
566 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 阿弥陀寺ヤシキ 403
567 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 谷本ヤシキ 403
568 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 古土居 403
569 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 土居 403 土居 41
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570 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 坪ノ内 403
571 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 セウシノソリ 403
572 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 竹岡ヤシキ 403
573 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 土井ノ門ワキ 403
574 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 清恩寺寺中 403 清忍寺
575 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 タケソヘヤシキ 403 竹添丸
576 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 セウチクホ 403
577 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 モミノ木ノサコ 403
578 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 東谷 403 東谷
579 高岡郡下の２ 天正16/01/11 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 十良作 403
580 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 水トリハ 403
581 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 東谷セイモト 403 42
582 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 マタ谷 403
583 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヌケアト 403
584 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ハセテクチ 403 ハセデロ
585 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 河原タ 403
586 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 神主ヤシキ 403 神主屋式
587 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 シハ畠 403
588 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 メウヱイ畠 403
589 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ツシ堂 403
590 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 樋ノクチ 403
591 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 庵ノ谷 403
592 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 マトテンヒノクチ 403
593 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヱノキヤシキ 403 榎屋式
594 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ハントウヤシキ 403
595 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 花ノ木ノナロ 403 花ノ木ナロ
596 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クホタ 403 43
597 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 西シハヒラキ 403
598 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 合拾六町壱反
599 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 403
600 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 田中ヤシキ 403
601 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 舞射田 403
602 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ユマヱ 403
603 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ハンタウチ 403
604 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 岡サキ 403 岡崎
605 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ユマヱミソノ面 403 井前（井マエ）
606 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 北尾ヤシキ 403 44
607 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 北ウラアリノ木ノモト 403 キタウラ
608 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クロハサ 403
609 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 岡ハナ谷川 403
610 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ユマヱ谷川 403
611 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ツメヲシ 403
612 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 403
613 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 センケヤシキ 403
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614 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 フロノモト 403
615 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 コヤマ 403 小山
616 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 新中トルヤシキ 403
617 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 石神谷田 403 45
618 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 戊亥谷田 403
619 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 野口 403
620 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 辰巳 403
621 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ヤケヤノ川 403
622 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ヒシリ田 403
623 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ヤケノ川 403
624 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 八合蒔 403
625 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ミノコシ 403
626 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 城ノ谷 403
627 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 サルツホ田 403
628 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 チヤウマンノ谷 403 長満ケ谷
629 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 中新かい 403 新改 46
630 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 宮ノ奥 403
631 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 大坊明神ノ西 403
632 高岡郡下の２ 天正16/02/07 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 菖蒲ノ谷 403 菖蒲ヶ谷
633 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 山カフ坂本溝 403
634 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ツツミノトウ 403
635 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ヌタノヲ 403
636 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 桑木ノ谷 403
637 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ■シラロ 403
638 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 田ノ谷 403
639 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 影ヒラ 403 影平山
640 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 シラヲ田 403 47
641 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 松ノ本 403
642 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 東ノ丁 403
643 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 ■南影ヒラ 403
644 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 野口ノ村 大坊明神宮床 403
645 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 是ヨリカメワリ谷境 403
646 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 松ノ本 403
647 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 かめわり谷 403 亀割谷
648 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 カロウト 403
649 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 柳ノセヲチ 403
650 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 岩ノモト 403
651 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヨロイ田 403
652 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ナカ谷 403 長谷
653 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 山ノ下 403
654 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 牛玉田 403
655 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 鎮守田 403 鎮守田
656 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 サワ 403
657 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ウツホ田 403 48
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658 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ホウカク田 403
659 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヒノ口 403
660 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 センチヤウ田 403 ゼンジョウ
661 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 大田ヤシキ 403 大田
662 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クリノ木ノハサ 403
663 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 石田 403
664 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 シテワラ 403
665 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 門ノハナ 403 竹之端
666 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 影ヒラ 403
667 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 宮モト田 403
668 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長谷ヤシキ 403
669 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヱノ木ノモト 403
670 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 川原田 403 川原田
671 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 桜ノモト 403
672 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 坊田 403 防田
673 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 橋詰ヤシキ 403 49
674 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 栗ノ木カモト 403
675 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長福寺ノ北シンカイ 403
676 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ヤシキノスソ中スカ 403
677 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長福寺ノウシロ 403
678 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 堂ノ野 403
679 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長福寺ノ西 403
680 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 宮内衛門ヤシキ 403
681 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クツレキシ 403
682 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 宮内三良ヤシキ 403
683 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 三十良ヤシキ 403
684 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長福寺馬場ノ西市介ヤシ 403 市川ヤシキ
685 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 長福寺寺中 403 長福寺
686 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 シヨウイケン 403
687 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 竹吉ヤシキ 403 武吉屋式（柳瀬）
688 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 ソカ 403
689 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 弓場 403 50
690 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 弥四良ヤシキ 403
691 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 クホタヤシキ 403
692 高岡郡下の２ 天正16/02/02 仁井田之郷地検帳 蔭山之村 フロノ谷 403 風呂ノ本（柳瀬）
693 高岡郡下の３ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 是ヨリヤナセノ村 404
694 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 十良ヤシキ 404
695 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 五良三良ヤシキ 404 三郎屋式 51
696 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 地引ノ谷 404 地引谷
697 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 ソソケシリ 404
698 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 山ノ根 404
699 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 下谷寺寺中 404
700 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 島ノ宮ノ前 404
701 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 島ノ宮大明神 404
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702 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 神主ヤシキ 404 神主屋敷
703 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 川原田 404
704 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 サイノウノスソヤシキ 404
705 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 石クロ 404
706 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 池田西東ノ丁 404
707 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 岩ノセマチ 404 52
708 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 桑原シワヲウ宮 404
709 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 カ入道地 404 加入道
710 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 サカリ山 404
711 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 荒谷セイモト 404 荒谷（本在家）
712 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ村 新カイ 404 新開
713 高岡郡下の２ 天正16/02/04 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又谷口ヘ出テシラヲウ宮南ヲ付 404
714 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 彦三良ミソ 404
715 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 宮ノクホ 404 宮ノ窪
716 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 ■宮カ谷 404 宮ケ谷口
717 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 下クホ 404
718 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 スカ 404 53
719 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 樋ノ下 404
720 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 樋ノ口 404 樋ノ口
721 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 ヤナセノ瀬 404
722 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 カウ田 404
723 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 コミ石神 404
724 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 カミ八合 404 上ミ八合
725 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 侍従田川 404
726 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 戌亥 404 54
727 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 左古三良ヤシキ 404
728 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 五良四良ヤシキ 404
729 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 五良ヤシキ 404
730 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 三良二良ヤシキ 404
731 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 野田 404 野田
732 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 中スカヤシキ 404
733 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 藤二良ヤシキ 404
734 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 二良五良ヤシキ 404
735 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 ヱノ木ノモト 404 55
736 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 三良ヤシキ 404 三郎屋式
737 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 平助ヤシキ 404
738 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 島ノ宮神主ヤシキ 404
739 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 彦三良ヤシキ 404
740 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 宗二良ヤシキ 404
741 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 中ノヤシキ 404
742 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 善吉ヤシキ 404
743 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 是ヨリ長福寺ノ馬場スエシユクノモノイル所 404
744 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 馬場スエ 404
745 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 西ノクホ 404
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746 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 チンタノクホ 404
747 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 合廿三町九段
748 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山之村川ヨリ西地 403
749 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ヒナタセノ上 403 ヒナタゼ（西影山） 56
750 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 又左衛門ヤシキ 403
751 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ヱイセンヤシキ 403
752 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 又二良ヤシキ 403

753 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 シユシン畠 403
シウシン畑（西影

山）
754 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 西谷 403
755 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 又四良ヤシキ 403
756 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 西岡畠 403 西岡（西影山）
757 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 孫介ヤシキ 403
758 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 洞雲寺寺中 403
759 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 平左衛門ハタケ 403
760 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 タノ川ヤシキ 403 タノ川口（西影山）
761 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 シハ畠 403 57
762 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ノタ 403
763 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 フマテン 403
764 高岡郡下の２ 天正16/02/26 仁井田之郷地検帳 蔭山村 洞雲寺門前 403
765 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ツルイノ本 403ツルイノ元（西影山）
766 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ホタイ 403
767 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 野田 403
768 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 ■行僧田 403
769 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 弓場ノモト 403
770 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 大ミソ 403
771 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 市兵衛ヤシキ 403
772 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 土ゐ 403 58
773 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 孫左衛門ヤシキ 403
774 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 大クホ 403
775 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 新介ヤシキ 403
776 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 城ノモト 403
777 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 茶屋ノ原城 403 古城山（西影山）
778 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 関兵衛ヤシキ 403
779 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 藤介ヤシキ 403
780 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 蔭山村 上ノタンノ野芝ヒラキ 403
781 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリ西松ノ村 402

782 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 キヤウツカノ西 402
キヨヅカ（西影山・

不明）
783 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 タハヤシキ 402
784 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 アニノセ 402
785 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 藤衛門ヤシキ 402
786 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 源七ヤシキ 402 59
787 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 西松ヤシキ 402
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788 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 中マヤシキ 402
789 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 金二良ヤシキ 402
790 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 与三良ヤシキ 402
791 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 中兵衛ヤシキ 402
792 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 吉衛門ヤシキ 402
793 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 ウ子メヤシキ 402
794 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 トウサコヤシキ 402
795 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 左近兵衛ヤシキ 402
796 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 源四良ヤシキ 402
797 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 与五良ヤシキ 402

798 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 藤一ヤシキ 402
トヲイチ（西影山・

不明）
60

799 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 兵部ヤシキ 402
800 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 弥四良ヤシキ 402
801 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 中ヲカ 402 中岡
802 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 三良二良ヤシキ 402
803 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 小四良ヤシキ 402
804 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 中ヲカヤシキ 402
805 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 藤三良ヤシキ 402
806 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 タノ川 402 タノ川口
807 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 ツルイノモト 402 ツルイノ元
808 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 宮ノ内タ 402
809 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 ヲトタ 402
810 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 野ソヘ 402
811 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 ヱツキヤウノ大ミソ 402 61
812 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 仏道 402
813 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 右馬允田 402
814 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 帰前坊田 402
815 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 サンヲウテン 402
816 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西松ノ村 柳ノ谷 402 ヤナギ谷
817 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリエツキヤウノ村ヲ付る 401
818 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 エツキヤウ村 ヱツキヤウヤシキ 401 越行屋式
819 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 エツキヤウ村 ヲモテミソ 401 62
820 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 エツキヤウ村 イタツリ谷 401 虎杖谷
821 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又本在家ヨコ道ヨリ北ヲ付る 403
822 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ■ノ谷 403
823 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 二升マキ田 403
824 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 弥四良タ 403 弥四郎田（西影
825 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小松タ 403
826 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 年男田 403 年男田（西影山）
827 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 カクロ道 403
828 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 野田ミソ 403 63
829 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 シヤトウタ 403
830 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヘハルシリ 403
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831 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ナカタ 403
832 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ウチイシ 403
833 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ナカタ 403
834 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 米ノ川田 403
835 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 クセンツクリ 403
836 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ミヤウセンツクリ 403

837 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ウハカソ子 403
ウハガソ子（西影

山/不明）
838 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヒノクチ 403 樋ノ口（柳瀬）
839 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヲトユノモト 403
840 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 柳ノモト 403 柳ノ谷（西影山）
841 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 西川フチ 403
842 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヒノクチ 403
843 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 シンハク 403 64
844 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 三月田 403
845 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 シシンタ 403
846 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 キソリ 403
847 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 カタノカシラミソコシ 403
848 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 梅ノ木ノクホ 403 櫻木ノクボ
849 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 クレイシ山 403 タレ石（西影山）
850 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 神ノ前 403

851 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ム子セキテン 403
ムコセキデン（西
影山/不明）

852 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 シウシタ 403 シウジタ（西影山）
853 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 入道カ谷 403 入道谷口（西影 65
854 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ゴマジリ 403 ゴマジリ（西影山）
855 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 石神檜ノモト 403
856 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又南ヘ返テ付 403
857 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 下コウタ井ノモト 403 下神田（西影山）
858 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 東ホリアケ 403
859 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 中スカ 403 砂場（西影山） 66
860 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリ小野川ノ村 405
861 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 鳥イノ原キシフチ 405 鳥居ノ原
862 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 シタケタ 405
863 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 チヨシヤウタ 405
864 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 フケ谷 405
865 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 大年田 405
866 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ミタケテン丸田 405 三滝谷口
867 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 シタケヤシキ 405
868 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 平市ヤシキ 405 67
869 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 神主ヤシキ 405 神主ヤシキ
870 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 地蔵院ノ前 405
871 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 地蔵院寺中 405
872 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ムロヤヤシキ 405
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873 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 中ヤシキ 405
874 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 喜兵衛ヤシキ 405
875 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 竹ノモト 405 竹ノ本
876 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 九日サイノウ 405
877 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 下カイチ 405
878 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 梅ノ木ノモト 405
879 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヨセマチタ 405
880 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 カキノ木ノクホ 405
881 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 シハ 405
882 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 スソ 405
883 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 シハノクホ 405 芝ノ窪 68
884 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 サンヲウテン 405 山皇田
885 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 大井ノモト 405
886 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ウツケソヱ 405
887 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 梅ノ木ノモト 405
888 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 下カワチ 405
889 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヲキヤシキ 405
890 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ツルイノハラ 405 鶴居ノ原
891 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヤカシロヤシキ 405
892 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヱヒスダニ 405 エビスノ前
893 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 桜カ内 405
894 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 兵衛大良ヤシキ 405
895 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヨコサイノヲ 405
896 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 アマタヤシキ 405 アマダヤシキ 69
897 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 仏ノクホ 405
898 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 大井ノモト 405
899 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ミソコシミソ 405
900 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 シリナシサイノヲ 405
901 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 栗ノ木サイノヲ 405
902 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ユリヤウミソ 405
903 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 若兵衛サイノウ 405
904 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 サイノヲ 405 才能
905 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 サカサイノヲ 405
906 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 カシラナシ 405
907 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 ヤカシロサイノヲ 405
908 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 サイノヲ 405
909 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 小野川村 アサリサイノヲ 405 70
910 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリミソヲ西ヘ渡テ付 405
911 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 モモ木サイノヲ 405
912 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 又五良ヤシキ 405
913 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 トウモヤシキ 405
914 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヲカヤシキ 405
915 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ヱノキヤシキ小野河土ゐ 405
916 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 新カイヒキキナリ 405
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917 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 大ヤシキ 405
918 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 ウマヤシキ 405
919 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 中マチ 405
920 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 井領田 405
921 高岡郡下の２ 天正16/02/29 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又キシヨリ上ヲ付 405
922 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小四良ハタケ 405
923 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ウワヤシキ 405
924 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 サコヤシキ 405
925 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カミヤシキ 405
926 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 善吉ヤシキ 405 71
927 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヱビスノ前 405 エビスノ前
928 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 左衛門五良ヤシキ 405
929 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カミヤシキ 405
930 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 七良ヤシキ 405
931 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 下西 405
932 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中マヤシキ 405
933 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヲカタヤシキ 405 岡田屋敷
934 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 土ゐノソト 405
935 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 新井屋 405 新井屋
936 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 土ゐノヲモテ 405
937 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中谷道 405 中谷
938 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 杉ノ木ノモト 405 杉ノ本
939 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 セイモト 405
940 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 合弐十七町
941 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又小野河土居之前ヘ返而付 405
942 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 弓場 405 72
943 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コタ 405
944 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 アワシリ 405
945 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヲウサイノヲ 405 大才能
946 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 下ヲチクホ 405
947 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 下ソリ 405
948 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中谷 405
949 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 茶屋ノシハ 405
950 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 二良衛門ヤシキ 405
951 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コスケタ 405
952 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中ノヤシキ 405
953 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 刑部谷 405
954 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 岡サキハナ 405 岡崎端 73
955 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ツユクチ 405
956 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ミソソヱ 405
957 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 鳥居ノモト 405
958 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハヤコ川 405 はやかわ
959 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ミソソイクロノ上 405
960 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 キタノカウタ 405
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961 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 梅ノ木ノモト 405
962 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハヤカワ 405 早川
963 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 川フチ 405
964 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ東地エ渡テ付 405
965 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 城ノ下川フチ 405 城ノ下
966 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 テハコヒチ 405
967 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コモイケ 405
968 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 シマタミソ 405 嶋田 74
969 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 石神ノモト 405
970 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 クロハサ 405
971 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 クモテン 405 雲田
972 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 クスタラウタニ 405 樟太郎
973 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ケンチヨマタミソ 405
974 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コマシリ 405
975 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ワリタシ 405
976 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハタノ谷 405
977 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヤケヤノカワ 405 ヤケヤノ川 75
978 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 東ナカ谷 405
979 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 東セイモト 405
980 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ワカイタ 405
981 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 タチタノ谷 405 立目谷
982 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 松木ハサコ 405 松木ガサコ
983 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 梶カフ谷 405 楮株
984 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 石神コヱ 405
985 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハイケカミヤ 405
986 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 フマテンミノコシタ 405
987 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ中村勝賀野之村 406
988 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中村勝賀野之村 小野河ホキミソノ下 406
989 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 下ドウノコ川 406
990 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ホキ 406
991 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハサコミソ 406
992 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ坂本谷 406
993 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ホンテンミソ 406
994 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カワラケヤ 406
995 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ココミ 406 76
996 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヒロヲカ 406 廣岡
997 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 栗ノ木ノモト 406
998 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カウタ 406
999 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヤスハノモトノハサ 406
1000 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ク井ノモト 406
1001 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 トイシノモト 406 トイシノ本
1002 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 アキキリ 406 秋伐
1003 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小松ノナロ 406 小松ナロ
1004 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コ井ノモト 406
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1005 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 タカアセ道 406
1006 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 又是ヨリ谷口中村ヘ出付 406
1007 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中村 大タ西ク子コシ 406
1008 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中村 ウワトウクコウ 406
1009 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ小坂モト谷セイモトヨリ付 406
1010 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中村 小坂モト谷 406 小坂ノ本 77
1011 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カマイミソ 406
1012 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 上原フチ 406
1013 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 南原フチ 406
1014 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 光明寺寺中 406
1015 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カウタ 406
1016 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 トフサイノ 406 徳才野
1017 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 宮ノワタセ 406
1018 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 九良兵衛ヤシキ 406
1019 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 孫一ヤシキ 406
1020 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 仏ノクホ 406 78
1021 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 石神ノモト 406
1022 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 藤二良ヤシキ 406
1023 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 石神ノ前 406
1024 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 タケノハナヤシキ 406
1025 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 谷ヤシキ 406 谷屋敷
1026 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小谷ヤシキ 406
1027 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 藤内ヤシキ 406 藤内
1028 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カウカノクホ 406
1029 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ南路ヘ渡テ付 407
1030 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 勝賀野 ウルシカイチ 407 ウルシガイチ（中
1031 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 山ノ根 407 79
1032 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 川クホ 407 川窪（中村）
1033 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ウルシカイチ 407 ウルシガ市
1034 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 クロノモト 407
1035 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 竹ソヘ山 407
1036 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 カミカワクホ 407
1037 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ウルシカイチ 407 ウルシガ市
1038 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ミソナカ 407
1039 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 井ノ上井ミソ 407
1040 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ北路ヘ渡テ付 407
1041 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 仏ノクホヱノ木ノモト 407
1042 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ウツケソエ 407
1043 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ミヤウセサイノウ 407
1044 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 東マヱサイノウ 407 80
1045 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 桑木サイノウ 407
1046 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 前サイノヲ 407
1047 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヲウサイノウ 407
1048 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 木ノシタ 407 木ノ下
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1049 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 マヱサイノヲ 407
1050 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ハコノ木 407
1051 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ミスミタ 407
1052 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 新左古ヤシキ 407
1053 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中マヤシキ 407 81
1054 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 五良九良ヤシキ 407
1055 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ヲキフンヤシキタ 407 沖分
1056 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ跡ヘモトリ道ノ北ヲ付 407
1057 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 与兵衛ヤシキ 407
1058 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ソウカヤシキ 407
1059 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 トウイフン 407
1060 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 七左衛門ヤシキ 407
1061 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 孫大夫ヤシキ 407
1062 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 ホコノモト 407 ホコノモト
1063 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 忠七ヤシキ 407
1064 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 中三良ヤシキ 407
1065 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 サキヲカ 407
1066 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 コヤノタン 407 コヤノダン
1067 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 北ヤシキ 407 82
1068 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 鳥居ノモト 407
1069 高岡郡下の２ 旧暦天正16年1月11日 仁井田之郷地検帳 （張紙）惣都合七拾三町壱段
1070 高岡郡下の２ 旧暦天正16年2月25日 仁井田之郷地検帳
1071 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリシワ峰之上之村 615 83
1072 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 カワクホ 615
1073 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 スタノハサコ 615 スダノハサコ
1074 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 大タ 615 大内タ
1075 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 カチタ 615
1076 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 中シンカイ 615 中新開
1077 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 永山 615 長山
1078 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 横野谷 615 84
1079 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 篠ノコヱ 615 サルゴウ
1080 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 坂ノフモト 615
1081 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 野中大道 615
1082 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 助三良ヤシキ 615
1083 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 坂本 615
1084 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 橋ノ爪 615
1085 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 松本 615
1086 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 天徳庵寺中 615 天徳庵 85
1087 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 刑部タ 615 刑部
1088 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 下キレ 615
1089 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 フマテン 615 ツマデン
1090 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 シイタ 615
1091 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 上ナカ新カイ 615 上新開
1092 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 桑木ノクホ 615 桑ノ木
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1093 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 源内田 615 源内タ
1094 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 ヲウチノ地 615
1095 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 大キレ 615 大キレ
1096 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 コサイノヲ 615 小才能
1097 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 カケチ谷 615 カゲ地
1098 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 ホリタ 615 86
1099 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 三良次郎田 615
1100 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 シワコヱ 615 志和越
1101 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 チヤヱンノツリ 615
1102 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 堂ノソリ 615
1103 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 西ヤシキ 615
1104 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 ホンテン 615 87
1105 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 畠中フン神ノ前 615
1106 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 東宮ノ前 615
1107 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 ヤシキタ 615
1108 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 後サイノヲ 615
1109 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 畠中ヤシキ 615 中屋敷
1110 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 石原タ 615 石原田
1111 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 喜衛門ヤシキ 615
1112 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 シワ峰之上之村 ナメラ谷 615 ナベラ山
1113 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ跡ヘ返テ中谷ノセイモトヨリ付 615 中谷
1114 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 鶴津タ 615 88
1115 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 合八町壱段
1116 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ志和之村 618
1117 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 シワカ■ノセイモト 618 志和川
1118 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 カウタ 618 神田
1119 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 新衛門タ 618
1120 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川北路ヘ渡テ付 618
1121 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 フル道三ヶ所 618 古道
1122 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 イノキ野 618 イノキノ
1123 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是采ヲコエテ東ノ谷ノセイモトヲ付 618
1124 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 瀬ノ上 618
1125 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ■サイノヲ 618 89
1126 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 大キレ 618 大切
1127 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 梅ノ木ノモト 618
1128 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 キソウタ 618
1129 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ南路ヘ渡テ付 618
1130 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 影地 618 影地
1131 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ北ヘ渡テ付 618
1132 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 溝ノ上 618
1133 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 小次郎田 618
1134 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 滝ノ下 618 瀧ノ下
1135 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 梶原 618
1136 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 クロ岩 618 黒岩
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1137 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 大マカリノ坂 618 大曲谷口
1138 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 牛ノ谷 618 牛ヶ谷
1139 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 小サイノヲ 618
1140 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 クロノアワイ 618 90
1141 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 新カイ 618
1142 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 流タ 618
1143 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 松ノ本 618 松ノ本
1144 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 中カイチクチ 618
1145 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 芝野 618 芝野
1146 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 カミヒシヤウノ谷 618 上ヒショケ谷
1147 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 栗木サコ 618 栗ﾉ木サコ
1148 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 大ヤシキ 618 大屋敷
1149 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 樋ノ口 618
1150 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ハンノ地 618
1151 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 スクノ谷 618 宿ノ谷
1152 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 井ノクチ 618 猪ノ口 91
1153 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 サカハノクホ 618
1154 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 土ゐヤシキ 618
1155 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 右近兵衛タ 618
1156 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 右近兵衛ヤシキ 618
1157 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ヲカマイ 618
1158 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ヒシヤウヤシキ 618
1159 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 木衛門ヤシキ 618
1160 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 五良左古畠 618
1161 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ヲキヤシキ 618
1162 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 五良左古ヤシキ 618
1163 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 弘ハタケ 618 92
1164 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 大良衛門ヤシキ 618
1165 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 中マチヤシキ 618 中町屋敷
1166 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ミスミ畠 618
1167 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 アサノ谷 618
1168 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 カサノ谷 618 笠ヶ谷口
1169 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ウツシリ 618
1170 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 タテワラ 618 93
1171 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 山ノ本 618
1172 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 カ■シマカイチ 618 上島ヶ内
1173 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ヤマノモト 618
1174 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 島カイチ 618
1175 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 下シマカイチ 618 下島ヶ内
1176 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 柳ノモト 618 94
1177 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 ミスミ畠 618
1178 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 東殿ハタケ 618
1179 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 中スカ 618
1180 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 是ヨリ■スイ谷ノセイモトヨリ付 618
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1181 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 コン■イ谷 618 湖水谷
1182 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 十良左衛門ヤシキ 618
1183 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 善衛門ヤシキ 618 95
1184 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田之郷地検帳 志和之村 古城下古弓場ノ芝 618 古城ノ下
1185 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ワタ 618 和田
1186 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ワタヤシキ 618
1187 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ワタノ谷ノセイモト 618 和田ノ谷
1188 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 徳元庵ヤシキ 618 トクゲン
1189 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ウツシリ 618
1190 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 是ヨリ舟■■■■■■セイモトヨリ付 618
1191 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 舟カシラ 618 船頭
1192 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 シモミヤウリヤウツクリ 618
1193 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 堀田道 618
1194 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 渡アカリ 618
1195 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 コモノ本 618
1196 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 下島カイチ 618 下島ヶ内
1197 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 柳尾溝 618 柳尾 96
1198 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 吹クチ 618
1199 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 フケクチ 618 吹口
1200 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 是ヨリフケノ谷ノセイモトヨリ付 618
1201 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 フケノ谷 618 吹ヶ谷谷奥
1202 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 川原田 618 97
1203 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 中谷口 618
1204 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 クモテン 618 クモテン
1205 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 中谷 618
1206 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ツツラ谷 618
1207 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ツツラクチ 618 98
1208 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ミスマハタケ 618
1209 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 島ノモト 618
1210 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 クヒチ 618
1211 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 シホタ溝 618 シホ田
1212 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ワサタ 618
1213 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 大セマチ 618
1214 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 フサタ 618
1215 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ホンテン 618 99
1216 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 クツカタ 618
1217 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 サイノヲ 618 才能
1218 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 丸田 618
1219 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 稲羽 618 イナバ
1220 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 北サイノヲ 618
1221 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 カウノシンテン 618 神主田
1222 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ケワイテン 618
1223 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 クワサンチ 618
1224 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 イナハ 618 イナバ 100
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1225 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 溝田 618
1226 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 渡アカリ 618
1227 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 横ノヲ 618
1228 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 カミハタケタ 618
1229 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ナカタ 618
1230 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 石ハシ 618
1231 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 丸タ 618
1232 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 畠タ 618
1233 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 コサイノヲ 618 101
1234 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 フタセマチタ 618
1235 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 カウシロ 618
1236 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 シホタ 618 シホ田
1237 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ハタケタ 618
1238 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 宮ノ下 618
1239 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 下畠田 618
1240 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 合拾五町壱段
1241 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ西ヘ渡テ付 618
1242 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ヲカサキ 618 岡崎ノ下
1243 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 マワリチ 618
1244 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 西ノ前 618 西ノ前
1245 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 ナカハノクホ 618
1246 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 キシノ下 618
1247 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 中屋ヤシキ 618 102
1248 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 イシリ 618
1249 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 春慶坊寺中 618
1250 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 山本ヤシキ 618
1251 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 土ゐノ谷ヤシキ 618 土居ノ谷
1252 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ東路ヘ渡テ付 618
1253 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 薬師寺寺中 618 旧薬師寺門前 103
1254 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 林香庵寺中 618
1255 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 スワ大明神 618
1256 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 北ヤシキ 618
1257 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 浜ヤシキ 618 浜屋敷
1258 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 浜ヤシキ 618 104
1259 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 スワ大明神前北南東共 618
1260 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 スワ大明神前北南東共 618
1261 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 スワ大明神前北南東共 618 105
1262 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 スワ大明神前北南東共 618
1263 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 原地 618
1264 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 志和之村 原地 618
1265 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 合弐町壱段
1266 高岡郡下の２ 天正16/02/01 仁井田之郷地検帳 小屋井賀～大屋井賀（略） 106-115
1267 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ小鶴津 617 116
1268 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 セイカウ 617 セイコウ
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1269 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 ヲウシユクハイ 617 ヲヲシクバイ 117
1270 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 樋ノ口 617
1271 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 西ノ谷 617 西ノ谷
1272 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 白王宮ノ前 617 118
1273 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 アンノ前 617
1274 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 養清庵寺中 617
1275 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 カウシンノ下 617
1276 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 サイノヲ 617
1277 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 鶴津尾 617
1278 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 松ノ前 617 119
1279 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 中ワタ 617
1280 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 サイノヲ 617
1281 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 シワハタケ 617
1282 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 ヲカヤシキ 617
1283 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリイノ谷ノセイモトヨリ付 617
1284 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 イノ谷 617 イノ谷
1285 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 マルセマチ 617
1286 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 ナタノ西 617 灘西山
1287 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 松ノクホ 617 120
1288 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 スナタ 617 スナタ
1289 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 小鶴津 シホハタケ 617
1290 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ大鶴津之村 616
1291 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 名本ヤシキ 616
1292 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 中ヤシキ 616
1293 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 松原ハタケ 616 松原屋敷
1294 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 キシノ下 616
1295 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 竹ノウチ 616
1296 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 ムカイハタケ 616
1297 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 サウハキハラ谷 616 草萩原 121
1298 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 コサイノヲ 616
1299 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 ソリタ 616
1300 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 フルタ 616
1301 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 ウツシリ 616
1302 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 中クロ 616
1303 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 ヱカマタ 616
1304 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 中サイノヲ 616
1305 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 フルヤシキ 616
1306 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 シヤウシ谷クチ 616 ショウシ谷
1307 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 カケノチ谷 616 カゲヂ山 122
1308 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 カウチ 616 カウヂ
1309 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 弘ハタケ 616
1310 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 大鶴津之村 中シマ 616
1311 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 合四町弐段
1312 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリ興津之村 700
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1313 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 サトウカ谷 700
1314 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 シヤクシ 700 （杓子） 123
1315 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 喜介ツクリ 700
1316 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ス子コスリ 700
1317 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヤキイイタ 700
1318 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 山サキ 700 山崎 124
1319 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 丸タ 700
1320 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲカサキ 700 岡ノ前
1321 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 山崎池 700 山崎（池）
1322 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ケンタンチ 700
1323 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ススタ山 700
1324 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 カニタ山 700
1325 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲキタイ 700 （沖代）
1326 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 カセ 700 125
1327 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 四良五良サイノヲ 700
1328 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲカサキタ 700 岡ノ前
1329 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 リヤウウトクタ 700
1330 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 スケノ本 700
1331 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 地頭テン 700
1332 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 山サキ 700
1333 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 カナレタ 700 126
1334 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 モトモリ 700
1335 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 中タ 700
1336 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 スケノ本 700
1337 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 コサイノヲ 700 127
1338 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 松ノ前 700 松ノ前
1339 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 フカタ 700
1340 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 カメタ 700
1341 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ウサイツクリ 700
1342 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 川シリ 700 128
1343 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 川原サキ 700
1344 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲチツキ 700
1345 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 松ノ前フチ 700
1346 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 山ノ子 700
1347 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 タチハナ木ノ谷 700 立花谷
1348 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 川シリ 700
1349 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 イルノモト 700
1350 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ナワソヘ 700 129
1351 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 ミソフチ 700
1352 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 川シリナワテ 700
1353 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 チウタロウタナワテ 700
1354 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 クロヨリ 700
1355 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 水クミタ 700 130
1356 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 興津之村 カウタ 700
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1357 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 合九町四段
1358 高岡郡下の２ 天正16/02/05 仁井田之郷地検帳 是ヨリムカウ北ノ谷セイモトヨリ付 700 六川
1359 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山神ノヲク 700
1360 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シモ谷 700
1361 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山神ノモト 700
1362 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲチツキ 700
1363 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シヤウロクタ谷 700
1364 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ナカハタケ 700 131
1365 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 小ツヱ 700
1366 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タヲノ本 700
1367 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ナカハタケ 700
1368 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 コツヱ谷 700
1369 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シモ谷 700
1370 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ナカハタケ 700
1371 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シンタワ 700
1372 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 長ハタケ 700 132
1373 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 中マヤシキ 700
1374 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 スキヤウノ谷 700
1375 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カセ 700
1376 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリリヤウシマタノセイモトヲ付 700
1377 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 リヤウシマタセイモト 700 両島田
1378 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 コリヤウシマタ 700 133
1379 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ウラ 700 134
1380 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 チヨカサコ 700
1381 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シロハタケ 700
1382 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヒロハタケ 700
1383 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イツノ谷 700
1384 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲイヱヤシキ 700 135
1385 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 中ヤシキ 700
1386 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケノサコ 700 池ノサコ
1387 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 コミ子 700
1388 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シワハタケ 700
1389 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヱンノ下 700
1390 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 レイセンアン寺中 700
1391 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タキ本 700 136
1392 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケ 700
1393 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 アンノ下 700
1394 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タシロヤシキ 700 田代
1395 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シンテンヤシキ 700
1396 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山ノ下 700
1397 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シモ谷 700
1398 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ムカワクチ 700 六川
1399 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ西路ヘ渡テ山ノ下ヨリ付 700
1400 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 大良大夫地 700
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1401 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ又谷川ヲ東ヘ渡テ付 700
1402 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ムカウクチ 700 137
1403 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 合七町弐段
1404 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ミコノ谷 700 神子ノ谷
1405 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 コリヤウ谷 700
1406 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タイトウシリ 700
1407 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 東谷二谷 700
1408 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 神ノ前 700
1409 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ南ヲ付 700
1410 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ツルツタ 700 138
1411 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ミコノ谷口 700
1412 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シハ 700
1413 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ下ノ川フチヲ付 700
1414 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ムカウクチ 700
1415 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリマトウチ谷ノセイモトヨリ付 700
1416 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 マトウチ谷 700 松尾地
1417 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タチハナ木ノ谷 700 立花谷 139
1418 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ南ヘ渡テ付 700
1419 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カトアセ 700
1420 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 水タニ 700
1421 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ谷川ヲ北地ヘ渡テ付 700
1422 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シヤウケンノ前 700
1423 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 マトウチ 700 140
1424 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 フルヤシキ 700
1425 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 松田クチ 700
1426 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 子キツクリ 700
1427 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ケシワ 700
1428 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ニシヤシキ 700 141
1429 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タシロ 700
1430 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ケシワ 700
1431 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 松田クチ 700
1432 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 田シロクチ 700 田代
1433 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 谷川ヲ西路ヘ渡テ付 700
1434 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タテワラ 700 142
1435 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ワリコテン 700
1436 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 小松ホリ 700
1437 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カトホコテン 700
1438 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ田シロ谷ノセイモトヨリ付 700
1439 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タシロ谷 700 田代
1440 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カトホコ 700
1441 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タシロクチ 700 143
1442 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 合五町三段
1443 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 キシノ下 700
1444 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ソカテン 700
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1445 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 大良大夫ツクリ 700
1446 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 西溝ソイ 700
1447 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ソカテン 700 144
1448 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 道ノフチ 700
1449 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヒシリテン 700
1450 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 薬師テン 700
1451 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 サラタ 700
1452 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タテワラ 700
1453 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山本ノ前 700 145
1454 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ西道ヘ渡テ付 700
1455 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山本 700
1456 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ東ヘ渡テ付 700
1457 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カワコツクリ 700
1458 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カウタ 700 146
1459 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 クホカワタ 700
1460 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 面ヒキキナリ 700
1461 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 キシノ下 700
1462 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲカノ前 700 岡ノ前
1463 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲカハタケ 700 147
1464 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲクイケ 700
1465 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケノ前 700 神母野
1466 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ■クミハ 700
1467 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ跡ヘ返テ山本ノ下ヨリ付 700
1468 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ソ子タ 700
1469 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 森ノ前 700 森ノ前 148
1470 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 中谷 700
1471 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 円蔵寺寺中 700
1472 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケタ 700
1473 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ■クミハ 700
1474 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 フンスキ 700
1475 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シヤウケンチ 700 149
1476 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 清水川 700
1477 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ケシワ 700
1478 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 東ノウシロ 700
1479 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲカノマエ 700
1480 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カワクホ 700
1481 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 神ノマヱ 700
1482 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 クモチ 700
1483 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 水クミハ 700
1484 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ワカタラウ 700 150
1485 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カワクホ 700
1486 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケ野 700 神母野
1487 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヨコタ 700
1488 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 タンコチ 700
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1489 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カウタ 700
1490 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カリマタ 700 151
1491 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 合六町
1492 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケノ 700 神母野
1493 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヒキツクリ 700
1494 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 松ノ前 700 松ノ前 152
1495 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カケユツクリ 700
1496 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 井リヤウ 700
1497 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 コンケンチ 700
1498 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ跡へ返テヲコタラウヤシキヨリ付 700
1499 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヲコタラウヤシキ 700
1500 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 桜木ノモト 700
1501 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 マトコロ 700
1502 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ツクラフチ 700 153
1503 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 カイヤノ後 700
1504 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 政所ノ前 700
1505 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 大坪 700
1506 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 クロソイ 700
1507 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 キヤウテン 700
1508 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 イケ野 700 神母野
1509 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 鍛冶ヤノ後 700
1510 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 筆付 700
1511 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 阿弥陀寺ノ前 700 154
1512 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 大坪 700
1513 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 川ソイ 700
1514 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ跡へ返テ付 700
1515 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 舟クラ 700
1516 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ツユノハナ 700 155
1517 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シミツノ前 700
1518 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 セカケテン 700
1519 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 清水ノマエ 700
1520 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 塩タ 700
1521 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 シンカイ塩田 700
1522 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリ川ヲ東ヘ渡テ付 700
1523 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ウチフナクラ 700 内船倉
1524 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 喜介ツクリ 700 156
1525 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ソウノチヤシキ 700
1526 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリヨシカ谷ヲ付 700
1527 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 ヨシカ谷 700 芳ヶ谷
1528 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 セカメ谷 700 銭神山
1529 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 是ヨリトウケイ谷ヲ付 700
1530 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 浜ノムカイ 700
1531 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 トウケイ谷 700
1532 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 南谷コシテ 700
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1533 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 山ソイ 700 157
1534 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 大谷 700
1535 高岡郡下の２ 天正16/03/09 仁井田之郷地検帳 興津之村 フルノ谷口 700
1536 高岡郡下の２ 旧暦天正16年2月25日 仁井田之郷地検帳 惣都合七拾四町壱段
1537 高岡郡下の２ 旧暦天正16年2月9日 高岡郡仁井田郷地検帳 158
1538 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ宮ノ谷 407 ミヤノタニ
1539 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シロキレ 407
1540 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 宮ノ谷 407
1541 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 東浦 407 159
1542 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大キレ 407
1543 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ホンテンミソ 407
1544 高岡郡下の２ 天正16/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 イシソ子 407 石ソ子
1545 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 イケタ 407
1546 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ハンニヤウテン 407
1547 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 般若田川フチ 407
1548 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 石ソ子 407 石ソ子
1549 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シヤウチクチ 407
1550 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 竹ノウシロ 407
1551 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 イヌシヤウヤシキ 407 160
1552 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 トヒノコウ 407
1553 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又川ヲ南路ヘ渡テ付 407
1554 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ムカイカウタ 407 向神田
1555 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ムカイコウタ道ソイ 407
1556 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 タカシロ谷 407 高シロ口
1557 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 栗ノ木野 407 栗ノ木
1558 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 柳田 407 柳田
1559 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 川渡瀬ノモト 407
1560 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 アマカムカイ 407 アマムカエ
1561 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大ヒラクチ 407 大平 161
1562 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 コヤノ谷 407 小屋谷口
1563 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又川ヲ北路ヘ渡跡ヘ返テ付 407
1564 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 楠木山ヤシキ 407 楠ノ木屋敷
1565 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 コワト 407
1566 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大ヒラクチ 407
1567 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大ヒラ 407 大平
1568 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 五タノハタクチ 407 ヌタノハタ
1569 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又ヲチハタ谷ノセイモトヨリ付 407
1570 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヲチハタ谷 407
1571 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリササノコエ坂ノ西ウラヨリ■ヨリ付 407
1572 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ササノコエ坂 407 笹野
1573 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又北ハ三良谷ノセイモトヨリ付 407
1574 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 メサフラウ 407 目サフロ 162
1575 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 三良谷 407
1576 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヲチハタ 407 ヲチアイ
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1577 高岡郡下の２ 天正16/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 石神ノ前 407 石神ノ向
1578 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 石神ノシモ 407
1579 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ハタケタミソ 407 畠ケ田
1580 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ホンテンミソ 407
1581 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 クワンホウ 407
1582 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヒカケ 407
1583 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 九尊坊 407 163
1584 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カイマイ 407 カイマエ
1585 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ勝賀野■■ソリ 407
1586 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カチメン 407
1587 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 タカシロ 407 高シロ口
1588 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又アンノマエヲ付 407
1589 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 アンノマヱ 407
1590 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ソウホウヤシキ 407
1591 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 忠太ヤシキオカサキ 407
1592 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 岡崎ノ前 407
1593 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 アシヤリヤシキ 407
1594 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大モン 407
1595 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 大光寺寺中 407
1596 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヲカノアイ 407
1597 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シタノシモヲカ 407
1598 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ウエノシモヲカ 407
1599 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ミスミヤシキ 407
1600 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 勝賀野土ゐ 407
1601 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又中谷ノセイモトヨリ付 407
1602 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中谷セイモト 407 164
1603 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中マヤシキ 407
1604 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中谷 407 中谷口
1605 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 梶ノ木ノ下 407 カチノクボ
1606 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 柿ノ木ノモト 407 カキノキサイノ
1607 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 川クホ橋詰 407
1608 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 堂ノ下 407
1609 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ク井ノモト 407
1610 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ナカヤシキ 407
1611 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 鍛冶屋ヤシキ 407
1612 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中ヤシキ 407
1613 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 リヤウセヤシキ 407
1614 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヲカヤシキ 407
1615 高岡郡下の２ 天正16/02/11 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 クホヤシキ 407 165
1616 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ハチノクホ 407
1617 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 川原タ 407
1618 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中ソリ 407
1619 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 クロノモト 407
1620 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 タイタウシリ 407
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1621 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 キキヤウノクホ 407
1622 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 野ソイ 407
1623 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 弥二良ツリリ 407
1624 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 クホヤシキ 407
1625 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 両頭庵 407
1626 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 モリヤノ谷 407
1627 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 柚木サイノヲ 407
1628 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 北ウラサイノヲ 407
1629 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 子キ田 407
1630 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 与十良ツクリ 407 弥十郎作
1631 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シユシヤウテン 407
1632 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カケチ道 407 166
1633 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリサウサノ谷ヘ入 407
1634 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 イノハナ 407
1635 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 サウサノ谷 407 ザウザ谷（川ノ
1636 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シモサウサセイモト 407
1637 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又北ノ谷へ入 407
1638 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 サウサコヱ 407
1639 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シモミソ 407
1640 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又谷口エ出テ付 407
1641 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 クリミノクホ 407 栗ミノ窪（川ノ内）
1642 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カミカチヤ 407
1643 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 道国ヤシキ 407
1644 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又川ヲ西路ヘエ渡テ山ノ下ヲ付 407
1645 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 柳タ 407 柳田（川ノ内）
1646 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 松ノ下 407
1647 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ヒカケ 407
1648 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 竹ノクホ 407 タケノクボ（川ノ
1649 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 フマテン川ノ上 407 167
1650 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又西ノ谷へ入 407 西ノ谷
1651 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シナイ谷 407 下谷
1652 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 ソウタ小見堂 407
1653 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カミカウタヤシキ 407 神田
1654 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 シモカウタヤシキ 407 神田
1655 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 カウタノ前 407 神田
1656 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 桧木ノモト 407
1657 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 コスケ谷 407 五助谷口
1658 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 コスケカイチ 407
1659 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 中ハラ 407
1660 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ勝賀野手作分ヲマタケテ西山ノ根ヲ付 407
1661 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 山下クロノモト 407
1662 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 下山カキ 407 山柿
1663 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 勝賀野 松ノモト 407 松本 168
1664 高岡郡下の２ 天正16/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 合拾六町
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1665 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ川ノ内之村 408
1666 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ウタイ谷ホウノ木野溝 408
1667 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 セイカウ 408 セイゴ
1668 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲト井ノモト 408
1669 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中スカ 408
1670 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 フルヤシキ 408
1671 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 サハカ 408 サカバ
1672 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 タ子ヤシキ 408
1673 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 サカハ 408 169
1674 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 シモ中ハラ 408
1675 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 サキキレ 408
1676 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 フクノモト 408
1677 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 アキキリ 408 秋キレ
1678 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 柚木ヤシキ 408
1679 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 クリノ木ノモト 408
1680 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カチノクホ 408
1681 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中ノサカハ 408
1682 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 フタセマチタ 408
1683 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 サワサカワ 408
1684 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 田中ヤシキ 408 田中屋式
1685 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 新井ヤコヤシキ 408
1686 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 新井ヤ屋シキ 408
1687 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 安楽寺寺中 408
1688 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 新井ヤタ 408
1689 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カンホウ 408
1690 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中野 408 170
1691 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 クホタ 408
1692 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ミヤウシフン 408
1693 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 荒神庵寺中アト 408
1694 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カンホウ 408
1695 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 クホヤシキ 408 クボヤシキ
1696 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 又五良ヤシキ 408
1697 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 チカラタミソ 408
1698 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ東ヘヒトキレコエテ付 408
1699 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 マツハヤシキ 408 松屋式
1700 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ホキヤシキ 408
1701 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中ヤシキ 408
1702 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 松葉ヤシキ 408
1703 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ホンテン 408 171
1704 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 コウナイカ 408
1705 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ミソシタ 408
1706 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中ヤシキ 408
1707 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ウナイカミ 408
1708 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カミノマエ 408 神前
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1709 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲモヤヤシキ 408
1710 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ツホ子ヤシキ 408
1711 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 橋爪 408
1712 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ウワキレ 408
1713 高岡郡下の２ 天正16/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 大クホ 408 大久保
1714 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中カワラタ 408 川原田
1715 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 馬ノトヲレ 408
1716 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カワラタ 408
1717 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ク井ノモト 408 172
1718 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 奥カウチ 408
1719 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ソリ 408
1720 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 堂ヤシキ 408 堂屋式
1721 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カコ 408
1722 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 落合 408
1723 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 コキレ 408
1724 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カミヤシキ 408 神屋式
1725 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カシノコエ 408
1726 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 橋爪 408
1727 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ホンテン 408
1728 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 コモテン 408
1729 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリシモエ返テカケ路ヲ付 408
1730 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 チカラタ 408
1731 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カミカケチ 408
1732 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 山根 408 173
1733 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カウチヤシキ 408
1734 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 藤太夫作 408
1735 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 川クホ 408 川久保
1736 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲキヤシキ 408 ヲキヤシキ
1737 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲカタヤシキ 408 岡田屋式
1738 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 アカタヤシキ 408
1739 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 弓場 408
1740 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲキノコミ 408
1741 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 辻堂ノモト 408
1742 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 大良五良ヤシキ 408
1743 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヲカヤシキ 408
1744 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ウワタヤシキ 408
1745 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 新土ゐ 408
1746 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 天王神主ヤシキ 408 天王屋式 174
1747 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 シモヲカ 408
1748 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 太夫ヤシキ 408
1749 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ミヲイ 408
1750 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 井領タ 408 井領田
1751 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 野ソイ 408
1752 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ川ヲ東路ヘ渡テ山ノ根ヲ付 408
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1753 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 シモカイチ 408
1754 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 石神ノモト 408
1755 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又ソウカ谷 408
1756 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ソウカ谷 408 惣ケ谷
1757 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 天神宮 408
1758 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ソウマンタ 408
1759 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 カミセイモト 408
1760 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ西路ヘ渡テ付 408
1761 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 九良大良ヤシキ 408
1762 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ホリケヤシキ 408 175
1763 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 クロハサ 408
1764 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 鍛冶免 408
1765 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 中カイチ 408
1766 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 イチウハラタ 408
1767 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 道ソイ 408
1768 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 クロヲカ 408
1769 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 道添 408
1770 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 道ノ岡 408 道岡
1771 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 平内タクエノコリ川フチ 408 平内田
1772 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ホンテン 408 176
1773 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ミスミタ 408
1774 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 西原フチ 408
1775 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ヨコハタケ 408
1776 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 川ノ内之村 ナカヲレ 408 ナゴレ
1777 高岡郡下の２ 天正16/02/15 高岡郡仁井田郷地検帳 合拾壱町八段
1778 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ蔭山大河ヨリ西路ヲ付 409
1779 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 志和分 小■ノ川 409
1780 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ミコクテン 409 177
1781 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 丸山ノモト 409 丸山ノ下
1782 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ■ミホケンタ 409
1783 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ホケンタ 409 ホゲンダ
1784 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 カミ中瀬 409
1785 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 中瀬ハイノ前 409 中瀬ハイノ前
1786 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 下ノ川 409
1787 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤナクホ 409 178
1788 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ウハタ 409
1789 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 菖蒲ノクホ 409
1790 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒラタ 409
1791 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 コヤノヤシキ 409
1792 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 法師ノソ子 409
1793 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒラタ川 409
1794 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 カミイケ 409
1795 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 桑木サイノヲ 409
1796 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 五斗マキタ 409
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1797 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 アリノ木ノモト 409
1798 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 白王ノ前 409 白皇ノ前
1799 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 クスホリカ谷 409 楠堀ケ谷
1800 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 入道田 409 179
1801 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 小平田 409
1802 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ウサキテン 409
1803 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 下イケ 409
1804 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ツハイモノクホ 409
1805 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 栗ノ木サイノヲ 409 栗ノ木才能
1806 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 柿ノ木ノクホ 409
1807 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 アワシリ川 409 180
1808 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又ヒトキレコエテ南ニ付 409
1809 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 ■カミシヤウカウツチ■懸 409
1810 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 シモシヤウカウ 409
1811 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ跡ヘモトリ栗ノ木サイノヲノモトヲ付 409
1812 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 松ノモト 409
1813 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 栗木サイノヲ 409
1814 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 辰巳 409
1815 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 山ノ根 409 181
1816 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 大サイノヲ 409 大サイノウ
1817 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ川津野之村 213
1818 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 野ヒラキ 213
1819 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 芝ヒラキ 213
1820 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ヲウミハタケ 213 大見畑
1821 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） トウロウテン 213 トウロウデン
1822 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 新井屋ヤシキ 213
1823 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） タノ川ヤシキ 213 田野川屋式 182
1824 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 惣五良ヤシキ 213 宗五郎屋式
1825 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 小次良ヤシキ 213
1826 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 新カイ 213
1827 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ヤナセノ瀬 213 柳瀬ノ瀬
1828 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 寺中ヤシキ 213
1829 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 川辺桜ノモト 213
1830 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 助五良ヤシキ 213
1831 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 三良四良ヤシキ 213 183
1832 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） タノ川タ 213
1833 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 大クホ 213 大窪
1834 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 式部ヤシキ 213
1835 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ミコハタケ 213
1836 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ミコ神ノモト 213
1837 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 大門クチ 213
1838 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 大クホ宝福寺高場 213
1839 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） クリヤウテン 213
1840 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 堂ノ前 213
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1841 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 宝福寺寺中 213
1842 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） タンヒヤウエタ 213 184
1843 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 西ノサイノヲ 213
1844 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） サイノヲヤシキ 213
1845 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ウシロサイノヲ 213
1846 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 東ヘタケ 213
1847 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） タンヒヤウエ畠 213
1848 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 松葉ヤシキ 213
1849 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） チシヤヤシキ 213 185
1850 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 中スカヤシキ 213
1851 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 徳ホウタ 213
1852 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 九日テン 213
1853 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ミシカカタ 213
1854 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ナカチヨウ 213
1855 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ヲンコクテン 213
1856 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） フタセマチタ 213
1857 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） シヤクヤタ 213 186
1858 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） カウタ 213
1859 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 堂ノ西 213
1860 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） アカカ谷 213 赤ヶ谷山
1861 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） トウ子ンホウ 213
1862 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ムクラウシタ 213
1863 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ササハタ 213 笹畑
1864 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 坂本タ 213
1865 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ跡ヘ返テ付 213
1866 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） キヨウフツ谷 213 行佛
1867 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 岡ヤシキ 213 岡屋敷山
1868 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） チケンタ 213
1869 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 今大神神主ヤシキ 213
1870 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） チシハタケ 213 石畑
1871 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） チシヤシキ 213
1872 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 池ノフチ 213 池渕
1873 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 龍王宮ノ東 213 187
1874 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 宮ヲヲクウワキレ 213
1875 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 龍王 213
1876 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） チシハタケ 213
1877 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 天神ナロ 213
1878 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 天神ノ前 213 天神宮前
1879 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 茶屋ノ芝 213
1880 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 杉木ノクホ 213
1881 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 杉ノクホ 213
1882 高岡郡下の２ 天正16/02/17 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ウツシリ 213
1883 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） モウトハタケ 213
1884 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 川ナリ 213
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1885 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 中瀬ヤシキ 213
1886 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 鳥ノナロ 213
1887 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 二良兵衛ヤシキ 213
1888 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 鳥井ノナロ 213 188
1889 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 若兵衛ヤシキ 213
1890 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 龍王ノ前 213
1891 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 常楽寺ヤシキ 213 常楽坊
1892 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 新屋ヤシキ 213 仁井屋敷
1893 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 弓場 213 射場
1894 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） イウヱチ 213
1895 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） シヨウチヤシキ 213
1896 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 川辺ノ芝 213
1897 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 川ハタケ 213
1898 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） カミウラヤシキ 213
1899 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） エーケン 213
1900 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） クホヤシキ 213
1901 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ウシロアウ 213 189
1902 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 米ノ川タ 213
1903 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 関ノモト 213
1904 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 舞射テン 213
1905 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 木ノ下ヤシキ 213 木ノ下
1906 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ムロヤヤシキ 213
1907 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） キヤシキ 213
1908 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） マミハタケ 213
1909 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ハントウヤシキ 213
1910 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 丸タ 213
1911 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） タシロヤシキ 213 多四郎屋敷 190
1912 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） スカサキ 213
1913 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） マエ下タ 213
1914 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 八合マキヒノ下 213
1915 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） トウエイタ 213
1916 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 谷タ 213
1917 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） クホタ 213
1918 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 石原タ 213
1919 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） 樋ノ口タ 213
1920 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（西川角） ヲカサキ 213 岡崎
1921 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ谷川ｦ西路ヘ渡テ付 212
1922 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ミヤタタ 212 ミヤタダ
1923 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 井領田 212
1924 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ホウノ木ノモト 212 191
1925 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ツフセウチノ宮 212
1926 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ跡ヘモトリエチヤフ谷ノセイモトヲ付 212
1927 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 エチヤフコクホ谷 212
1928 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 石神ノムカイ 212
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1929 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 アリノ木ノ原 212
1930 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 下谷フチ 212
1931 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ニカキ谷 212
1932 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 新カ井 212
1933 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ナウウキ谷 212
1934 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 コモテン 212
1935 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 千鳥タ 212 千鳥田
1936 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 中キレ 212
1937 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 イシタロウ 212
1938 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 シウマイタ 212
1939 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 イシタロウ芝コシ 212 192
1940 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ミノコシ 212
1941 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ハタ谷クチ 212
1942 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 井ノ本川 212
1943 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 樋ノ谷 212
1944 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 ヒラソ 212 ヒラソ
1945 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村 井ノ前川 212
1946 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 合弐拾八町九段
1947 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ川ヲ東路へ渡テ付 212
1948 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 城ノ下 212 城ノ下
1949 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 小松ノ川 212 （小松） 193
1950 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） スケノ谷 212
1951 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） カミ大田 212 上大田
1952 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 中キレ 212
1953 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 獅子テン 212
1954 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イツリハ谷 212 ユツリハ谷
1955 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） エヒス神ノ前 212
1956 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ハナコ 212 194
1957 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） マワリフチ 212
1958 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） シンカイ 212
1959 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） エヒスハサコ 212
1960 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヒノ谷 212 日ノ谷
1961 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 五良ヤシキ 212
1962 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 井ノモト 212 井ノ本
1963 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 大年タ杉ノモト 212
1964 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） シモホキ 212 下モボキ
1965 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） カミホキ 212 195
1966 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 子コ岩 212 猫岩
1967 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ南ノ井ノ木谷セイモトヨリ付 212
1968 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 井ノ木谷 212
1969 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 松尾ノハナ 212
1970 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ミソマタクチ 212
1971 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イケノフチ 212
1972 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） カウタ 212 コヲダ
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1973 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 川原タ 212
1974 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ハタケタ 212
1975 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 三斗マキタ 212
1976 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） クモンタ 212
1977 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 井ノ上 212 井ノ上
1978 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 南クホタ 212
1979 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ハンタニ 212 196
1980 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） シンヘイ 212
1981 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） フチワラノクホ 212 藤原
1982 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） キヤウテンノ井ノ上 212
1983 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ウツホ 212
1984 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） キヤウテン 212 京田
1985 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ホキムカイ 212
1986 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 祖母神ノ西 212
1987 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 小松ヤシキ 212 小松
1988 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 五良ヤシキ 212 197
1989 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヨホラリチ 212
1990 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 田正庵寺中 212 伝正
1991 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 与二良ヤシキ 212
1992 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 太夫次良ヤシキ 212
1993 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） コミ 212
1994 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 甚衛門ヤシキ 212
1995 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 次良三良ヤシキ 212
1996 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヲモヤヤシキ 212
1997 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） モリキヤシキ 212 森木畑
1998 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ウシロヤシキ 212 198
1999 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 合七町七段
2000 高岡郡下の２ 天正16/02/20 高岡郡仁井田郷地検帳 212
2001 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 宗衛門ヤシキ 212
2002 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 三良九良ヤシキ 212
2003 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 正覚坊ヤシキ 212
2004 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 宗三良ヤシキ 212
2005 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 掃部次良ヤシキ 212
2006 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 衛門太良ヤシキ 212
2007 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） モウトハタケ 212
2008 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 阿弥陀堂ヤシキ 212
2009 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 栗木畠 212 199
2010 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） カチヤヤシキ 212 鍛冶屋瀬
2011 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 次良兵衛ヤシキ 212
2012 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イラエチ 212
2013 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 三介ヤシキ 212
2014 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヲキヤシキ 212 沖屋式
2015 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 若兵衛ヤシキ 212
2016 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ原ヲ隔テシモヲ付 212
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2017 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 杉ノ木ノクホ 212
2018 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 地獄ノ瀬 212 地極瀬
2019 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） チコクノセ南ノシモ 212
2020 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） フナイタノクホ 212
2021 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 窪タフル城ノ東 212 城ガ森 200
2022 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 高畠ノハナヲキヤシキ 212
2023 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヲカヤシキ 212
2024 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） フカタ 212 深田
2025 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヨロイテン 212 鎧田
2026 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） キワイテン 212
2027 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヲウタ 212
2028 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヨコタ 212 横田
2029 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 修正テン 212
2030 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 大タ 212
2031 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 中ヲウタ 212
2032 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） キソリ 212
2033 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ツマイタ 212
2034 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 寺溝ソイ 212 201
2035 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ホウタ 212 棒田
2036 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 大永クチ 212
2037 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 溝ノ南三斗マキタ 212
2038 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 中カレタ 212 流田
2039 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 山王ノ前 212 山王ノ前
2040 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ウシタ 212
2041 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 五ハイマキタ 212
2042 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イヲリタ 212
2043 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヤフタ 212
2044 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 池タ 212
2045 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 前之谷 212
2046 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又跡ヘ返テ南ノ山下ヲ付 212
2047 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） トウソウタ 212 202
2048 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 六斗マキタ 212
2049 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） エホシハイ 212 烏帽子バイ
2050 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 大マタコマタ 212 大又・小又
2051 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 岩土谷 212 岩土谷
2052 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 合九町三段
2053 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ又山王宮ヨリ下ヲ付 212 203
2054 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 溝穴 212
2055 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 彼岸田 212
2056 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イヲリノ下キレ 212
2057 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） イヲリウワキレ 212
2058 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 日ノウラ 212 日ノ裏
2059 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 梅ノ木ノ本 212 梅ノ木ノ本
2060 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） シシンタ 212
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2061 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ホソヲサ 212
2062 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 中ソリ 212
2063 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 三月田 212
2064 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ヨコタ大宮三月田ノ首 212
2065 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 野ツチ 212 204
2066 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） カチヤ大タ 212
2067 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） シチヤウラ犬タ 212
2068 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） アセナシ 212
2069 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 中ノコエタ 212
2070 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） ホンテン 212
2071 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） サスキタ 212 サヌキ田
2072 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 八斗蒔田 212
2073 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 川原タ 212
2074 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 樋ノウラ 212
2075 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 日ノウラ 212
2076 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角） 妙法タ 212
2077 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリハカリ岩谷ノセイモトヨリ付 212
2078 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道ハカリ岩 210 計岩
2079 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道柳ノハサコ 212 柳カサコ 205
2080 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 是ヨリ原ヲ隔テ西ヲ付 212
2081 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道クホタ 212
2082 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道下窪タ 212
2083 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道ヤフノクチ 212 藪ノ口
2084 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道コタイケ 212
2085 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道スケ原 212
2086 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道キワイツリ 212
2087 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道フマテン 212
2088 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道ヌヘリ道 212 辷道
2089 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道山中 212
2090 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道中カタ 212 長田 206
2091 高岡郡下の２ 天正16/02/23 高岡郡仁井田郷地検帳 川津野之村（東川角・辷道コンケンチ 212 権現谷
2092 高岡郡下の２ 旧暦天正16年2月9日 高岡郡仁井田郷地検帳 合百六十弐町壱段
2093 高岡郡下の２ 旧暦天正16年11月11 仁井田之郷地検帳　三
2094 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 612
2095 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 郷養庵寺中 612 208
2096 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 島ノ宮 612
2097 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 南川フチ 612
2098 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 ヲカノマエ 612 209
2099 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 ヲカ 612
2100 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 シモ岡 612
2101 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 タテ石 612 立石
2102 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 ヲキヤシキ 612
2103 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 ワセシリ 612
2104 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 井ノワキ 612
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2105 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 コヒアナ 612
2106 高岡郡下の２ 天正16/11/11 仁井田之郷地検帳　三 合弐町六反
2107 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 コヒハナ 612
2108 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 クラカケ 612 倉掛
2109 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 辰巳山ノ子 612
2110 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 南松沢 612 210
2111 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 クラカケ 612
2112 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 是ヨリ川ヲ西路ヘ渡テ付 612
2113 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 クワハラ 612
2114 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 柿木サイノヲ 612
2115 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 中江之村 シヤウシノイチ 612奈路の「障子ヶ内」？
2116 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリナロ之村 609
2117 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 シユシヤウテン 609 211
2118 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 楠ノハサコ 609 楠ハザコ
2119 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 地芸堂トコ 609
2120 高岡郡下の２ 天正16/11/13 仁井田之郷地検帳　三 合五町八反
2121 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 シヤウシカイチ 609 障子ヶ内
2122 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 クホウタ 609 212
2123 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 クホタ 609 久保田
2124 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 川辺 609
2125 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 井領 609
2126 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 シミツサイノヲ 609
2127 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 門田 609 門田
2128 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 四良五良ヤシキ 609
2129 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 カトタ 609 213
2130 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 土井ノ内 609 土居ノ内
2131 高岡郡下の２ 天正16/11/14 仁井田之郷地検帳　三 合四町九反
2132 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 フルユハ 609
2133 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 大タ畠 609 大田
2134 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 ソウハキノモト 609
2135 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリヲキタ井 609
2136 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 将監ヤシキ 609
2137 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 ヲキタ井 609
2138 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 ソウサイテン 609
2139 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 西ノクホ 609 西ノ久保
2140 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 石ソ子 609
2141 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 ミマセ 609 ミマセ
2142 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 平内カイチ 609 平内 214
2143 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 未申 609
2144 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 タチメノシタキレ 609
2145 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 タチメ 609 立目
2146 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 ナロ之村 大タ 609
2147 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリタツモトノ村 609
2148 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） マツノクホ 609 松ノ久保 215
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2149 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） タツモト 609 立本
2150 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 神四良ヤシキ 609
2151 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） コハタ 609 小畠
2152 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 北ノ谷 609
2153 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） カユテン 609
2154 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 商人カ沢 609 商人澤
2155 高岡郡下の２ 天正16/11/15 仁井田之郷地検帳　三 合五町五反
2156 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） シヤウロウタ 609 216
2157 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） カユテン 609 カイテン
2158 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヲキタ井 609
2159 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 花タテ 609
2160 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ又ヲキタ井 609
2161 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 山ノ下 609
2162 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ又南之山ノ子ヲ付 609
2163 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） シモチ 609 下モ地
2164 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 備後地 609 備後地 217
2165 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ウシロタ 609
2166 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） シモチミスミタ 609
2167 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） マワリタ 609
2168 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 未申山ノ子 609
2169 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 備前地 609
2170 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） クロノモト 609
2171 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） フタセマチタ 609
2172 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 神ノマエ 609 神ノ前
2173 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 滝ハタ 609
2174 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） シモノ川 609 下モノ川
2175 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヲウノウノタ井 609
2176 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヲウノウサカハ 609 ヲヲノヲ
2177 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヱカマタ 609 218
2178 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヲウノウヤシキ 609
2179 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 河原木ノクホ 609
2180 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 平田カイチ 609
2181 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） チシロ 609 チシロ（不明）
2182 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ヲウノウ 609
2183 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ケキサイノヲ 609
2184 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 柳ノクホ 609
2185 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） イツマ 609
2186 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 板サイノヲ 609
2187 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） マカリノクホ 609 219
2189 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 合七町
2190 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） マスケノクホ 609
2191 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） モヱタ 609 モエタ
2192 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 大クホタ 609
2193 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） サイノヲ 609
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2194 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 柳ノクホ 609 220
2195 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） サカハ 609 サカバ
2196 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） イシソ子ノクホ 609
2197 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 樋ノクチ 609
2198 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 辰巳 609
2199 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） イシソ子 609
2200 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） ミノコシ 609
2201 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） 宮ノ前 609
2202 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） トリ井ノモト 609
2203 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 タツモトノ村（ナロ之村） マスケノクホ 609
2204 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリシキ地之村 613
2205 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） 権現女躰天神宮 613 221
2206 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） シキチ西ノ川 613 敷地
2207 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） ツホクサテン 613
2208 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） カトヤシキ 613
2209 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） カリヤノモト 613
2210 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） カトノサキ 613 カドケサキ
2211 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ小田カイチノ谷 613
2212 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） モチテン 613
2213 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） 小田カイチ 613 小田ヶ市
2214 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） シヤクヤタ 613
2215 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） 柳ノハサコ 613 柳ノハザコ
2216 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） 小タカイチ 613
2217 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） マトテン 613 222
2218 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 シキ地之村（ヒロミ之村） クリノ木ノハサコ 613 クリノキハザコ
2219 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリヒロミノ村 613
2220 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村 マツノモト 613 松ノ本
2221 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 合六町
2222 高岡郡下の２ 天正16/11/17 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村之内爰ヨリ青木之村 613
2223 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 スケノ谷 613 スゲノ谷
2224 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 辰巳山ノ子 613
2225 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ホトヲカ 613 ホドヲカ
2226 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ウチハルキ 613 ウチハルキ
2227 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ハルキ 613 ハルキ 223
2228 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ツツミテン 613
2229 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 仏ノトヲ 613
2230 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 古市東ヤシキ 613 古市
2231 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 田中ヤシキ 613 224
2232 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 中スカ 613
2233 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 クロタ 613 クロタ
2234 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 下田 613
2235 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ケイヲンタ 613
2236 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 カチヤシキ 613 カヂヤシキ
2237 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ミヤウホンタ 613
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2238 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 コモテン 613
2239 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ホンテンノクホ 613 本田ノクボ
2240 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ辰巳ヘ原ヲ隔テ付 613
2241 高岡郡下の２ 天正16/11/18 仁井田之郷地検帳　三 合五町七反
2242 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 カチヤシキ 613 カヂヤシキ
2243 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 辰巳 613
2244 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ホンテン 613 本田 225
2245 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 アシヤリ 613
2246 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 イケタ 613 池田
2247 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 大タ 613 大田
2248 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 大ヤシキ 613 大ヤシキ
2249 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ユハ 613
2250 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ウツケソヘ 613
2251 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 中コメ 613 中込
2252 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ミタウノクホ 613 ミドヲ 226
2253 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 スケサワ 613 スゲサワ
2254 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 マトハノクホ 613 松バノクボ
2255 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 マトハヤシキ 613 マトヲバ
2256 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ヱンツ 613
2257 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ミタウノナロ 613
2258 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 サカハノキ 613
2259 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 山ノ根 613
2260 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ホキ 613 ホキ
2261 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 大野々クホ 613 大ノクボ 227
2262 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 シヤウアンタ 613
2263 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 川辺 613
2264 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 シンサコ谷サイノヲ 613
2265 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 ヱノ木サイノヲ 613 榎才能
2266 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 川クホ 613
2267 高岡郡下の２ 天正16/11/19 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミ村ノ内青木之村イマサイケヲ付 613
2268 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 野中 613 ノナカ
2269 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 ヒロミノ村内青木之村 イマサイケ 613 今在家 228
2270 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ飯川之村 614
2271 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ■堂ノ上 614
2272 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 シンカイ 614
2273 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 サイノヲ 614
2274 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 中マサイノヲ 614
2275 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 岡ヤシキ 614 229
2276 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 西行松ノマヱ 614
2277 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 西行松ノ本 614 西行松
2278 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 マツノクホ 614
2279 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 モミノ木 614
2280 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 オオセマチ 614
2281 高岡郡下の２ 天正16/11/20 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 トキキヤウ 614
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2282 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 道穴 614 道穴
2283 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 谷タ 614
2284 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ミチアナ 614 道穴
2285 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 コサカハ 614
2286 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 与三作 614 230
2287 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 庵免 614
2288 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 仏ノモト 614
2289 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 柳川セイモト 614 柳ノ川山
2290 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 坂モト 614 坂本
2291 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ミノコシ 614 美ノ越
2292 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 大キレ 614
2293 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 モモノ木サコ 614 モ々木サコ
2294 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 餅谷 614 モチ谷
2295 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 カケノ地 614 カゲノヂ
2296 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 平内ハタノ谷ヨリ付 614
2297 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ヒシヤコノス 614 ヒシャゴ谷
2298 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 平内ハタノ谷 614 平内畑
2299 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ヤツヲモテ宮ノマヘ 614
2300 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ムカイソリ 614 231
2301 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 チカハノキレ 614
2302 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ホキ畠 614
2303 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 宝泉庵寺中 614
2304 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 天神ノマヘ 614
2305 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 ノミタテ石 614
2306 高岡郡下の２ 天正16/11/22 仁井田之郷地検帳　三 飯川之村 小越ノ谷 614 小越
2307 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリクロイシノ村 601
2308 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ツキ合 601 突合
2309 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 井ノワキ 601 井ノ脇 232
2310 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 宮ノクシ 601 宮ノ串
2311 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 岩ノモト 601 岩ノ本
2312 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 渡アカリ 601
2313 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 西ノ地 601 西野地
2314 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヱントウコヱ 601 円豆端
2315 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ川ヲ渡テ付 601
2316 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヨニノ 601
2317 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ跡ヘ戻リ付 601
2318 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ミヤウシン谷 601 明神谷
2319 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 イシサシノモト 601 石指
2320 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 カシクホタ 601 上窪田
2321 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 下クホタ 601 下窪田
2322 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヲキヱリ 601 外枕 233
2323 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 野ソヘ 601
2324 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 カリハ 601
2325 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 藤四良タ 601 東城
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2326 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヱリ 601 襟（通称地名）
2327 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリエリ谷ノセイモトヲ付 601
2328 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヱリ谷 601
2329 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ツチハシノモト 601
2330 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 サイノヲ 601 弥八才能
2331 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 阿弥陀堂 601
2332 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 石神ノ前 601
2333 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヱンツ 601
2334 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 ヲコツクリ 601 於児作り
2335 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 タケノ後 601 竹ノ後
2336 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 クロイシノ村 タウタウ 601 234
2337 高岡郡下の２ 天正16/11/23 仁井田之郷地検帳　三 合五町五反
2338 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 601
2339 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 藤ノ川田 601
2340 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 田代サイノヲ 601
2341 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 弥ハノヲ 601 弥八才能
2342 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ヲウヱイカせ 601
2343 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 竹ノハナ 601
2344 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 井クチ 601 井口
2345 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 カイソヘ 601
2346 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 岡ノマヘ 601 岡ノ前
2347 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ヲカ 601 岡山
2348 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 充福庵寺中 601
2349 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 紺屋ヤシキ 601 紺屋々敷 235
2350 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 レウヤシキ 601
2351 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 中ハタケ 601
2352 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ヤイカ道 601
2353 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 井クチノ後 601
2354 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 橋ノツメ 601
2355 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 サカハ道 601
2356 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ソトヤシキ 601
2357 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ソウトウノクホ 601
2358 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 ソウ堂ノクホ 601 236
2359 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 トウエイカせ 601 戸樋箇瀬
2360 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石ノ村 井ノワキ 601
2361 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 601
2362 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 せントウ井 601
2363 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 タカハシヤシキ 601
2364 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 介大良ヤシキ 601
2365 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 井ノ川サイノヲ 601
2366 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 アシケ馬 601 足毛馬
2367 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 シマサキ 601 島崎
2368 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内アシケ馬ノ村 ヲウハコミ 601 大庭込 237
2369 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 合七町七反
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2370 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 601
2371 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ツノタ谷 601 津野田
2372 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 西ハサコ 601 波佐古
2373 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 アンノ前 601 庵ノ前
2374 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ハシツメ 601
2375 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 アン畠 601
2376 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 カウシンノマヘ 601 荒神畑
2377 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 イツリサイノヲ 601
2378 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 荒神ノモト 601
2379 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ツホ子ヤシキ 601
2380 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 大クホヤシキ 601
2381 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 カキノ木ノタン 601
2382 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ムカイヤシキ 601 向屋敷
2383 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ソトヤシキ 601 外屋敷 239
2384 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 大タ 601 大田
2385 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 シモ川 601 下毛川
2386 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 アヲ木ノモト 601 青木
2387 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 山ノ下 601 山ノ下
2388 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 鳥ヲチ 601 鳥落チ
2389 高岡郡下の２ 天正16/11/24 仁井田之郷地検帳　三 合六町九段
2390 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 ウ子ハタケ与津地堺ヨリ付 601
2391 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ウ子ハタケ 601
2392 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 メウシ山 601 240
2393 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 水ヲチ 601
2394 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 ウ子畠 601
2395 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内大窪之村 坂ノ下 601
2396 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内爰ヨリ苔之川 601
2397 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 小松コエ 601 小松越
2398 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ウワニウ太夫タ 601 入田
2399 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 シタニウ太夫タ 601
2400 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 経田江カケテ 601
2401 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ヨコタタヰ 601 横田
2402 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ツハキノキレ 601 椿
2403 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 カモンタ 601 241
2404 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 山ノ内 601 山ノ内
2405 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 治部作 601 治部
2406 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 サカハノキレ 601
2407 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 薬師テン 601
2408 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 硯テンカササシテン 601
2409 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 柳ノハサコ 601 柳サコ
2410 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ又谷ノクチヘ出テ付 601
2411 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 堂免 601 堂面
2412 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 クイノモト 601
2413 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ハウユウタ 601
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2414 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 クイ原 601
2415 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 フカリ 601 布加里 242
2416 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 白王ノマヘ 601 宝山ノ端
2417 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ヨコタ 601
2418 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 フカリ 601
2419 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 小ハサコ 601
2420 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ミノコシ 601
2421 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 丸タ 601
2422 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 クロ石村内苔之川 ヤマノ下 601
2423 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 合五町八反
2424 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内爰ヨリ遠山之村 608 遠山
2425 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 クワノ木ノ谷 608 桑ヶ谷山
2426 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 スタノハサコ 608 スクノハサコ
2427 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 中遠山 608 中ドヲ山
2428 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 イカミハサコ 608 243
2429 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ヒカンテン 608 ヒガンデン
2430 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ハシノ谷 608 ハシガ谷
2431 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 横タヲサキ 608 横田
2432 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 コヱノマイ 608
2433 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ハタケタ 608
2434 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 カミカケタ 608 カケタ
2435 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ナカレタ 608 ナガレハギ
2436 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ミノコシ 608 ミノコシ
2437 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 クラツワ谷 608
2438 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 山ノ下 608 山ノ下
2439 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 フカソウ 608
2440 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ソウサイ 608 ソヲサイ
2441 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 ク井ノモト 608 杭ノ本
2442 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野村内遠山之村 モチテン 608 モチデン
2443 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ神之野村 608
2444 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 ケンキウタ 608
2445 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 大サカハ 608 大サカバ 244
2446 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 大キレ 608 大切
2447 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 □サイノヲ 608
2448 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 ノソヘ 608
2449 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 カワラケテン 608 カワウケデン
2450 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神之野村 カミカウカウ 608 上神
2451 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 合五町三反
2452 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 608
2453 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 カキソヘ 608
2454 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 柳ノクホ 608 245
2455 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 カウノ野 608 神野々
2456 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 ホト岡 608
2457 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 梅木川 608 梅ノ木川
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2458 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 メウクワン 608
2459 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 ソウハキ原 608
2460 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 石ノハサコ 608 石カハサコ
2461 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 大西大キレ 608
2462 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 小サカハ 608 小坂場
2463 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 大西下キレ 608 大西
2464 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 神野之村 東分 608 246
2465 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ数家之村 608
2466 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ツ井クチ 608
2467 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ツシ堂ノモト 608
2468 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 フルヤシキ 608
2469 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ■サシノモトムカイソリ 608
2470 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 石翁軒寺中 608
2471 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ヲモヤ 608 本モ屋敷
2472 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ニシヤシキ 608
2473 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ニシノマエ 608
2474 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 道ノソイ 608
2475 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 合五町七反
2476 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 604
2477 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ミノコシ 604 247
2478 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 松ノモト 604
2479 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ツカアナノモト 604 塚穴ノ本
2480 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ヒノクホ 604
2481 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 イシカミノモト 604
2482 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 野ソヘ 604 野添
2483 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 シヤウラウタ 604
2484 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 藤ノ瀬 604
2485 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ヒラタ 604 平田
2486 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 シマタノイ□マ 604
2487 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 クロノモト 604
2488 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 コサイノヲ 604 248
2489 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 サイノヲ 604 才能
2490 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ナカレタ 604
2491 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 大サイノヲ 604
2492 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 クロノサイノヲ 604
2493 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 シヲカラテン 604
2494 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 カウツクチ 604
2495 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ホウリンヤシキ 604 室林
2496 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 衛門五良フン 604
2497 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ナモトヤシキ 604
2498 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ヲカノ前 604 岡ノ前
2499 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 ヲカヤシキ 604
2500 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 中マヤシキ 604
2501 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 西ヤシキ 604
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2502 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 弥ヘイシ 604 249
2503 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 西ノマヘ 604
2504 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 中ヤシキ 604
2505 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 コモテン 604
2506 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 衛門五良ヤシキ 604
2507 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 カジヤヤシキ 604
2508 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 神田 604
2509 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 野中ヤシキ 604 野中
2510 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 チヤノクホ 604
2511 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 竹ノモト 604 竹ノ本
2512 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 スケノモト 604
2513 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 親我地之村 カウヤマ 604
2514 高岡郡下の２ 天正16/11/26 仁井田之郷地検帳　三 合七町八反
2515 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 604
2516 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ■ウヤマ谷 604 室山谷
2517 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 福蔵寺ノマヘ 604
2518 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 灯明テン 604 250
2519 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 福蔵寺大門 604
2520 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 福蔵寺寺中 604 福蔵寺
2521 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 西ノクホ 604
2522 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 中ソ子 604
2523 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ツチハシ 604
2524 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 シモヤシキ 604
2525 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 柿ノ木ノモト 604
2526 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 シノホンテン 604
2527 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ハタノモト 604
2528 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 風呂ノモト 604 風呂ノ本
2529 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ウハホンテン 604
2530 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 上ツチハシ 604
2531 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ミセマチタ 604
2532 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 マツノモト 604
2533 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 弥平次クチ 604
2534 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 中沢ミソ 604
2535 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 シヤウシタ 604
2536 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 桜ノモト 604 251
2537 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 神ノマヘ 604
2538 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 キシソイ 604
2539 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 畠タ 604
2540 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ヲク谷 604 奥谷
2541 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 舟ノハサコ 604
2542 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 西ノ谷ヲ付 604
2543 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 西ノマタ 604
2544 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 中キレ 604
2545 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 サカモト 604
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2546 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 ス子コスリ 604
2547 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 ヲヤカチ之村 トウ 604
2548 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 合三町弐反
2549 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 605
2550 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 柿ノ木ノモト 605 柿ノ本
2551 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 堂ノクホ 605 堂ノ越
2552 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 善明ヤシキ 605 252
2553 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ユハノナロ 605
2554 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 舞射テン 605
2555 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 アンノムカイ 605
2556 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 新カイ 605 新改
2557 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 カワクホ 605
2558 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 神田 605
2559 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヲカサキ 605 岡崎
2560 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 井ノモト 605
2561 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 岩ノモト 605
2562 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 カミムカイ 605
2563 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 フタせマチタ 605 253
2564 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヨコタ 605 横田
2565 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 関ノヲモテ 605
2566 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 タウカウチ 605
2567 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 松ノモト 605
2568 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 アリノ木谷 605 有ノ木
2569 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ク井ノモト 605
2570 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ハタノ谷 605
2571 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 シヤウシハタ 605 庄次畑
2572 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 マメシリ 605
2573 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 西谷 605 西谷 254
2574 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 三良大良タ 605
2575 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 川成 605
2576 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 カミヤシキ 605 上ヤシキ
2577 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ハサマタノ谷 605 ハザマ山
2578 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 カミフン 605 上ゾン
2579 高岡郡下の２ 天正16/12/01 仁井田之郷地検帳　三 合六町九反
2580 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 605
2581 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クホ 605
2582 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 大せマチ 605
2583 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クホノマヘ 605 255
2584 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 井ノ谷 605 猪ノ谷
2585 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クロ岩 605 黒岩
2586 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 スタノ木ノモト 605
2587 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中カイチ 605
2588 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中マノ前 605 中間山
2589 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 谷ヤシキ 605
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2590 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 耕雲庵寺中 605
2591 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 新兵衛カクホ 605
2592 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 庵ノ谷 605 アンノ谷中谷山
2593 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中 605
2594 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中ノ前 605 仲ノ前
2595 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 カリテン 605 256
2596 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 桑ノ木サイノヲ 605
2597 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヲカヤシキ 605
2598 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ウシロ谷 605
2599 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 竹ノハナ 605 竹ノハナ
2600 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 松ノ下 605
2601 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヲキ畠 605
2602 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヲキソ子 605
2603 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 合四町八反
2604 高岡郡下の２ 天正16/12/03 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 605
2605 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ヲキソリ 605
2606 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クマノクホ 605
2607 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 マツ原 605 松原
2608 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ツイチ 605
2609 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 川辺ツイチ 605
2610 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クホツイチ 605
2611 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 小サカハ 605 257
2612 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ原ヲ隔テハウ山ヲ付 605
2613 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 クロ石タ 605
2614 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 ハウ山 605 宝山
2615 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 仏ノソ子 605
2616 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 サイノヲ 605 才能
2617 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 永タ 605
2618 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 大キレ 605
2619 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中キレ 605
2620 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 中谷 605 258
2621 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 サカモト 605
2622 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 スサキタ 605
2623 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 八千数之村 堂マタ 605
2624 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 606
2625 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 大谷 606 大谷
2626 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マツラ 606 松良
2627 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヲカハナ 606 岡鼻
2628 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヨシカ谷 606
2629 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シヲリ 606 上塩利
2630 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 籠ユイ 606
2631 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 クホタ 606
2632 高岡郡下の２ 天正16/12/04 仁井田之郷地検帳　三 合五町九反
2633 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 606
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2634 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シヲリ 606 259
2635 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 コモノモト 606 コモノ本
2636 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 クホタ 606
2637 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 西ヘ原ヲ隔テ付 606
2638 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 クイノモト 606
2639 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 トウヱイタ 606 土永田
2640 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 クロノモト 606
2641 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ナカレタ 606
2642 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 河原タ 606 川原田（不明）
2643 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 カケタ 606
2644 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヨウシ作二谷 606
2645 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マツノモト 606
2646 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヘイ入道 606
2647 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マメシリ谷 606 豆代
2648 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ノソヘ 606
2649 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シイノキノ谷 606 椎木谷（不明） 260
2650 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 柿ノキノモト 606 柿木ノ本
2651 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シタキリヤシキ 606 下切
2652 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 大タ谷 606
2653 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 神ノナロ 606
2654 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 中シンカイ 606
2655 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マツハノナロ 606
2656 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 アンノ谷 606
2657 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 手ツクリ 606
2658 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ホキ 606 保木澤
2659 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 籠ユイ 606
2660 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 山ノ下 606
2661 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ハイタツ 606
2662 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ツル井ノモト 606
2663 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 せウチクチ 606 正治口 261
2664 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ミスミハタケ 606
2665 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヲキヤシキ 606
2666 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ニイヤヤシキ 606
2667 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヲカヤシキ 606
2668 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 市進ヤシキ 606
2669 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヱノキサイノヲ 606 榎才能
2670 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 田中畠 606
2671 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ツチ子 606
2672 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 経テン 606 上京田
2673 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 コウタ 606
2674 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ウシロ山 606
2675 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ又谷ヲクチ出テ北ノ谷ヲ付 606
2676 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ミナクチ二谷 606 皆口谷
2677 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 中シマ 606
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2678 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 杉ノ木ノ下 606 262
2679 高岡郡下の２ 天正16/12/09 仁井田之郷地検帳　三 合六町五反
2680 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 ハイタツノ宮ノ東ヨリ付藤之川之村 606
2681 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 七十タ 606
2682 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ヨコタイトウ 606
2683 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 孫四良ヤシキ 606 孫四郎（不明）
2684 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ナカレタ谷 606
2685 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マツカヱ 606 松替廻
2686 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 マツカヱサイノヲ 606 263
2687 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ハチノス 606 蜂巣（不明）
2688 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ツ井ノクホ 606
2689 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ハシツメ 606
2690 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ミソ下 606
2691 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 山ノ下 606 山ノ下
2692 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 悟性庵寺中 606
2693 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 小田 606
2694 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 井ノ河 606 井ノ川 264
2695 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 サカモト 606
2696 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 後谷 606
2697 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 堂ノマエ 606 堂ノ前
2698 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 地蔵堂 606
2699 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シモ藤ノ川 606 下藤ノ川
2700 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 柿ノ木ノクホ 606 柿ノ窪
2701 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ハツサス川 606
2702 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 合八町三反
2703 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 606
2704 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 ウシノ沢 606 丑ノ澤（不明） 265
2705 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 シホイテ 606 塩辛田
2706 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 藤之川之村 せウコンヤシキ 606
2707 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ数家之村川フチ井テカヽリヨリ付 608
2708 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 馬ワタセ 608 馬渡瀬
2709 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 カミキレ 608 上切レ
2710 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 中キレ 608 中切レ（不明）
2711 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 シモクホ 608
2712 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 丸タ 608
2713 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 中シンカイ 608
2714 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 クホ畠 608
2715 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 クホヤシキ 608 久保屋敷 266
2716 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 弐反畠 608 三代地
2717 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ヲキノ 608
2718 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ヲキヤシキ 608
2719 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ヲカノマエ 608 岡ノ前
2720 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 梅ノ木ノモト 608
2721 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 タハ 608
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2722 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 数家之村 ウツシリ 608
2723 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 608
2724 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 龍王口 608
2725 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 東谷 608 東谷
2726 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 宮ノモト 608
2727 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 ツ井クチ 608
2728 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 シヲリ 608 267
2729 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 合五町七反
2730 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 608
2731 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 マツモト 608 松ノ本（不明）
2732 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 ムカイソリ 608
2733 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 トリ井ノマヘ 608
2734 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 ツ井クチ 608
2735 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ龍王ノ宮ノ北ヨリ付 608
2736 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 大トシテン 608
2737 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 宮ノ谷 608 宮ヶ谷
2738 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 ハルキタ 608
2739 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 カクレタ 608
2740 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 石タ 608
2741 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 大モン 608 大門屋敷
2742 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 コヒヒ原シタテテン 608
2743 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 龍王口之村 コヒヒ原 608 小日比原 268
2744 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ向川之村 607
2745 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 クホタ 607 クボタ
2746 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 シンカイ 607
2747 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 ヒカシ 607
2748 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 サイノヲ 607
2749 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 ヲキヤシキ 607 沖屋敷
2750 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 道蓮ヤシキ 607 道連 269
2751 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 シラヒケ 607 白ヒゲ
2752 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 ヲトナシノ宮 607
2753 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 中ノヤシキ 607 仲屋敷
2754 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 サイノヲ新カイ 607
2755 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 ヲカ 607 岡屋敷
2756 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 タツモト 607 タツモト
2757 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 東ヤシキ 607
2758 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 爰ヨリ阿津口之谷 607 川津口
2759 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 浄円作 607 上円
2760 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 向川之村 中山シラヒケ 607 中山 270
2761 高岡郡下の２ 天正16/12/06 仁井田之郷地検帳　三 合七町四反
2762 高岡郡下の２ 旧暦天正16年11月11 仁井田之郷地検帳　三 都合百拾八町弐反
2763 高岡郡下の２ 旧暦天正16年11月29日 高岡郡仁井田郷
2764 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ浜ヤシキ 700
2765 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 シモヤシキ 700 271
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2766 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 シモカチヤ 700
2767 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 トウシアン 700 272
2768 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ南 700
2769 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ北 700
2770 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ北 700
2771 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2772 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2773 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 海蔵寺寺中 700
2774 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700 273
2775 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ東 700
2776 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ北 700
2777 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2778 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ西町 700
2779 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 西町 700
2780 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ東町 700
2781 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 東町 700
2782 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ西町 700
2783 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 西町 700 274
2784 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 惣地アン 700
2785 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ東 700
2786 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ東 700
2787 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ東 700
2788 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 刀禰ヤシキ 700 （刀禰）
2789 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ北 700
2790 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ東ノ浜フチエ返テ付 700
2791 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 東ノ浜 700
2792 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 柳ノモト 700
2793 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ西町 700
2794 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700 275
2795 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ東町 700
2796 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ北 700
2797 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2798 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ町ノ丸ヤシキ 700
2799 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 町ノ丸ヤシキ 700 276
2800 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2801 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2802 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700
2803 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ東 700
2804 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 同じ西 700 277
2805 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ原ヲ隔テ北ノ江フチヲ付 700
2806 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 塩ハマ 700
2807 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 北ハタケ 700 278
2808 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 堂ノモト 700
2809 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 クホ 700
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2810 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 興津之村 十王ヤシキ 700
2811 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 合弐町五段
2812 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 700
2813 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 丸タ 700 279
2814 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ナワテ 700
2815 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ヲキフン 700
2816 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ヤシキタ 700
2817 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 イシハシソトツツミ 700 石橋ノ前
2818 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 宮林 700
2819 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 八幡林 700 280
2820 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ツルイノモト 700
2821 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 新ウチクチ 700
2822 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 イシハシ 700 281
2823 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ツルイノモト 700
2824 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ヲキヤシキ 700
2825 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 北サカリ 700
2826 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ヲカヤシキ 700
2827 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ウツシリ 700 282
2828 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 ヒカシヤマ 700
2829 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 鳥居ノ前スナヤシキ 700
2830 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村 神主ヤシキ 700 283
2831 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 是ヨリヲムロノヲクヨリ付 700
2832 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村（ヲムロ） ハンノ内 700 湾ノ内
2833 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 興津之村（ヲムロ） ヲムロ 700 小室
2834 高岡郡下の２ 天正16/11/15 高岡郡仁井田郷 合五町六段
2835 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又八幡ノ前ヨリ付 700 284
2836 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 八マンノ馬場 700 馬場屋式
2837 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 フル川 700 古川
2838 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 カミフルカワ 700 285
2839 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリモトノ村 700
2840 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 モト東ノハシ 700
2841 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリハシ谷 700 286
2842 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ハシ谷クチ 700
2843 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ■トモレ 700
2844 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 チサマカ谷 700
2845 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ヲリツキ 700 287
2846 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 モトチ 700 元地
2847 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリモトワキサカノヲリ付ヨリ付 700
2848 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 モトワキサカ 700 元脇
2849 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 キサノキ 700 288
2850 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 クホヤシキ 700 289
2851 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ホキ本ヤシキ 700
2852 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 サ子サキヤ子 700
2853 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ヲキヤシキ 700
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2854 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 サトヤシキ 700 里屋敷 290
2855 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 新宮ヤシキ 700
2856 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 シロ岩ヤシキ 700
2857 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 祖子堂ヤシキ 700
2858 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 阿弥陀寺ヤシキ 700
2859 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 清水庵寺中 700
2860 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又跡ヘ返テ東ヤシキヨリ付 700 291
2861 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 東ヤシキ 700 東屋敷
2862 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 竹添ヤシキ 700
2863 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ノコチ 700
2864 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 チンタヤシキ 700
2865 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 西ヤシキ 700
2866 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ヒロハタノ 700 292
2867 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリシマトノ村 700 島戸
2868 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） シウチ谷 700
2869 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） コシマト 700 小島戸
2870 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） シツイ谷 700
2871 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） テンシンノクホ 700
2872 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） 勝衛門ヤシキ 700
2873 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） 中川原 700
2874 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） ムカイヤシキ 700
2875 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） 東カミヤシキ 700
2876 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） センミヤウカヲ 700
2877 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） ホシヤノヲ 700
2878 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 興津之村（シマトノ村） カチハラ谷 700 293
2879 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 合拾壱町弐段
2880 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ塩浜 700
2881 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 ハンノウチ 700 湾ノ内（伴ノ内）
2882 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 川シリ 700
2883 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 同じ西 700
2884 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 同じ西 700 294
2885 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 同じ西 700 295
2886 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ与津地村 603
2887 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヨツチノサカノヲリ付 603
2888 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 西ノ川 603 西ノ川
2889 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 カイノ木 603
2890 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 木生渡 603
2891 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 シンカイ 603 新改
2892 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 イルノ谷 603 井ノ谷
2893 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 チフノ野 603 地部野 296
2894 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ツフセウチ 603
2895 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 キトノクホ 603
2896 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ跡ヘ返テ付 603
2897 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 セントウカイチ 603 船戸ヶ内
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2898 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリヲウコウヤ谷ヲ付 603
2899 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲウコウヤ谷 603 大古家
2900 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ハキワラ 603 萩原
2901 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 シンテン 603 新田
2902 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 カミヤシキ 603 297
2903 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲカヤシキ 603 岡屋敷
2904 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ソウヤシキ 603
2905 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ミソシロ 603
2906 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ナカハタケ孫二良地 603
2907 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲカ 603
2908 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 新井ヤヤシキ 603 新屋
2909 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ココエ 603 小越エ
2910 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 フロ 603 風呂
2911 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 カイノ木 603
2912 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲカサキ谷 603 298
2913 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヒノクホ 603
2914 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリカチヤシキ馬ムスケ谷ヲ付 603
2915 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 カチヤシキ 603 梶屋敷
2916 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 馬ムスケ谷 603 馬不向谷
2917 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又ヲウトウ谷セイモトヨリ付 603
2918 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲウトウ谷 603 大堂山
2919 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 マメノ谷 603 間見ヶ谷
2920 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ソリタ 603
2921 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 新五良地 603 新吾地
2922 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 栗ノ木タ 603 栗ノ木田
2923 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ソリ 603
2924 高岡郡下の２ 天正16/11/08 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲウトウ 603 大堂山 299
2925 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 クホ谷 603
2926 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 フクテン 603
2927 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 カリハ 603
2928 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 東ヤシキ 603 東屋敷
2929 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 孫次良地 603 孫四郎地
2930 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 大林寺寺中 603
2931 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲカヤシキ 603
2932 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 カチヤノモト 603 300
2933 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 西ヤシキ 603
2934 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 小松ノセ 603 小松ヶ瀬
2935 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 サクハンク 603
2936 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 コンカワ 603 金剛野本
2937 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヒタチ 603 飛多地 301
2938 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 アンノモト 603
2939 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 藤四良タ 603
2940 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヒキキ 603
2941 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 カミキレ 603
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2942 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヲカヤシキ 603
2943 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 カイノ木 603
2944 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 クホ 603
2945 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 上キレ 603 302
2946 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 大サイノヲ 603
2947 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 ヤソウタ 603 弥宗多
2948 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 柿ノ木ノクホ 603
2949 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 篠原 603 篠原
2950 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又谷川ヲ西路ヘ渡テシンツイノナロヨリ付 604
2951 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 シンツイノナロ 603
2952 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 モモノ木ノクホ 603
2953 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 清水ノモト 603 清水ノ本
2954 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 クワンヲンタウ 603
2955 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 茶ヤ 603 茶屋ノ本
2956 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 天神ノクホ 603
2957 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 小野 603 小野 303
2958 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 カシワキ谷 603
2959 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 高山ヤシキ 603 304
2960 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 横カチ 603 横掛
2961 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 クホタ 603
2962 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 トウカワチ谷 603 堂ヶ内
2963 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 井ノヲモテ 603 305
2964 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 井ツマ 603
2965 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 スタノ木ノモト 603
2966 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 与津地村 横ホキ 603
2967 高岡郡下の２ 天正16/11/21 高岡郡仁井田郷 合拾四町五段
2968 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 是ヨリ本堂ノ村 602
2969 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 キシノ下 602 キシノ下
2970 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ハライテン 602
2971 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 是ヨリ跡ヘ返テ付 602
2972 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 山ノモト 602
2973 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ハケノ本 602 306
2974 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 山本ノ谷 602 山本谷
2975 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 野中 602 野中
2976 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 溝ノ上 602
2977 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 黒岩 602 黒岩
2978 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 宮内サイノヲ 602 才能
2979 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 勝宝寺寺中 602
2980 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 土ゐヤシキ 602
2981 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 是ヨリ跡ヘ返テ付島ノ宮ノ後ヨリ付 602 307
2982 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 宮ノ前 602
2983 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 山ノ本 602
2984 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ミソ下 602
2985 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 丸田 602
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2986 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 井ツマ 602
2987 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ノナカ 602 野中
2988 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 平内田 602 308
2989 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ノナカ 602 野中
2990 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ヨコタ 602
2991 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 溝下 602
2992 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 イツマ 602
2993 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 柳ノモト 602
2994 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 仏供テン 602
2995 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 藤七タ 602 唐人田
2996 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 宮内サイノヲ 602
2997 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 流レ田 602
2998 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 カワラタ 602 川原田
2999 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 ツイクチ 602
3000 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 松ノ下 602 松ノ下 309
3001 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 小松ノ下 602
3002 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 クホタ 602
3003 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 サイノヲ 602 才能
3004 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 下ヤシキ 602
3005 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 三斗蒔田 602
3006 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 エンノモト 602 円ノ本
3007 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 カキノモト 602 柿ノ本
3008 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 コマタ 602
3009 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 井ツマ 602
3010 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 柳ノクホ 602
3011 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 本堂村 シマタ 602 島田 310
3012 高岡郡下の２ 天正16/12/03 高岡郡仁井田郷 合拾町壱段
3013 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ北ヘ渡テ付 602
3014 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 クホタ 602
3015 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 スサキ 602 スサキ
3016 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 川辺 602
3017 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 シヤウチクチ 602
3018 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 新井ヤヤシキ 602
3019 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 茶屋ノナロ 602
3020 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ソイノ野 602 ソイノノ 311
3021 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 カワヘ 602
3022 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 東サイノヲ 602 東才能
3023 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ナカキレ 602
3024 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ヒキキ 602
3025 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 シモチフン 602
3026 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 北サイノヲ 602
3027 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ミノコシヤシキ 602
3028 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 鳥ヲチ 602 トリオチ
3029 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリ川ヲ南路ヘ渡テ柿ノ木ノ本ヲ付 602 312
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3030 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 柿キノモト 602
3031 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 弓場 602 弓場
3032 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 カチウチカワ 602
3033 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 牛王テン 602
3034 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ワククホ 602 脇久保
3035 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ヲカ本 602 岡本
3036 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 川井サイノヲ 602 十二才能
3037 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 カナチフン 602 カナジ 313
3038 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ト子 602
3039 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ナカシワチ 602
3040 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 アラタ 602 新屋ｏｒ合田
3041 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 シワチ 602
3042 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 アムラテン 602 油田
3043 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 岡本 602
3044 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 山シタ 602 下山ノ下・上山ノ
3045 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 太夫ヤシキ 602
3046 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 ヲシタ 602
3047 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 カサハリ 602 カサハリ川 314
3048 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 柿ノ木ノモト 602 柿ノ本
3049 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 本堂村 窪タ 602
3050 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 合拾町四段
3051 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリ新在家之村 612
3052 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 タウカンヤシキ 612 トヲカンヤシキ
3053 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 チヤウテンハタケ 612
3054 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 ハナヤヤキキ 612
3055 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 宮ノクホ 612
3056 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 ウルシノクホ 612 315
3057 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 シヤウコヤシキ 612
3058 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 クホヤシキ 612 クボヤシキ
3059 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 田中地 612
3060 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 カチヤフ谷 612
3061 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 クホタ 612 窪田
3062 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリイモフ子谷ヲ付 612 イモフ子
3063 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 氏神ノクチ 612
3064 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 神兵衛地 612 シンベエ山
3065 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又跡ヘ返テ付 612 316
3066 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 正法寺ヤシキ寺中 612
3067 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 イツノモト 612
3068 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 ムマトノ作 612
3069 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 カンニヤクツツチ 612
3070 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 アンメン 612
3071 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 中ヤシキ 612
3072 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 中キレ 612
3073 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 エリ 612
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3074 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 二ツウチ 612 317
3075 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 井ノ川ヤシキ 612 井ノ川ナメラ
3076 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 サカハ 612
3077 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 新兵衛タ 612 シンベエ田
3078 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 大野タ 612
3079 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又跡ヘ返テ付小松谷ノ出口ナリ 612
3080 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 橋本 612
3081 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 新在家村 小松コエ 612 小松越
3082 高岡郡下の２ 天正16/11/23 高岡郡仁井田郷 合七町八段
3083 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ道徳谷ノ奥ヨリ付 610
3084 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 シタヲ谷 610 シタ尾
3085 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 クリノヲカ 610
3086 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヌタツホ 610
3087 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヒキチ 610 ヒキチ谷
3088 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 竹ノハナ 610 竹ノハナ 318
3089 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 マキ野ノクホ 610
3090 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 谷ヤシキ 610
3091 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 申フン 610
3092 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヲカノ前 610
3093 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 井リヤウ 610
3094 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 シモヤシキ 610
3095 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヲイ上ヤシキ 610
3096 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 小松葉 610 小松葉
3097 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 小クホ 610 319
3098 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヲカヤシキ 610
3099 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 溝ノ下 610
3100 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 山ノ下 610
3101 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 松ノ本ノ下 610
3102 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ西エ渡テカミノハシヨリ付 610
3103 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 フキノ野 610 フキノノ
3104 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 アカメカ谷 610
3105 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ミタウノモト 610
3106 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 アンノ谷 610 320
3107 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 リヤウホク庵寺中 610
3108 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 カミフンノ前 610 上分
3109 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 井領 610
3110 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ東路ヘ渡テ付 610
3111 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 大ナウシロ 610
3112 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ西路へ渡テ付 610
3113 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 井領 610
3114 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 北ヤウシノ 610 ヨヲシノウ
3115 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 中内ヤシキ 610
3116 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヲキノ前 610 沖前
3117 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 北ヤシキ 610 321
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3118 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ東へ渡テ付 610
3119 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 東路 610 東地
3120 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 コモト谷 610 小モト口
3121 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又川ヲ西ヘ渡テ付 610
3122 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 サカハ 610 サカバ
3123 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 カミサイノヲ 610 才能
3124 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 森ノ前 610 森ノ西 322
3125 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ヲカサキ 610
3126 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 イタノセ 610
3127 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ西ヘマタケテ付 610
3128 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 道徳村 ソウチイ谷 610 ソヲヅイノ谷
3129 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 是ヨリ永野々村但平野村ニ入 611
3130 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 井ノ下 611 井ノ下タ
3131 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 タニタ 611
3132 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 サカワ 611
3133 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 ナカ野 611 上ミ長野
3134 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 タウケン野 611 トウケンノウ 323
3135 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 平野村内永野村 サノハタ 611
3136 高岡郡下の２ 天正16/11/27 高岡郡仁井田郷 合拾町三段
3137 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 是ヨリ永野カミノハシヨリ付　但平野村ニ入 611
3138 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 モミノ木 611 モミノキ
3139 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 チヤウソクカ谷 611 ショアシ谷
3140 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 クロウカ野 611
3141 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ツツラノ谷 611 ツヅラ谷
3142 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 シモ永野 611 下モ長野
3143 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 是ヨリ川ヲ東ヘ渡テ付 611
3144 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 スケ 611 スゲ
3145 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ナカタノ西 611 ナカダ 324
3146 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ナカタヤシキ 611
3147 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ク井ノモト 611
3148 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 マサク谷 611 マサカ谷
3149 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 是ヨリ又谷川ヲ南路ヘ渡テカミノハシヨリ付 611
3150 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 カチハタ 611 カジハタ
3151 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 シラウツイ 611 シロツイ
3152 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 西ノ地 611 西野地 325
3153 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 橋爪 611
3154 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 是ヨリ川ヲ東ヘ渡テコハサコ谷ヨリ付 611
3155 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 コハサコ 611 コバサコ
3156 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 石原タ 611 石原田
3157 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 サカハ 611
3158 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 刑部ハタ 611
3159 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 田野々セイ本 611
3160 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ヒキチ 611 ヒキチ
3161 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 アフチ 611 326
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3162 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ヲサアフ 611
3163 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 大谷 611 大谷口
3164 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 ツマト 611 ツマド
3165 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 井クキ 611
3166 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 山ノ下 611
3167 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 下キレ 611
3168 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 梅ノ木ノ川 611
3169 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 平野村 スタフチ 611 327
3170 高岡郡下の２ 天正16/11/28 高岡郡仁井田郷 合七町四段
3171 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ谷川ヲ東ヘ渡テ付平野村 611
3172 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 山本 611
3173 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ホンテン 611
3174 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 西ヒラ野 611 平野田
3175 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ヲキヤシキ 611
3176 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ヲキノ川辺 611 沖野川
3177 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カワクホ 611
3178 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ム井タ 611
3179 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 宮原 611
3180 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ北ヘ戻テ付 611
3181 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 長福寺寺中 611
3182 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 山ノアン 611
3183 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 中野 611 中スカ 328
3184 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 イツイノ谷 611 イツノ谷
3185 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 クリノ木ノクホ 611 栗ノ木ノ窪
3186 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 大キレ 611
3187 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 惣三良タ 611
3188 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 鍛冶ヤノ前 611
3189 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カイテ川名 611
3190 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 新テン 611 新田
3191 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 コナウ 611 329
3192 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 キヲンタ 611
3193 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カチハラクチ 611 梶原口
3194 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 治部ハタケ 611
3195 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ツキ合 611 ツキヨセ
3196 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ナカキレ 611 中間切レ
3197 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 シヤウシツクリ 611
3198 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 宮内タ 611 330
3199 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カイテ川 611 楓川
3200 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 ナカマ 611
3201 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 栗原 611
3202 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カワクホ 611
3203 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 サカハタ 611
3204 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 大東 611
3205 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カモンタ 611 古門
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3206 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 キセ谷 611
3207 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 スケ 611
3208 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 坊主タ 611
3209 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 池ノクホ 611 331
3210 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 カケタ 611 カゲタ
3211 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 平野村 イツノモト 611
3212 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ土居村 612
3213 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 サカイテ畠 612
3214 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 コウシヤウクチ 612
3215 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 東ヤシキ 612
3216 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 上キレ 612
3217 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 大良ラ 612 太郎ノ前
3218 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 井雲庵寺中 612
3219 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 コクウソンテン 612 コクウゾヲ
3220 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 合九町七段
3221 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ川ヲ西路ヘ渡堂免ヨリ付 612
3222 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 イカリ 612
3223 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 カミ堂免 612 上ミ道免山
3224 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 万福寺寺中 612 332
3225 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 中マ 612
3226 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 藤タハタケ 612
3227 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 トノタ 612
3228 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 堂免 612
3229 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 新三良ヤシキ 612
3230 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 田代ナウ 612
3231 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 二良衛門ナウ 612
3232 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 シヤウケンタ 612
3233 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 マトコロサイノヲ 612 333
3234 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 ヒナタセ川 612
3235 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 与三ヤシキ　カイテ川 612 カイデ川口
3236 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 土居村 ミトウノクホ 612 ミドノクボ
3237 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村 609
3238 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村 シヤウシカイチ 609 障子ノ内
3239 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ東谷ヲ付 609
3240 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村 東谷 609 東谷
3241 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 是ヨリ西ノ山田ヲ付 609 334
3242 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ ヒウチノヲカ 609 火打岡
3243 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ カチヤシキノハサコ 609 鍛冶屋敷
3244 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ ナカハサコ 609
3245 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ イシノヲ 609
3246 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ タカハタ 609 高畑
3247 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ カケヤフ 609 影藪
3248 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ 東谷川 609 東谷
3249 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ 神ノ前 609
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3250 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ 大キレ 609
3251 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ 坊主タ 609
3252 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ フチカミ 609 335
3253 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ イツノモト 609 伊豆ノ本
3254 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ タフノモト 609
3255 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ ウハカ谷 609
3256 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ 竹ノ木 609 竹ノ本
3257 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ イタ谷 609 板谷（不明）
3258 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 桑河村？ イタ谷東 609 336
3259 高岡郡下の２ 天正16/11/29 高岡郡仁井田郷 合六町八反
3260 高岡郡下の２ 旧暦天正16年11月29日 高岡郡仁井田郷 都合百七十七町九反
3261 高岡郡下の２ 旧暦天正16年12月10日 ＊＊＊＊＊ 337
3262 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内見付野之村 208
3263 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 藤ノ越 208 藤ノ越
3264 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 北ノ谷 208
3265 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 黄幡宮ノモト 208 大幡谷
3266 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 マウトウカイチ 208
3267 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 大ホリ 208 338
3268 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 一合ノナロ 208 壱合奈路
3269 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ノタ 208
3270 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ナカミヤマ 208 長見山
3271 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ツフロクシ 208
3272 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 クロ石タ 208
3273 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カヤノ木 208 カヤノ木
3274 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 岩本サイノヲ 208
3275 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 コウノヤシキ 208
3276 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 トトロ川 208 轟川 339
3277 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 左衛門九良タ 208
3278 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ウチカタ 208
3279 高岡郡下の２ 天正16/12/10 仁井田之郷地検帳　四 合五町弐反
3280 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内見付野之村 208
3281 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 イカリ 208
3282 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 渡アカリ 208
3283 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ヲカ井ノウラ 208
3284 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ケスイタ 208
3285 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 上田ヤシキ 208 340
3286 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ハサコ 208
3287 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カシワキ 208 柏木
3288 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 梅ノキ瀬 208
3289 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 茶庵ノモト 208
3290 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 スタノ瀬 208
3291 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 井クホ 208
3292 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 中ヤシキ 208
3293 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ヲキヤシキ 208
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3294 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 彦衛門ヤシキ 208
3295 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 大キレ 208 大切
3296 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 中西ヤシキ 208
3297 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 岡ヤシキ 208
3298 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 大良衛門ヤシキ 208
3299 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 七良兵衛ヤシキ 208
3300 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 道源タ 208 341
3301 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 鍛冶ヤシキ 208
3302 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 左衛門大良ヤシキ 208
3303 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 宮地ヤシキ 208
3304 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カクレシュク 208 カクレジク
3305 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ノタミソ 208
3306 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ケウケンチ 208
3307 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 井ホリハ 208
3308 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 せウシタ 208
3309 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 五升マキタ 208
3310 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ナヘタ 208 342
3311 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 西ヤシキ 208
3312 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 岩本サイノヲ 208 岩本
3313 高岡郡下の２ 天正16/12/11 仁井田之郷地検帳　四 合九町拾代
3314 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内見付野之村 208
3315 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カシノキ瀬 208 樫木
3316 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 シモコノ二谷 208
3317 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ見付野ノ川ヲ南路ヘ越テ付 208
3318 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カラスイテノ 208
3319 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 スタノ瀬 208
3320 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 養徳院寺中 208
3321 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 クホヤシキ 208 343
3322 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 岡ハタケ 208
3323 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 岡ヤシキ 208
3324 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 イツノ谷 208
3325 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 新カイ 208
3326 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ヲカタ田 208
3327 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 中ヤシキ 208
3328 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 神主ヤシキ 208
3329 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ヒナタせ 208
3330 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 東ヤシキ 208
3331 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 若太夫ヤシキ 208 344
3332 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 新衛門ヤシキ 208
3333 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 山ノ子 208
3334 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 源五サイノヲ 208
3335 高岡郡下の２ 天正16/12/12 仁井田之郷地検帳　四 合五町弐十四代
3336 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 208
3337 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 シヤウロウヤシキ 208
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3338 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 サイノヲ 208
3339 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 六升マキタ 208 345
3340 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 西来庵寺中 208
3341 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ東ノ谷ヲ付 208
3342 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 山口 208 山口
3343 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 焼木ノカワ 208 焼木川
3344 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カケチカエ 208
3345 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 カケノヒラ 208 影ノ平
3346 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 平次良ハタ 208 346
3347 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 見付野之村 ノ中 208 野中
3348 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ川奥ノ村 208
3349 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 川クホ 208
3350 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 樋ノ本 208
3351 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 西来タ 208
3352 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ムカイ大タ 208
3353 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 藤十良タ 208
3354 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 樋ノ谷 208
3355 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ソラカタ 208
3356 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 楠ノ木サコ 208
3357 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 横タ 208
3358 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 新カイ 208
3359 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 岩ノサイノヲ 208
3360 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 シウケ 208
3361 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ニイヤサイノヲ 208
3362 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 大タ 208 大田 347
3363 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 中ヤシキ 208
3364 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ウシロヤシキ 208
3365 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 岡ヤシキ 208
3366 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 渡アカリ 208
3367 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 コウタ 208
3368 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ヲリツキ 208
3369 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 永タ 208
3370 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 与三田 208
3371 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ミトモリ 208
3372 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ハキノ野 208 萩野々
3373 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ村 ナヘタ 208
3374 高岡郡下の２ 天正16/12/13 仁井田之郷地検帳　四 合七町弐反 348
3375 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 207
3376 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ノソヘ 207 野添
3377 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 鍛冶屋口 207 加治屋口
3378 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ハサコ 207
3379 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 横タ 207 上横田
3380 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 川奥ノ越ノ下ヨリ付 207
3381 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 トトロクチ 207
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3382 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 カチタ 207
3383 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 左衛門九良サイノヲ 207 左右衛門九郎
3384 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ナモトタ 207
3385 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 井ホリ 207 井堀 349
3386 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヤケソ 207 ヤケソ
3387 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 中ホリタ 207
3388 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 岡ハナ 207 岡ハナ
3389 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリカロウトノ越ノ谷 207
3390 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ノソヘ 207
3391 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 中ノ新カイ 207
3392 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ツツラカ谷 207 ツヅラ
3393 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ニカケ 207
3394 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 カロウトノ越 207 カロト越
3395 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ニイヤタ 207 仁イヤ
3396 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 河原田 207
3397 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヲシ川 207 押川口 350
3398 高岡郡下の２ 天正16/12/14 仁井田之郷地検帳　四 合五町六反
3399 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 207
3400 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヲシ川 207
3401 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヒノクチ 207
3402 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヲウヒラ 207 大平
3403 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 永野 207 長野
3404 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ワタセノモト 207
3405 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ハセカセウチ 207 ハゼガ小路 351
3406 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 池ノモト 207
3407 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリヌタノ川ノ谷ノカミノハシヨリ付 207
3408 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ヌタノ川 207 汢ノ川
3409 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 スケノ谷 207 菅ノ谷
3410 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 カヤノキ 207
3411 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 山フシノ野 207 山伏野
3412 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ノ中タ 207 野中
3413 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 アナ渕 207
3414 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 山ノ子 207 352
3415 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村成川 ツ井ノモト 207
3416 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 同村之内ミコノ川之村 207
3417 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 ミコノ川 207 ミコノ川
3418 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 カチタ 207
3419 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ戍亥小マタノ谷之セイモトヨリ付 207
3420 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 小マタノ谷 207
3421 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 松ノモト 207
3422 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 ツクハタ 207
3423 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリセウシ越ノ谷ノセイモトヨリ付 207
3424 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 セウシコエ 207
3425 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 道ノ谷 207 兎谷 353
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3426 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 天竺ノ野 207 天竺野
3427 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 ミコノ川之村 魚テン 207
3428 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 合六町三反
3429 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 207
3430 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 マツノモト 207
3431 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 樋ノクチ 207
3432 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ワタセノモト 207
3433 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 中マタ 207 中向
3434 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 河辺ノマエ 207 川辺ノ前
3435 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 西ヤシキ 207 354
3436 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 クワイタ 207 桑木畑
3437 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ユハヤシキ 207
3438 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 タタサキ 207
3439 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 藤村ヤシキ 207
3440 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 小次良ヤシキ 207
3441 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 藤村タ 207
3442 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 シウケ 207 355
3443 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 井ノクホ 207
3444 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 岡ノヤシキ 207 岡屋敷
3445 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 堂ノモト 207 堂ヶ谷
3446 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 カラステ 207 カラスデン
3447 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ウソフキカトウ 207
3448 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ヲト井カセ 207
3449 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ヨウタカノクホ 207 356
3450 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 彦衛門タ 207
3451 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 井ノクホ 207
3452 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ハシツメ 207
3453 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 リヤウタ 207
3454 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 リヤウヤシキ 207
3455 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 徳雲庵寺中 207 德庵
3456 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 ニイヤヤシキ 207
3457 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 井領テン 207
3458 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 金上野之村本村 天神マヘ 207
3459 高岡郡下の２ 天正16/12/16 仁井田之郷地検帳　四 合七町九反
3460 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 110
3461 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ヲリヨフ坂 110
3462 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ニイヤタ 110 357
3463 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 中谷 110
3464 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （北琴平町） ヨフサカ 110 呼坂
3465 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ウナキ谷 110
3466 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ワチノヲ 110
3467 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 戍亥ノ谷 110
3468 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 アンレンタ 110
3469 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 小屋ノマエ 110
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3470 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 中山 110
3471 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ヒソハラ 110 ヒソ原
3472 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 シシハノモト 110 シシバ 358
3473 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 フカタ谷 110 深田
3474 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 堂ノ後 110
3475 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ツクリ道 110
3476 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 桜ノトウ 110
3477 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ハハウキタ 110
3478 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （北琴平町） 鳥ヲチ 110 鳥落
3479 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （北琴平町） ハチアト 110 八穴
3480 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 兵部タ 110
3481 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （北琴平町） イチイ谷 110 一井谷
3482 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （香月が丘） 夏ヤケノ谷 110 夏焼 359
3483 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （香月が丘） 小夏場 110
3484 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 （香月が丘） クロイハ 110 黒岩
3485 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 宮コエ 110
3486 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 土橋 110
3487 高岡郡下の２ 天正16/12/18 仁井田之郷地検帳　四 合四町壱反
3488 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 蕨尾ノ桜ノトウノ北ノヲリ付ヨリ付 110
3489 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 窪川之内蕨尾谷 ヒロウタ 110
3490 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 （神ノ西） シラツチ 110 白土
3491 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ北ノ谷セイモトヨリ付 110 360
3492 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 藤六タ 110
3493 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ヒノキノ谷 110 ヒノキ谷
3494 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 （神ノ西） シラツチ 110 白土
3495 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ナカレタ 110
3496 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 コウノ谷 110
3497 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 シモコエ 110
3498 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ヒラクシ 110
3499 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 （香月が丘） 道歓タ 110 ドウカン
3500 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ツエノモト 110
3501 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 川サキ 110
3502 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 小クシ谷 110
3503 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 キノコシリ 110 361
3504 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 コクシ 110
3505 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 川サキ 110
3506 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ムクタ 110
3507 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 ウ子サキヲ越テ未申ノ谷ヲ付 110
3508 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 小クシ谷 110
3509 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 （香月が丘） 経田ノスソ 110 キョウデン
3510 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 コウノサイコエ 110
3511 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 イツリハノ谷 110
3512 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 コウノサイ 110 神ノ西 362
3513 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 道通タ 110 道通田
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3514 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 大クホ 110
3515 高岡郡下の２ 天正16/12/19 仁井田之郷地検帳　四 合参町五反
3516 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 コウノサイ 201
3517 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 コウノサイ 201
3518 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 同しノ南 201
3519 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 未申原フチ 201
3520 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 ヒラウエ 201
3521 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 コウノサイ 201
3522 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 スミトコ 201 363
3523 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 大ニラ 201
3524 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 鳥クヒ 201
3525 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 南原フチ 201
3526 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 トヒ石ノモト 201
3527 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 フカセノ渡 201
3528 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 アカリ道 201
3529 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 カトノウエ 201
3530 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 マタヲカ谷 201
3531 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 源衛門ヤシキ 201 364
3532 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 寮ノマヘ 201
3533 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 レウヤシキ 201
3534 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 瑞光庵寺中 201
3535 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 ウツシリ 201
3536 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 不動ホキ 201
3537 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 クモンテン 201
3538 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 コウタヤシキ 201
3539 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 コウタ 201
3540 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 カスエ作 201
3541 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 子クヤシキ 201
3542 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 スケ沢 201 365
3543 高岡郡下の２ 天正17/01/07 仁井田之郷地検帳　四 合四町壱反
3544 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 トヲ山コエヨリ付 201
3545 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 モミ木谷 201
3546 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 トヲ山コエ 201
3547 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 イ子ホシハ 201
3548 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 （琴平町） スケ沢 201
3549 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 カウタノ田バ 201
3550 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 石原田 201
3551 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 （琴平町） 萩原 201
3552 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 （本町） 新開 201
3553 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 トウノウシロ 201 366
3554 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 （北琴平町） 深タ 201
3555 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 ヒサウラ 201
3556 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 スサキタ 201
3557 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 大マタ 201
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3558 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 東小谷 201
3559 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 是ヨリ榊山村 108
3560 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 榊山村 宮ノ谷 108 宮ヶ谷
3561 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 榊山村 山ノ子谷 108
3562 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 榊山村 神主ヤシキ 108 367
3563 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 榊山村 五良九良畠 108
3564 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 榊山村 後ヤシキ 108
3565 高岡郡下の２ 天正17/01/09 仁井田之郷地検帳　四 合三町九段
3566 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 108
3567 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 タンクワヤシキ 108
3568 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 ヲキヤシキ 108 沖屋敷
3569 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 神願ヤシキ 108 368
3570 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 シンカイ 108 新開
3571 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 岡ヤシキ 108 岡屋敷
3572 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 宝泉庵寺中 108
3573 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 鍛冶ヤシキ 108
3574 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 ツカヤフ 108 ツカヤブ
3575 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 天一神 108 天一
3576 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 神上タ 108
3577 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 小タ 108
3578 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 山ノモト 108
3579 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 スタノ瀬 108 369
3580 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 大ハタケ 108
3581 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 中ヤシキ 108
3582 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 カチノクホ 108
3583 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 セツソウヤシキ 108
3584 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 中ヤシキ 108
3585 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 石神ノクホ 108
3586 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 榊山ノ村 小セセノ川 108
3587 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 小セセ川ヲ南路ヘ渡テ市屋敷大橋ノツメヨ 101
3588 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 石神ノクホ 101
3589 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 市屋敷大橋ノツメ 101
3590 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 市ハシツメ 101
3591 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 目代ヤシキ 101
3592 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 エビス堂 101
3593 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 （古市町） 市 101 古市
3594 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 恵美酒堂ノモト 101
3595 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 東ヤシキ 101
3596 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 東ヤシキノ東 101 370
3597 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 ヲト井ノ瀬 101
3598 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 戌亥 101
3599 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 （古市町） サイノヲ 101 サイノヲ
3600 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 大サイノヲ 101 371
3601 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 シリナシサイノヲ 101
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3602 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 エリ 101
3603 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 大谷 101
3604 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 横タ 101
3605 高岡郡下の２ 天正17/01/10 仁井田之郷地検帳　四 合五町八反
3606 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （古市町） サイノヲ 101
3607 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 同し戌亥 101 372
3608 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 山ノ子 101
3609 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 修正テン 101
3610 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 桜ノタハ 101
3611 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 十介ヤシキ 101
3612 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 石ヤスミハ 101
3613 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 山ノ子ミズタ 101
3614 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 目代ヤシキカカリ 101 373
3615 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 西橋ツメ 101
3616 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ココヨリハシノ内土居マハリヲ付 102
3617 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （本町） キトノモト 102
3618 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （東町） 岡崎ヤシキ 102 岡崎
3619 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 兵部田 102
3620 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 不二軒寺中 102
3621 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ハサコ 102 374
3622 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 柳ノクホ 102
3623 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 マトハヤシキ 102
3624 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 藤十良タ 102
3625 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 辰巳山ノ子 102
3626 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （茂串町） 岩本坊寺中 102 岩本坊
3627 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 権現識地 102
3628 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 岩本坊門前 102
3629 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 合四町九段
3630 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 平兵衛ヤシキ 103 375
3631 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ヒトセマチタ 103
3632 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 東光寺寺中 103
3633 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 スサキヤシキ 103
3634 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 田フチヤシキ 103
3635 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ツツミ 103
3636 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 クホ川土井 103
3637 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 クロイシ 103
3638 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 大ハタケ 103
3639 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 谷 103
3640 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （茂串町） クロ 103 クロノモト
3641 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 石神ノモト 103 376
3642 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 大河フチ 103
3643 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 舟戸小川口ホキニマワシ 103
3644 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 川口ヤシキ 103
3645 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （茂串町） クホタ 103 窪田
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3646 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 風呂ノモト 103
3647 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 古寺 103
3648 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ヲキヤシキ 103
3649 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ソ子ヲヤシキ 103
3650 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 セウチヤシキ 103 377
3651 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 ソ子 103
3652 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 大ウシロヤシキ 103
3653 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 鍛冶屋ノクホ 103
3654 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 タキワ 103
3655 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 新兵衛タ 103
3656 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 スサキタ 103
3657 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 大橋ノツメ 103
3658 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 清兵衛地 103
3659 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 石神ノクホ 103
3660 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 与一ヤシキ 103
3661 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 合五町弐十代 378
3662 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 太タ 103
3663 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 宮ノコウタ 103
3664 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 瑞光庵タ 103
3665 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 堂本 103
3666 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 西ヤシキ 103
3667 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 （本町） 太新開 103 379
3668 高岡郡下の２ 天正17/01/11 仁井田之郷地検帳　四 合三町弐反
3669 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 小窪川之谷 202
3670 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 十二所 202 十二処
3671 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ニイヤタ 202
3672 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ミセマチタ 202
3673 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ウワキレ 202 ウワキレ
3674 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 アキミルタ 202
3675 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 窪川ノ城ヨリ坤モトノ谷ヲ付 202
3676 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 サワタ 202
3677 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 モトノ谷 202 本ノ谷
3678 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 東ノヲク 202
3679 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 下山タ 202
3680 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 井ノモト 202
3681 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ホウノキノモト 202
3682 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ツ井ノモト 202
3683 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 シヤウシコエ 202 380
3684 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 カチラ 202 カヂ原
3685 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ヲトマセタ 202
3686 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ムカイクチ 202
3687 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 カリマイク 202
3688 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 新兵衛タ 202
3689 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリフルイヲリノ谷 202
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3690 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 フルイヲリ 202 フル井ヲリ
3691 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ハノサマキタ＠ 202 八升マキタ
3692 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ヲチカ谷 202
3693 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ谷ヲクチヘ出テ谷川ヨリ西路ノ上ノハシヨリ付 202
3694 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ナリカ谷 202 ナリカ谷
3695 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 サキノス 202
3696 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 カモンタ 202
3697 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 四良五良タ 202
3698 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 溝ノ下 202
3699 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 井ノモト 202
3700 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 ウハカフツクロ 202 381
3701 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 コヘヌ石ノモト 202 コエヌ石
3702 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ穴谷之村 202
3703 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 シマノ宮 202
3704 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 クマノクホ 202 久万窪
3705 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 横タ 202 横田
3706 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 丸タ 202
3707 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 スカ 202
3708 高岡郡下の２ 天正17/01/16 仁井田之郷地検帳　四 合参町壱反
3709 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 修正テン 202 修正田
3710 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 カカウタ 202
3711 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 マトハ 202
3712 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 コカカウタ 202
3713 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 小路口 202
3714 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヲキヤシキ 202
3715 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 永山 202 永山 382
3716 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 九良二良畠 202
3717 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 リヤウ屋敷 202
3718 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 弓場 202
3719 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 地蔵堂 202
3720 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 シヤウユウケン 202
3721 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 福円寺マエ 202
3722 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 寺中 202 寺中
3723 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 西ヤシキ 202
3724 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 古土居 202 フルド井
3725 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 カミヤシキ 202 383
3726 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 上古土居 202
3727 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 クマノ窪 202 久万窪
3728 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 マエザハ 202
3729 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 東タ 202 東ダ
3730 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 犬ホウタ 202
3731 高岡郡下の２ 天正17/01/17 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 太タ 202 太田
3732 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 御堂ノクホ 202
3733 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 中ノ 202
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3734 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ハサコミソ 202
3735 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 権現宮ノマヘ 202
3736 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 シホリノモト 202
3737 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 孫次良タ 202
3738 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 シキテン 202
3739 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 五ハイマキタ 202 384
3740 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 カミヤシキ 202
3741 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヲカモトタ 202
3742 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ホンテン 202 本田
3743 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 大クホ 202 大窪
3744 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 スカ 202
3745 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ウツシリ 202
3746 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヲコチ 202 ヲコデ
3747 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 九良二良畠 202
3748 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヤシキタ 202
3749 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 井ノクチ山ノ子 202
3750 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 シモヲカノ川 202 下岡川
3751 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 西 202
3752 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 コウタ 202
3753 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヲコチ 202 ヲコヂ 385
3754 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 榎ノクホ 202
3755 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 カミヤシキ 202
3756 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 大良次良ヤシキ 202
3757 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 七良左衛門ヤシキ 202
3758 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヤナセ 202 柳瀬
3759 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ウエキノモト 202
3760 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 ヤナセヒキ畠 202
3761 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 般若寺寺中 202 般若寺
3762 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 与三タ 202
3763 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 下舟戸 202 船戸
3764 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 コウタ 202 386
3765 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 穴谷之村 竹ノ内タ 202
3766 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 爰ヨリ又跡ヘ返テ権現谷ノ奥ヲ付 202
3767 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 コエル石 202 コエヌ石
3768 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 権現谷 202
3769 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 桑木サコ 202
3770 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 ホウタ谷 202
3771 高岡郡下の２ 天正17/01/18 仁井田之郷地検帳　四 合拾町五反
3772 高岡郡下の２ 旧暦天正16年12月10日 仁井田之郷地検帳　四 惣都合九拾四町九段四拾七代四分才
3773 高岡郡下の２ 旧暦天正16年12月25日 高岡郡仁井田郷地検帳 387
3774 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 216
3775 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 河津口 216
3776 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 カミキレ 216
3777 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 嶺田 216
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3778 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 中キレ 216
3779 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 山ノ子 216
3780 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 カスカテン 216 春日田
3781 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 マツノモト 216
3782 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 マツノクホ 216 松カサコ 388
3783 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 カチタ 216 梶田
3784 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 大井野 菅タ 216 スゲタ
3785 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ神之川ノ内永野地之村東ノハシヨリ付 217
3786 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 城ノウシロ 217 城ノ後
3787 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 城ノ後 217
3788 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 シヤウカタハ 217
3789 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 大井川 217
3790 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 梅ノ木ノタン 217
3791 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 中谷 217
3792 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 ミソシタ 217
3793 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 辰巳大道 217
3794 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 土居 217
3795 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 中ノヤシキ 217
3796 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 山本ヤシキ 217 山本屋式 389
3797 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 西ノコウ 217
3798 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 ツル井ノシタ 217
3799 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 西ノカワ 217
3800 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 山モトヤシキスソ 217
3801 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 ヒワカクホ 217
3802 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 ヤナセホリ 217
3803 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町壱反
3804 高岡郡下の２ 天正16/12/25 高岡郡仁井田郷地検帳 217
3805 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 茶ヤンノナロ 217 茶屋ノ奈路
3806 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 弓場 217
3807 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 川ノウヘ 217 390
3808 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 未申大川ノウヘ 217
3809 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 スサキ 217 須賀崎
3810 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 フマテン 217 フマデン
3811 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 キヤウセンジリ 217
3812 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 風呂コウツキ池 217
3813 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 チウ木ノクホ 217
3814 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 松ノ本 217
3815 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 シモキレ 217
3816 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 中堂ノカハ 217 堂ノ川 391
3817 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 アカハケノモト 217
3818 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 戌亥谷 217
3819 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 岡崎 217
3820 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 中カイチ 217 中ケ市
3821 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 神之川ノ内永野地之村 シモムカイ 217
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3822 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町壱反
3823 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 217
3824 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ハタ四良クチ 217 畑四郎
3825 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 小川ヲモテ 217
3826 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 大タ 217 大田 392
3827 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 中クホ 217
3828 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 クホタ 217
3829 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ヲキノソ子 217
3830 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ウツシリ 217
3831 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 丸山ノモト 217
3832 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 永タ 217
3833 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 タチメ 217 立目
3834 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 野地タ 217
3835 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 辻堂コエ 217
3836 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 樋ノ谷 217
3837 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 小屋ノ谷 217
3838 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 シモノ窪 217
3839 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 丸タ 217
3840 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ヒラノ 217
3841 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ウワクホタ 217
3842 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 平野シモキレ 217
3843 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 木三良作 217
3844 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ミソタ 217 393
3845 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ウワノタ 217
3846 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ハタ四良谷 217 畑四郎
3847 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 上キレ 217
3848 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 ハタ四良クチ 217 畑四郎
3849 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 同神之川之内平野 モミノ木ノモト 217
3850 高岡郡下の２ 天正16/12/27 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町四分
3851 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 217
3852 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 石ハラタ 217
3853 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 川クホ 217
3854 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 地蔵院ノ前 217
3855 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 惣六谷グチ 217
3856 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 地蔵院寺中 217 394
3857 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ハサコ 217
3858 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 堂カイチ 217
3859 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 柿ノ木タ 217
3860 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ヲモキレ 217
3861 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 北ヤシキ 217
3862 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 アシ川 217 足川
3863 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 コヤノ前 217
3864 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 柳ノ川口 217 柳ノ川
3865 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 北ノマエ 217
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3866 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 沢ノスソ 217
3867 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 柳野 217
3868 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ムロヤ屋敷 217 395
3869 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 田中 217
3870 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 クロヲ野 217
3871 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ヲキ新開 217
3872 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ユクチ 217
3873 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 桑原カチ 217
3874 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 神川村 ヒタ地 217
3875 高岡郡下の２ 天正16/12/29 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町壱反
3876 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 217
3877 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 永タ 217
3878 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ミノコシ 217
3879 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 シモ谷 217
3880 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ヲカ 217
3881 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ウエノタン 217
3882 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 岡ノクホ 217 396
3883 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 白王ノモト 217 白皇
3884 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 大クホ 217 大窪
3885 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ニ井ヤ畠 217
3886 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 山ノ子 217
3887 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ソ子 217
3888 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ヲウシカ谷 217
3889 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 アンハタケ 217
3890 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 チカラ石 217 チカラ石
3891 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 与三良ツクリ 217
3892 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 牛ノ渕 217
3893 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 シハタ 217 397
3894 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 中アシ川 217
3895 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ウチヒラ 217
3896 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 カチワラ 217
3897 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 ヒノチ 217
3898 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 コウタ 217
3899 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 シモヤシキ 217
3900 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 山ノ子 217
3901 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 但馬ヤシキ 217 但馬山
3902 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 カミヤシキ 217
3903 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 アシ川クチ 217
3904 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 カミアシ川 217
3905 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 大イワノタハ 217 大岩ノナロ
3906 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同口神之川之村 石神ノ谷 217 398
3907 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町
3908 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 218
3909 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 魚テン 218
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3910 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 治部ヤシキ 218
3911 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ハサコ 218
3912 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 マトハ 218
3913 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヒノチ 218
3914 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ホウシヤウ谷 218 防城
3915 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シモムカイ 218 下向
3916 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヲキ 218
3917 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヲキムカイ 218 399
3918 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 川クホ 218
3919 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ホキノモト 218
3920 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ダバ 218
3921 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ムロヤ 218
3922 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ムカイ 218
3923 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 谷タ 218
3924 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヲカ 218
3925 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 木ノ下 218
3926 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シユユカイチ 218
3927 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 コモノモト 218
3928 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 中イマイ 218 400
3929 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 カケノヒラ 218 影ノ平
3930 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 治部タ 218
3931 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 タハサキ 218
3932 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 二瀬マチタ 218
3933 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 柳ノクホ 218
3934 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シヲリノタハ 218
3935 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 橋ツメ 218
3936 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 宮ノ谷 218
3937 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シモ新開 218
3938 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ホリ道 218
3939 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町四反
3940 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 同村 218 401
3941 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ハサコタ 218
3942 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 土橋ノモト 218
3943 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヤシロノ谷 218
3944 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 谷 218
3945 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 吉祥庵寺中 218
3946 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シミスノモト 218
3947 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 中ヤシキ 218
3948 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 中マ 218
3949 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 カミヤシキ 218
3950 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヲキタハ 218
3951 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 シキテン 218
3952 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ヲウカミ 218
3953 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 ハシノモト 218
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3954 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 中ノ神川之村 名本井ノヲモテ 218
3955 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリシロウツカイチ之村 218 402
3956 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 坊畠 218 ホヲ畑
3957 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 中コヤ 218
3958 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 ウワキレ 218
3959 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 シタサイノヲ 218
3960 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 コウタ 218 コヲ田
3961 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 セノクチ 218
3962 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 若宮カイチ 218
3963 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 ウルシハラ 218 漆ケ原
3964 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 ツツラ谷 218 津々良口
3965 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 河原ノサコ 218
3966 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 シロウツカイチ之村 小シイノキノモト 218
3967 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリヘイタヤシキ之村 218
3968 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 名本井ノヲモテ 218
3969 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 フルタ 218
3970 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ヘイタヤシキ 218 平太屋敷
3971 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ヲキヤシキ 218
3972 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ハシノシモ 218 403
3973 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 谷ノムカイ 218
3974 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ウ子 218
3975 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 イナイノクホ 218
3976 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 カシノキノクホ 218
3977 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ヒラノ 218 平野
3978 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ヲキノムカイ 218
3979 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 ハイテン 218
3980 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 ヘイタヤシキ之村 コカワフチ 218
3981 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 張紙 チウキノ谷 218 重ケ谷
3982 高岡郡下の２ 天正17/02/01 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町壱反
3983 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之村 301
3984 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之天神ノナロ 301 天神ノナロ
3985 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ヲウコエ 301 ヲウコエ
3986 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之中コウタ 301 神田 404
3987 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ツユクチ川 301
3988 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之カチノクホ 301
3989 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之タカアセ 301 高畦
3990 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ツツラヲリ 301 ツツラ谷
3991 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之宮ノクホ 301 宮ノ窪
3992 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之タハヤシキ 301
3993 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之滝谷 301 瀧谷
3994 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ユツリハノ谷 301
3995 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ハシノツメ 301 橋ノ詰
3996 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ホトウチ 301 405
3997 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之滝谷クチ 301 瀧谷口
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3998 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之アセフチ 301
3999 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之カミマエ 301 カミマエ谷
4000 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之シヤウチクチ 301
4001 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之兵ヘ三良ヤシキ 301
4002 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之若太夫ヤシキ 301
4003 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之渡アカリ 301
4004 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之神田ノクホ 301
4005 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之大ヤシキ 301 大屋敷
4006 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之新三良ヤシキ 301
4007 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之次良衛門ヤシキ 301
4008 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之治部ヤシキ 301
4009 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之カンサウ谷 301
4010 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之サテノスソウ子 301 サテノスソ
4011 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之太夫地ウ子 301 406
4012 高岡郡下の２ 天正17/02/06 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町弐反
4013 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 同村 301
4014 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之ハシノツメ 301 橋ノ詰
4015 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之五良ヤシキ 301
4016 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之シウヤシキ 301
4017 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川桧原東之中ノヤシキ 301
4018 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ五良三良地ヲ越テ川フチヨリ付 301
4019 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 クワイタ川 301
4020 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲカヤシキ 301 407
4021 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 昌前庵寺中 301
4022 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 大セマチ 301 大畝
4023 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 モミノキノモト 301
4024 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 中マノヤシキ 301
4025 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲキヤシキ 301
4026 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ワテヤシキ 301
4027 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 シミツノクホ 301
4028 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 竹ノマエ 301
4029 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 キノシタ 301
4030 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 フル井ノウエ 301
4031 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 タハノモト 301
4032 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ウツシリ 301
4033 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 竹ノ内ヤシキ 301 408
4034 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 中山ミソ 301
4035 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ桧曽谷ヲ付 301
4036 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 シモ中山道ノ下 301
4037 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ナヘツチ 301
4038 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ツ井ノモト 301
4039 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 宮ノ谷口 301 宮ノ谷
4040 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲイノモト 301
4041 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 カケヒラ 301
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4042 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 刑部太夫地 301
4043 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 谷ヤシキ 301
4044 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ハシツメヤシキ 301
4045 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 カチヤノムカイ 301 409
4046 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 イチイノキセ 301
4047 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ツ井クチ 301
4048 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 西ヤシキ 301 西屋式
4049 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 セナアカリ 301
4050 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 アリノ木ノモト 301
4051 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 ハサコ 301
4052 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 カチハタケ 301
4053 高岡郡下の２ 天正17/02/07 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町八反
4054 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 301
4055 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ツシトウノマエ 301
4056 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 シヤウシヤシキ 301 410
4057 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 トウサコヤシキ 301
4058 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 新屋ヤシキ 301 新屋式
4059 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ハイタカ 301 灰鳥
4060 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲンチ田 301
4061 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 フルヤ 301
4062 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ハイカラス 301 灰鳥
4063 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 入谷タニ 301 入谷
4064 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 コフウンタ 301 コブンダ
4065 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 次良九良ヤシキ 301
4066 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 左近兵衛ヤシキ 301
4067 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ソ子 301
4068 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 シテノ木ノ本 301 411
4069 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 与惣ヤシキ 301 ヨソウ屋式
4070 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 マトハ 301
4071 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 コミタ 301
4072 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 シヤウカイチ瀬 301
4073 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 中ウ子 301 長ウ子
4074 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ウシロマタ 301
4075 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 竹ノウシロ 301
4076 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 与三良ヤシキ 301
4077 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 助五良田 301
4078 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 シヤウカイチヤシキ 301
4079 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ムロヤシキ 301 ムロヤシキ 412
4080 高岡郡下の２ 天正17/02/08 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町壱反
4081 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川寺野村 302
4082 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ヲソコエノ谷 302 ヲソギノ川
4083 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 コエノシタ 302

4084 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 中瀬 302
カミナカゼ・シモナ

カセ
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4085 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 シヲン 302 413
4086 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 シホウソ 302
4087 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 西ノ地 302 上西野地
4088 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 シモクホ 302
4089 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 永タ 302 永田
4090 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ツ井ノクチ 302
4091 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ワタリアカリ 302
4092 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 サハイカイチ 302 サバイガ市
4093 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 河原田 302 414
4094 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 井ノ谷 302 井ノ谷山
4095 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ウルシノ木ノモト 302
4096 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ヲリヲ 302 織尾山
4097 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 コウタ 302
4098 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 柳ノクホ 302
4099 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 ウツシリ 302
4100 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 川クホ 302
4101 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野村 トトロ 302 トドロノ平山
4102 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川ヲ西路ヘ渡テトウガ野之村ノ付 302
4103 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 山口 302
4104 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 トウガノ 302 上ミトウカノ
4105 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 ホケノモト 302
4106 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 ミソタ 302 415
4107 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 ホケクチ 302 ホケロ
4108 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリトウカコウノ谷ヲ付 302
4109 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 トウガ野之村 トウカコウ 302
4110 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川ヨリ東地川内之村 302
4111 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川内之村 キサイカワチ 302 キサイガ市
4112 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川内之村 川フチ 302
4113 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川内之村 ミスミタ 302
4114 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 川内之村 中シマ 302 416
4115 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ又西ヘ返テ付寺野本村 302
4116 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 井口 302
4117 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 フタセマチタ 302 フタセマチタ山
4118 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 カミテラノ 302 上寺野
4119 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 レウヤシキ 302
4120 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 小路クチ 302
4121 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヲキタヤシキ 302
4122 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヲキタ 302
4123 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヒクニ田 302
4124 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 カミヤシキ 302
4125 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 カワヲ東路ヘ渡テ付 302
4126 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 穴ノ川口 302 上穴ノ川
4127 高岡郡下の２ 天正17/02/09 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町三反
4128 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 302 417



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【95/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

4129 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 アセチヤシキ 302
4130 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 大ヤ屋敷 302
4131 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 大屋分 302 大屋分
4132 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヲモキレ 302 ヲモキレ
4133 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ハカタノ畠 302
4134 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 寺中 302
4135 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 風呂ノ谷 302
4136 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 西ノコマタ 302
4137 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 中マヤシキ 302
4138 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヤシキ田 302
4139 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 カチヤ分 302
4140 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 エトウ 302
4141 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヲキタ 302 418
4142 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ヲキヤシキ 302
4143 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 シモ寺分 302
4144 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 西ノ谷 302
4145 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 スタクホ 302 ヌタクボ
4146 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 平内ハタウ子 302 平内畑

4147 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 シキヤウフ谷 302
シギヨウブ谷上

山・下山
4148 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 ホンテン 302 本田山
4149 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 カモンタ 302 カモンダ
4150 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ南ノ谷ヲ付 302
4151 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 コムカイ 302 小向
4152 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 トウキン谷 302 トヲキン谷 419
4153 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 惣衛門門田 302
4154 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 イル谷 302
4155 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 カウタノウ子 302 神田ノウ子
4156 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 寺野本村 島ノ野道 302 嶋野
4157 高岡郡下の２ 天正17/02/10 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町弐反
4158 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 番中之内井細川川口之村 303
4159 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 シマノ野 303 嶌野々
4160 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 古川ノモト 303
4161 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 クサキヤフ 303 420
4162 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 刑部地 303 形ア地
4163 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 ツ井クチ 303
4164 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川口之村 川クホ 303
4165 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 川ヲ西路ヘ渡テウリウ野之村ヲ付 303
4166 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ウツシリ 303
4167 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 サイノヲ溝 303
4168 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワサタ 303
4169 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 宮ノクホ 303
4170 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 クイノモト 303 杭野ノ
4171 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 カワヘヤシキ 303



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【96/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

4172 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 井ノ上 303
4173 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワタ 303
4174 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ニシ 303
4175 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワキヤシキ 303
4176 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワキフン 303
4177 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ニイヤヤシキ 303 ニイヤ 421
4178 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 クミチノモト 303
4179 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 クミチ 303
4180 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 シタヤシキ 303
4181 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 鍋地 303
4182 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ノホリアカリ 303
4183 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 山シタ 303
4184 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 コエノサキ 303
4185 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ト井クチ 303
4186 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ハイノモト 303
4187 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ウリウノ川 303
4188 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 永タ 303
4189 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 川原田 303
4190 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 スタノヲ 303 ヌタノヲ 422
4191 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 タカアセ 303
4192 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 シタ神田 303
4193 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 コヤノモト 303 コヤノヤシキ
4194 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 山ノ谷 303
4195 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワタセノモト 303
4196 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 シモ永タ 303 永タ
4197 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 トトロノモト 303
4198 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 コエノシタ 303 越ノシタ
4199 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ワタリアカリ 303
4200 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 コエノタハ 303
4201 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 カリシカ谷 303
4202 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 モトノ谷 303 元ノ谷
4203 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 家ノムカイ 303
4204 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリマタヤハシラ川ノ谷ノセイモトヨリ付 303 ヤハシラ
4205 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 梶原谷 303
4206 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ヒノクチ 303 423
4207 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 ツエノモト 303
4208 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 石ノサコ 303 石カサコ
4209 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 椿サコクチ 303
4210 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 道クチ 303
4211 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 高アセ 303
4212 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 忠三良ハタ 303
4213 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 コウカ木ノモト 303
4214 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 シイノ木ノモト 303
4215 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウリウ野之村 金内ヤシキ 303
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4216 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリヤハシラ之村 303
4217 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 中ヤシキノマヘ 303 中ヤシキ
4218 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 山口道 303
4219 高岡郡下の２ 天正17/02/12 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町七反 424
4220 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 303
4221 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 中ヤシキ 303 中ヤシキ
4222 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ヒノキノモト 303
4223 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ニイヤヤシキ 303
4224 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 クホ畠 303
4225 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 桃木サイノヲ 303
4226 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 クリノ木モト 303
4227 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ツシマフン 303 ツシマ
4228 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 永久庵ヤシキ 303
4229 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 アシ川口 303 アシ川
4230 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 カミヤシキタ 303
4231 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ヲウヤヤシキ 303
4232 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 治部タ 303
4233 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 クイノ野 303
4234 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 川辺 303 425
4235 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 神ノ山下 303
4236 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ナル川 303
4237 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 与一ヤシキ 303
4238 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 タン 303
4239 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 ヲカフン 303 岡分
4240 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 スケ沢 303
4241 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 中井ノ前 303
4242 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 中井ヤシキ 303
4243 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 中マヤシキ 303
4244 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 クホヤシキ 303 426
4245 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 シイノ木ノ本 303
4246 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 カヤシキ 303 カヤシキ
4247 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 荒畠 303
4248 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 下ヤシキタ 303 シタヤシキ
4249 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 下川辺 303
4250 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 クホタ 303 クホタ
4251 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 サイノヲ 303
4252 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤハシラ之村 雲龍寺寺中 303
4253 高岡郡下の２ 天正17/02/13 高岡郡仁井田郷地検帳 合八町五段
4254 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 303
4255 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 山下 303
4256 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 宮ノナロ 303 ナロ
4257 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ フマテン 303
4258 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 辻堂ノクホ 303
4259 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 宮ノワキ 303 宮ノワキ 427
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4260 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ソ子ノタハ 303
4261 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ホンテン 303
4262 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ フカセノモト 303
4263 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ホリキリ 303
4264 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 池ノモト 303
4265 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 四升マキタ 303
4266 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ヒワクヒ 303
4267 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 楠ノ木ノモト 303
4268 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 池タ 303
4269 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 刑部地 303
4270 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ シハノ 303
4271 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 柿ノ木ノモト 303
4272 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 大ノウシロ 303
4273 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ムロヤヤシキ 303 ムロヤシキ
4274 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 榎瀬川 303
4275 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ タハ家ノマヘ 303 428
4276 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 神田大道 303
4277 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ツル井ノモト 303
4278 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ タハヤシキ 303
4279 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 柳ノモト 303 ヤナギ
4280 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 神田 303
4281 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ハシカ谷 303 ハシガ谷
4282 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ エノ木ノモト 303
4283 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 井ノクチ 303 イノ口
4284 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ウシロマタ 303
4285 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 川辺 303
4286 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 与次良タ 303
4287 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 池ノモト 303
4288 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ 夏ヤケ 303 夏ヤケ
4289 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内チヨカイチ ハイサキ 303 429
4290 高岡郡下の２ 天正17/02/14 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町拾四代
4291 高岡郡下の２ 旧暦天正16年12月25日 高岡郡仁井田郷地検帳 合百七十四町弐反
4292 高岡郡下の２ 旧暦天正17年02月15日 仁井田之郷地検帳　五 430
4293 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 304
4294 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 フカセ 304 深瀬
4295 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 上山ノ子 304
4296 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 コウタノ瀬 304
4297 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ウツシリ 304
4298 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 小次良ヤシキ 304 小次郎屋式
4299 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ハイサキ 304 431
4300 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 若井川ノ谷 304
4301 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 川辺 304
4302 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 中道 304
4303 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 カミクホ 304
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4304 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ヲトナシ 304 ヲトナシ
4305 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ツル井ノ本 304
4306 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 シモ谷 304 シモ谷
4307 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 方尺庵寺中 304
4308 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 メウチ 304
4309 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ナカマ 304 中間
4310 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ツシトウノタハ 304
4311 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 クホタ 304 クボノヲク 432
4312 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ソリタ 304
4313 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 舟戸ノ上 304
4314 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 カミ 304 上屋式
4315 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ナカ谷 304 中谷
4316 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ホウシ谷 304
4317 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 平七良田 304
4318 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 カヤノ木 304
4319 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 カミ谷 304 上谷
4320 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ウツシリ 304
4321 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 ヤナセ 304 梁瀬
4322 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 天川之村 大ハタホキ 304 大和田
4323 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ小松川谷 304 433
4324 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 クリノキ谷 304 クリノ木
4325 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 リヤホウシタ 304
4326 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 ヨシタ 304
4327 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 山ノシタ 304
4328 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 コヤ 304 コヤ
4329 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 井デノモト 304
4330 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 松ノクホ 304
4331 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 ウハス野 304
4332 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 ココミ 304 小籠山
4333 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 小松川谷 ホホメ谷 304
4334 高岡郡下の２ 天正17/02/15 仁井田之郷地検帳　五 合六町四反
4335 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 番中之内秋丸之村 305
4336 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 コエノ下 305
4337 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲノハナ 305 大ノ花 434
4338 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 丸タ 305
4339 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 春日テン 305 春日田
4340 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 野中 305 野中
4341 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 カウカノクホ 305 高ノ段
4342 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 畠タ 305
4343 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 トノタ 305 登り田
4344 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 松ノクホ 305 松ガクボ
4345 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 キウリヤウ谷 305
4346 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 スタノヲ谷 305
4347 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 コエチ川 305 越ヂノ川 435
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4348 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ホリタ 305
4349 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 スケノサコ 305
4350 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 タカアセ谷 305
4351 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ミソタ 305
4352 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヒノクチ 305
4353 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 コモリノヒサ 305
4354 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 クロイシ 305
4355 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヒノ下 305
4356 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 シイノ木ノ本 305
4357 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 永タノウシロ 305
4358 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 イモシカ谷 305
4359 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ハキノ野 305
4360 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 永タ 305 436
4361 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 大タ 305 大田
4362 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 石神ノモト 305 石神
4363 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ハシツメ 305
4364 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 コハキマル 305
4365 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヒノモト 305 日ノ本
4366 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 シヤウインヤシキ 305
4367 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ミソタ 305
4368 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 タハ畠 305
4369 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 フルヤノマエ 305
4370 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヒノクチホキ 305
4371 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ムタ子山 305 437
4372 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 大ヲノハナウ子 305 大ノ花
4373 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 サケアシ 305
4374 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲリヲノハナ 305
4375 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 坂本谷 305
4376 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 南ミソ 305
4377 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 野中 305 野中
4378 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲクヤシキ 305
4379 高岡郡下の２ 天正17/02/16 仁井田之郷地検帳　五 合五町八反 438
4380 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 305
4381 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 クホタ 305 窪田
4382 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 宮ノ後 305
4383 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 カイマイ大道ソイ 305
4384 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ハシツメ 305
4385 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 カイマイ大道ノ面 305
4386 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 宮ノ後大道ソイ 305
4387 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 宮ノマヘ 305
4388 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 鳥居ノモト 305 439
4389 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 イタヤヤシキ 305
4390 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 トトロカ瀬 305
4391 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲキタ 305



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【101/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

4392 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 彦七タ 305
4393 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 タキワキ畠 305
4394 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲキハタケ 305
4395 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 鎮守ノモト 305
4396 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 カチヤヤシキ 305
4397 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ヲキタ 305
4398 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 中ヤシキハタケ 305
4399 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 大屋 305 440
4400 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 カミヤシキ 305
4401 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 東ヤシキ 305
4402 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 ノウシ山 305
4403 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 秋丸之村 シタ石ハシ 305
4404 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ又伊豆ノ谷ヨリ付 305
4405 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 イツノヲク 305 伊豆ノ谷
4406 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 西ヤシキ 305
4407 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 神主ヤシキ 305 神主ヤシキ
4408 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 松隣庵寺中 305
4409 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 名本ヤシキ 305
4410 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 せウチ畠 305 441
4411 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 ウシロ畠 305
4412 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 ウワ石ハシ 305 上石橋
4413 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 林光畠 305
4414 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 イハイテン 305
4415 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 上クミチ 305
4416 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 マユミノカワ 305 マユミノ川
4417 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 シヤクシキ 305
4418 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 小マタ 305
4419 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリマタ谷ヲクチヘ出テ付 305
4420 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 マユミノカワ 305 マユミノ川
4421 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 トウインタ 305 442
4422 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 キタノコウタ 305
4423 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 ナラ谷 305
4424 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 石神谷ノセイモト 305 石神谷
4425 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ又大道ノウラ河ノ上南ノハシヨリ付 305
4426 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 瀬ノアカリ 305 瀬ノ上
4427 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 春日テン 305
4428 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 大マタ 305
4429 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 ソウハキ原 305 萩原
4430 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 フタマタ瀬 305
4431 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 桜ノモト 305 443
4432 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 トヒノコ谷 305
4433 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 大河ヲ南地ヘ渡 305
4434 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 小松セ 305 小松ノ川
4435 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 シモハタ 305
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4436 高岡郡下の２ 天正17/02/18 仁井田之郷地検帳　五 合八町壱反
4437 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 野地之村 306
4438 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 野地之村 トトロカシラ 306 轟頭
4439 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 野地之村 西谷 306
4440 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ野地分 306
4441 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 野地之村 コウタ 306
4442 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 竹ノ本 306
4443 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 ヨシタ 306 吉田
4444 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 松ノマエ 306
4445 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 畠タ 306 444
4446 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 アラ瀬 306
4447 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 せントウタ 306
4448 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 中クイ 306
4449 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 クイノマエ 306
4450 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 トウクンタ 306
4451 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 リンコウタ 306
4452 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 山ノマタ 306
4453 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 永タ 306 長田
4454 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 林紅タ 306
4455 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 松ノクホ 306
4456 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 南山ノ子 306
4457 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 柳ノ谷 306 柳ノ谷 445
4458 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 ヲソノ渕 306
4459 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 ヒラ野 306 平野続山
4460 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 スケノ谷 306
4461 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 松野ノ谷 306
4462 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 竹ノハナ 306
4463 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 ホリ 306
4464 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 名本ヤシキ 306
4465 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 ヲエヤシキ 306 446
4466 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 中マ畠 306
4467 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 天一畠 306 天一畑
4468 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 天一神ノ南 306
4469 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 九良畠 306
4470 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 中ヤシキ畠 306
4471 高岡郡下の２ 天正17/02/19 仁井田之郷地検帳　五 合五町三反
4472 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 306 447
4473 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 カチヤシキ 306
4474 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 井ノクチ畠 306
4475 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 常宝庵寺中 306 常法谷
4476 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 庵ノマヘ 306
4477 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 イナイノ窪 306
4478 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 トウノモト 306
4479 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 イツ 306
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4480 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 アンノ谷 306
4481 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 イツリハ谷 306
4482 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 衛門九良タ 306
4483 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 忠左衛門タ 306
4484 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 サンシヤウノキ谷 306 山桝木 448
4485 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 コイノ谷 306 鯉ノ谷
4486 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 楠木マタ 306
4487 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 古タクホ 306
4488 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 七貫タ 306
4489 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 キシノ下 306
4490 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 弥藤次畠 306 449
4491 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 竹ノハナ 306
4492 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 イカリクチ 306
4493 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 梅ノクホ 306 梅ノ窪
4494 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 サイノウ 306
4495 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 柳ノクホ 306
4496 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 古宮 306
4497 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 ユノ上井 306
4498 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 ウツキヤフ 306
4499 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 岩本タ 306 450
4500 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 タイトウシリ 306
4501 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 桑ノクホ 306
4502 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 トウコウタ 306
4503 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 タハノハナ 306
4504 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 ケシフン 306
4505 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 大クホ 306 大クボ
4506 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 鳥クヒ 306
4507 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 コウタソリ 306
4508 高岡郡下の２ 天正17/02/20 仁井田之郷地検帳　五 合五町弐反
4509 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 ヨシタマサキ谷 306
4510 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 ウツケヤフ 306 451
4511 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 柳ノ谷 306 柳ノ谷
4512 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 タカテホキ 306
4513 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 ソラタカテ 306
4514 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 平六タ 306
4515 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 大キノヲ山 306
4516 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 クスノ川 306
4517 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 永タ 306 長田
4518 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 下キレ 306
4519 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 コウタ 306
4520 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 カケ地 306 影地 452
4521 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 コモノ本 306
4522 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 坂本 306 坂本
4523 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 山本 306
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4524 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 下コウタ 306
4525 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 島ノ宮 306
4526 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 大河ヨリ南地ヲ付 306
4527 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 サキノクシ 306 サキノクシ（家地 453
4528 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 平入道カ谷 306 平入道（家地川）
4529 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 ノ中 306
4530 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 山ノ子ハイノモト 306
4531 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 ヌタツホ 306
4532 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 307
4533 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 小久保河谷 307
4534 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 横道口 307 横道口
4535 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ツ井ノ谷 307
4536 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ヲンチタ 307 ヲンヂ田
4537 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 タハノシタ 307
4538 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 カケ地 307
4539 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 中谷口 307 中谷口
4540 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ホリタ 307 454
4541 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 コモテン 307
4542 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ヲウシ谷 307 ヲヲシカ谷
4543 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 コモノモト 307
4544 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ノ中 307
4545 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 タハノシタ 307
4546 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 仏サキ 307 佛先
4547 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 コエカケ 307 コエカケ
4548 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 ホキモト 307
4549 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 鳥居ノナロ 307
4550 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 スケノ谷 307
4551 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 シモヤシキ 307
4552 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 楠ノ木ノモト 307
4553 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 同村之内家地川之村 渡上 307
4554 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 307
4555 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 モミノキノモト 307
4556 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ナカレタ 307
4557 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 キシノシタ 307
4558 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 永ノ 307 455
4559 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 アリノ木ノナロ 307 アリノキナロ
4560 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ツル井ノスソ 307 ツルイガスソ
4561 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲカ 307
4562 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲカシンカイ 307
4563 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 鳥ヲチ 307
4564 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 中沢 307
4565 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 中井ノ前 307
4566 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 カキニマワス 307
4567 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ニイヤ 307
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4568 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 瑞泉庵寺中 307 スイセンアンノマ
4569 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 茶庵ノモト 307
4570 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 井ノモト 307
4571 高岡郡下の２ 天正17/02/21 仁井田之郷地検帳　五 合七町四反 456
4572 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 同村 307
4573 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 キシ 307
4574 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 キシノマヘ 307
4575 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 鳥居ノスソ 307
4576 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヒウラ 307
4577 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ムクノ木サイノヲ 307
4578 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲンチ 307
4579 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 キヒノ谷 307
4580 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ウワ沢 307
4581 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 コウノモト 307
4582 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 中ノ谷 307
4583 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 クナカヤスミハ 307
4584 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 アカリ 307
4585 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ツ井クチ 307
4586 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ツル井ノスソ 307 457
4587 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 タハ 307
4588 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 谷 307
4589 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 クス子クチ 307
4590 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ソリ谷 307
4591 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲモヤ 307
4592 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ホリタ 307
4593 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 苗代ノクホ 307
4594 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 クス子クチ 307
4595 高岡郡下の２ 天正17/02/23 仁井田之郷地検帳　五 合弐町三反
4596 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 同村 307
4597 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 サイノヲ 307 サイノヲ三ケ処
4598 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 南溝道 307
4599 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 タハ田 307 458
4600 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 カハヨケ谷 307
4601 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヌタツホ 307
4602 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 カウタ 307
4603 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 渡アカリ 307
4604 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヒノクチ 307 ヒノ谷口
4605 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 トトロ 307
4606 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 子トトロクチ 307 コトトロ
4607 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲンチ 307
4608 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲク谷 307
4609 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 クイノモト 307 クイノモト
4610 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲリヲノハナ 307
4611 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 コンコウカ谷 307 コンコヲ
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4612 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 モチタ 307
4613 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 カツ子サコ 307 カツ子サコ 459
4614 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 アハノ谷 307
4615 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 サウエンタ 307
4616 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 松ノクホ 307 マツノクボ
4617 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中村之村 ヲウトウ道 307 大戸
4618 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ山ヲ越ハタチ川谷付 307
4619 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 コヤノ谷 307
4620 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 柚木ノ本 307
4621 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 川クホ 307
4622 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 九良兵衛尉タ 307
4623 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 ホリキリ 307 堀切
4624 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 ヲンチ 307
4625 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中クシ谷 307
4626 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 フチノ谷 307 藤ケ谷
4627 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 クリノ木カイチ 307
4628 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 宮ノ谷 307 宮ケ谷 460
4629 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 シヤウ谷 307
4630 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 サテノスソ 307 サテカスソ
4631 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 スキヲカ谷 307 スキヲヲ谷
4632 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 ハシカ谷 307 ハシカ谷
4633 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 ヒサハラ谷 307
4634 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 カチハラ谷 307
4635 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中クシ谷 307 中串
4636 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 井懸谷 307
4637 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 キトクチ 307
4638 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 ツ井クチ 307
4639 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 中サイノヲ 307
4640 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 上サイノヲ 307 上サイノ 461
4641 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 クホヤシキ 307
4642 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 桑ノ木サイノヲ 307
4643 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 イタヤサイノヲ 307
4644 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 イタヤ 307
4645 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 谷クチ 307
4646 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 馬禰谷 307
4647 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 柿ノ木ノナロ 307
4648 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 アカキハラ 307 赤木原
4649 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 名本ヤシキ 307
4650 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 大マチ 307 大町
4651 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 クレトコ 307
4652 高岡郡下の２ 天正17/02/24 仁井田之郷地検帳　五 合七町六反 462
4653 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 ヲウノマヘ 307
4654 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 中マヤシキ 307
4655 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 栗ノ木サイノヲ 307 栗ノ木サコ
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4656 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 ケシタ 307
4657 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 ケシハタケ 307
4658 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 コエ 307
4659 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 柚ノ木ノサコ 307 柚ノ木サコ
4660 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 シンカイ 307
4661 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 チカラ石 307
4662 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 川モクチ 307 カハモト谷
4663 高岡郡下の２ 天正17/02/25 仁井田之郷地検帳　五 合弐町弐反 463
4664 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 203
4665 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 カサノ川 203 笠ノ川
4666 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 ツチハシノ木 203
4667 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 フシヤテン 203
4668 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 鳥ヲチ 203 鳥落
4669 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 永ヤフクチ 203
4670 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 坊主タ 203
4671 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 コヤカ谷 203 小屋ゲ谷
4672 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 カミノタハクホコヤノ谷 203
4673 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 サウエカイチ 203 上ソエゲ市
4674 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 ヲカノ山 203 464
4675 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 石神ノ本 203 石神ノ本
4676 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 権現ハラ 203
4677 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 アソヒハ 203
4678 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 竹ノハナ 203
4679 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 大カト 203 大廉
4680 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 スタノ木 203 465
4681 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 中クホ 203
4682 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 清水ノ本 203
4683 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 カコウタ 203
4684 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 杢大夫畠 203
4685 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 タチメ 203 立目
4686 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 渡アカリ 203
4687 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 ソ子ヌケ畠 203 466
4688 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 トリイノタハ 203
4689 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 番中之内若井村 永タ 203
4690 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 爰ヨリ大川ヲ渡大向之村 220
4691 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 タチメハイノモト 220 立目
4692 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 宮ノソ子 220 宮ノ下
4693 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 舟戸 220 船戸
4694 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 中井畠 220
4695 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 東ヤシキ 220
4696 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 シモ畠 220 467
4697 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 ウハノチ原 220
4698 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 スケノ谷 220 スゲカ谷口
4699 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大向之村 大コミ 220
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4700 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 大川ヨリ南地ヘ渡付 203
4701 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 榎渕ノ上 203
4702 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 シモタ子 203
4703 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 中ウラ谷 203 中原谷
4704 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 クホタ 203
4705 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 ヒルタ 203
4706 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 舟戸 203 船戸
4707 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 ヲフヤノアト 203
4708 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 ミヤウクンタ 203
4709 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 花ノ木ノクホ 203 468
4710 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 森 203
4711 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 谷 203
4712 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 溝ウエ 203
4713 高岡郡下の２ 天正17/02/27 仁井田之郷地検帳　五 合八町壱反
4714 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 203
4715 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 柿ノ木ノモト 203
4716 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 スケタ 203 スゲカ谷口
4717 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 マトハ 203
4718 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （大向） シモクホ 220 下ク保（大向）
4719 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 鍋ノモト 203
4720 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ウシロタ 203
4721 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 クロノモト 203 469
4722 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 宮ノクホ 203
4723 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 桟敷テン 203
4724 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 サカハテン 203
4725 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （若井） 竹ノモト 203 竹ノ本
4726 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 三月テン 203
4727 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 堂ノモリ 203
4728 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （若井） 宮ノ谷 203 宮ヶ谷
4729 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 シモタ 203
4730 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ヲリアイタ 203
4731 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （若井） スケ沢 203 スゲ沢
4732 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 源沢庵寺中 203
4733 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 シヤウ谷 203
4734 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 コウカノクホ 203 470
4735 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 シンフクタ 203
4736 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 アタラシタ 203 アタラシタ
4737 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 カキノクホ 203
4738 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （若井） コウノソ子 203 ゴヲノソ子
4739 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 田中溝 203
4740 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ナカレタ 203
4741 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ケヤクノクチ 203
4742 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ウシワタセ 203
4743 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （若井）？ ヌタウチハ 203
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4744 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ツクロタ 203
4745 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 スタノ川 203 汢ノ川
4746 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ソマノ谷 203 471
4747 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 アラヒラ 203
4748 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 同村之内高野村下ノハシヨリ付 204
4749 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 ヒノ木ノモト 204
4750 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 カキヤマ 204
4751 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （高野） キレ井 203 切レ井
4752 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 （大向） シモノタハ 220 下駄場（大向）
4753 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 渡アカリ 203
4754 高岡郡下の２ 天正17/02/28 仁井田之郷地検帳　五 合六町七反
4755 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 同高野村 204
4756 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 シモ沢 204
4757 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 力石ノ本 204
4758 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ユノ上 204
4759 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ミソシタ 204
4760 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 松ノ本 204 472
4761 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヤカシロ 204
4762 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 エノ木サイノウ 204
4763 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ミソウエ 204
4764 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 柿ノ木ノ本 204
4765 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カミ谷 204
4766 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 井ノヲモテ 204
4767 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 竹ノ本 204
4768 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 アラヒラ 204 荒平
4769 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ハシツメ 204 473
4770 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 マメカ渕 204
4771 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヲウエ 204
4772 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 山シタ 204
4773 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カチヤ 204
4774 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 石神ノ本 204
4775 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 井ノヲモテ 204
4776 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 野ツコハイ 204
4777 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 林光庵ノマエ 204
4778 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カケヒラ 204 影平
4779 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 シモカケヒラ 204
4780 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 柚木ノ本 204 油ノ木本 474
4781 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ソリタ 204 ソリタ
4782 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 クホタ 204
4783 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 住吉テン 204
4784 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ツル井ノスソ 204
4785 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 坂モト 204 坂本
4786 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヲトコセタ 204
4787 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヲコノクミ地 204
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4788 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 川ヨケ谷 204
4789 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カチハラ 204
4790 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ツエノスソ谷 204
4791 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 虎杖谷 204 475
4792 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 高野村 サカタ 204
4793 高岡郡下の２ 天正17/03/01 仁井田之郷地検帳　五 合六町六反
4794 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 同高野村 204
4795 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 スナカキ 204
4796 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 大タ 204 大田
4797 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 谷タ 204
4798 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 タカアセ 204
4799 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 松ノ木谷 204 松ノ本
4800 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 コヤノマエ 204
4801 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 柿ノ木谷 204 柿ノ木谷
4802 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 柚木ノ本 204 油ノ木本
4803 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 柿ノ木サコ谷 204 476
4804 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 神ノマエ 204 神ノ前
4805 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 坂ノヲリ付 204 西坂ヲリツキ
4806 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 井ノ谷口 204
4807 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 スカサキ 204
4808 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 スナカキ谷 204
4809 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 石神ノマエ 204
4810 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カミ谷 204
4811 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 中コエ 204
4812 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 シモ谷 204
4813 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヨコクイセ 204
4814 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ムカイタハ谷 204 477
4815 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 川ヨケ 204
4816 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 高野村 石神谷 204 石神ノ前
4817 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 同村之内桧曽原谷ノセイモトヨリ付 204
4818 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 ヲク谷 204
4819 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 嶺タ 204
4820 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 ワルサタ 204
4821 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 西谷セイモト 204 西谷
4822 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 桃ノ木ノ本 204
4823 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 神田 204 478
4824 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 山クヒ 204
4825 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 鳥居ノ前 204
4826 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 栗ノ木カイチ 204 栗ノ木賀伊チ
4827 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 フキノ野 204
4828 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 竹ノ本 204
4829 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 コチウラ 204
4830 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 中野 204 中野
4831 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 中沢 204
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4832 高岡郡下の２ 天正17/03/02 仁井田之郷地検帳　五 合五町六反 479
4833 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 同高野村 204
4834 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 井口 204
4835 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 桜ノタハ 204
4836 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヤマメカイチ 204
4837 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カキ山 204
4838 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 弓場ノマエ 204
4839 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 永タ 204
4840 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カハヨケ 204
4841 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ミソシタ 204
4842 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヒノクチ 204 樋ノ口
4843 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 堂阿弥陀 204
4844 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 マエ沢 204 480
4845 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 クホヤシキ 204
4846 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 中岡 204
4847 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 岡ヤシキ 204 岡屋敷
4848 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 弓場 204
4849 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 クミチ川 204
4850 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 井ノヲモテ 204
4851 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 アハカ渕 204
4852 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 スケノ谷 204
4853 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 滝ノ地 204
4854 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ツチハシ 204
4855 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 畠タ 204
4856 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 石神タ 204 481
4857 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 宮ノ川 204 宮ノ川
4858 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヲサコ 204
4859 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヨケノモト 204
4860 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 古宮ノ川 204
4861 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヌタツホ 204
4862 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 フタイノタハ 204
4863 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ツ井口 204
4864 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ヒシヤコノス 204
4865 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 道ソエ 204 482
4866 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ミヤウコンタ 204
4867 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 シロツカイチ 204
4868 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 コウタ 204
4869 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 ミノコシ 204
4870 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 イチコセタ 204
4871 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 タハサキ 204
4872 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 中タハ 204
4873 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 渡アカリ 204
4874 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 中ノマエ 204
4875 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 萩ノ木ミソ 204



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【112/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

4876 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 チカラ石 204
4877 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 石ノ本 204
4878 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 越中タ 204 483
4879 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 高野村 カキ山谷 204
4880 高岡郡下の２ 天正17/03/03 仁井田之郷地検帳　五 合四町九反
4881 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 同村之内大宿 204
4882 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 大宿 ナカレタ 204
4883 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野之内大宿之村 204
4884 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 ハイノ本 204
4885 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 ウシロタ 204
4886 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 永山 204
4887 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 ツエノスソ 204
4888 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 エホシハイ 204 484
4889 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 山ノ子 204
4890 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 神田溝 204
4891 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 カキノ内 204
4892 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 彦次良タ 204
4893 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 シモタフチ 204
4894 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 仏供田 204 フク田
4895 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 蛇ノ谷 204
4896 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 石神ノマエ 204
4897 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 石ウチ 204
4898 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 カミタフチ 204
4899 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 立石 204
4900 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 タチハナ谷 204 橘谷
4901 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 柳カ本 204
4902 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 松原 204
4903 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 フキコシ 204 （フキコシ） 485
4904 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 ミヤウヨウタ 204
4905 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 馬ハイ 204
4906 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 高野村之内大宿村 石神谷ウ子 204
4907 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 合三町弐反
4908 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川之村 205
4909 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 アラ谷 205 荒谷新山
4910 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ウルシハラ 205
4911 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 仏師ヤシキ 205
4912 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ホキノ下谷 205
4913 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 地蔵堂ヤシキ 205
4914 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲカモト 205
4915 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 寺中タ 205
4916 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 畠タ 205
4917 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ミチノ地 205 486
4918 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ハタケタ 205
4919 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲトコセタ 205



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【113/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

4920 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ウルシハラ 205
4921 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 シヤカタ 205
4922 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 アカハケ 205
4923 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 柳ノ谷 205 柳ヶ谷山
4924 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 山ヲ東江コシテ付 205
4925 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ツエノ谷 205
4926 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 スケノ谷 205
4927 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヒハノ木ノクホ 205
4928 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 クイセ木ノ谷 205
4929 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 カケノ地 205 陰ノ地
4930 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 山ノ谷 205
4931 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲトナシ 205
4932 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ユノキサコ 205 487
4933 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 イ子ホシハ 205
4934 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲカヤシキ 205
4935 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲカノマエ 205
4936 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ヲウエヤシキ 205
4937 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 中沢 205
4938 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 中スカ 205
4939 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 サコ畠 205
4940 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 エルホウシ 205 エルボヲシ
4941 高岡郡下の２ 天正17/03/04 仁井田之郷地検帳　五 合参町三反
4942 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 205
4943 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 女子フン 205
4944 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ホウテンノ谷 205
4945 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 中沢道 205 488
4946 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ウワエホシ 205
4947 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 平四良 205
4948 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 子コタ 205 子ノダ
4949 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 シモコウタ 205 下タ神田
4950 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 中コウタ 205
4951 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 カミコウタ 205
4952 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 宮ノ後 205
4953 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 治部次良タ 205
4954 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 フルヤ 205
4955 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ホウテンノマ 205
4956 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 嶺ノ上堺 205
4957 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 木コリテン 205 木樵田
4958 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ホソヲサ 205
4959 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 トウノコエ 205 489
4960 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 錦ノ川 205 錦ノ川
4961 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 善介地 205
4962 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 大苗代 205
4963 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ツハメイシリ 205
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4964 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 中沢 205
4965 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 シホリノモト 205
4966 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 クロノモト 205
4967 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 コウタ 205 神田
4968 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 タハ 205 490
4969 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 下谷タ 205
4970 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 柳ノ沢 205
4971 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 清水ノコエ 205
4972 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 セキノモト 205
4973 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 河原タ 205 川原田
4974 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ホキノ下 205
4975 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 若井川村 ミソツチ子 205
4976 高岡郡下の２ 天正17/03/06 仁井田之郷地検帳　五 合四町三反
4977 高岡郡下の２ 旧暦天正17年02月15日 仁井田之郷地検帳　五 惣都合九拾参町九段勺
4978 高岡郡下の２ 旧暦天正17年03月13日 高岡郡仁井田郷地検帳 491
4979 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 同村 205
4980 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 石神ノマヘ 205
4981 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 ワタリアカリ 205
4982 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 中スカ 205 仲スカ
4983 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 カミ大タ 205 大田
4984 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 ウワ大タ 205
4985 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 中大タ 205
4986 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 下大タ 205
4987 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 柿ノ木ノモト 205
4988 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 キクノモト 205
4989 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 桑木ノクホ 205
4990 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 井ノモト 205
4991 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 山ノ下 205 492
4992 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 栗ノキノ中ウ子 205
4993 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 カケヤマ 205 カギ山
4994 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 ソリタ 205
4995 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 中沢 205
4996 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 クホノソヘ 205
4997 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 カキノ木ノソ子 205
4998 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 宮ノ川タ 205
4999 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 若井川村 川クホ 205
5000 高岡郡下の２ 天正17/03/07 高岡郡仁井田郷地検帳 合弐町三反
5001 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 同村爰ヨリ又アナ谷ノ坂モトヨリ付 205
5002 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 アナ谷 205
5003 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 イナイノ谷 205 イナ井カ谷山
5004 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 リシユフンテン 205
5005 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 子キタ 205 493
5006 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 イチセンタ 205
5007 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 堂免 205 堂免
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5008 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 長福寺寺中 205
5009 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ハシノクホ 205
5010 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 藤兵衛タ 205
5011 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 井ノモト 205
5012 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ハハキテン大新神田 205
5013 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 小新神田 205
5014 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 丸タ 205
5015 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 クホノ川 205
5016 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ナキノ川 205 ナキノ川
5017 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヨウシ谷 205 庄次谷 494
5018 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 永サコ 205
5019 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ウシノ沢谷 205
5020 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 梅ノ木ノソ子 205
5021 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲクヤシキ 205
5022 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 東ツシ 205
5023 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 岡本畠 205
5024 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 小川口 205
5025 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒロハタケ 205
5026 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 中ヤシキ 205
5027 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 西ヤシキ 205
5028 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ニイヤ 205
5029 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 馬力ヤシキ 205
5030 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲキ畠 205
5031 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲキノソ子 205 495
5032 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 子コレ 205
5033 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 カトワキ 205
5034 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ツル井ノモト 205
5035 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 中ウ子ヤシキ 205
5036 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 サテノスソ 205
5037 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 チウクカイチ 205
5038 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 タカノコエ 205 （高野）
5039 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 中沢 205
5040 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ホキ道 205
5041 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 下沢 205 下沢
5042 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 井ノ上 205 496
5043 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 鳥コエ 205 鳥越
5044 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町弐反
5045 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内奈路石神谷 205
5046 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 石神谷 205 石神谷
5047 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 スケタ 205
5048 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 サイノヲ 205
5049 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒウラ谷 205
5050 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 梅ノ木ノモト 205
5051 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ムカイ 205
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5052 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 奈路 205 奈路
5053 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 カチハラ 205
5054 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ナカレタ 205 流田
5055 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ココヘ 205 小越 497
5056 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 亀カ瀬 205
5057 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 牛ノ沢 205
5058 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 老僧タ 205
5059 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤマノマエ 205 山之前
5060 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 合弐町九反
5061 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 206
5062 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 フカ沢 206 深澤
5063 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 イツノヲク 206 イヅガ谷
5064 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 島ノ本 206
5065 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 礼音庵寺中 206 498
5066 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 竹ノ下 206
5067 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 レウヤシキ 206
5068 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ヲキヤシキ 206
5069 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 中マヤシキ 206
5070 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ニイヤ 206
5071 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 クホタ 206 499
5072 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 シマノモト 206
5073 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 戌亥 206
5074 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 大畠谷 206 大畑
5075 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 戌亥道 206
5076 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 アリノキ谷 206
5077 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 アリノキタ 206 500
5078 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 東谷 206
5079 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 エノ木ノ下 206
5080 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ムカイヤシキ 206 向ヤシキ
5081 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ヤマノ下 206 山ノ下 501
5082 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 トウケ 206 峠
5083 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 キヒシリ 206 キビジリ
5084 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 道ソエ 206
5085 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ヒノ谷 206
5086 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 ムロシタ 206 ムロジ谷
5087 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 コヤノモト 206
5088 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 河原田 206 川原田
5089 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 アカハケ 206
5090 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 トリヲチ 206 鳥落山 502
5091 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 カツトリヤフ 206 勝取藪
5092 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 西谷 206
5093 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 フタマタ 206
5094 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 嶺ノ上之村 カロウトノコエ大道 206 カラト越山
5095 高岡郡下の２ 天正17/03/08 高岡郡仁井田郷地検帳 合七町九反
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5096 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 平串蔵谷之出口 209
5097 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 （東大奈路） タチ野 209 立野
5098 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 鳥クヒ 209 503
5099 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 フマテン 209
5100 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 野田 209
5101 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウシロシンカイ 209
5102 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 （東大奈路） 源大夫谷 209 源太夫谷 504
5103 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヨツタ 209
5104 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 大タ 209
5105 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 サヌキタ 209
5106 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤナセタ 209
5107 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヨサウタ 209
5108 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 アンメン大道 209
5109 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒラクシ 209 （平串）
5110 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 河ヲ戊去亥渡付 209
5111 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 平串アンメン権現原 209
5112 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ヨフサカ北ウラ谷川ヲ渡付 210 505
5113 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 梅ノ木サコ 210
5114 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 カケノ平ホキ 210
5115 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 子子サキウ子 210
5116 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 クホタ 210
5117 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 シヤウシカ谷 210
5118 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町壱反
5119 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 宮ノムカイノ内 211
5120 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 谷クチ 211
5121 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 宮ノムカイ 211
5122 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 新屋タ 211 506
5123 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 スサキタ 211
5124 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 コウ谷 211
5125 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 ウツシリ 211
5126 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ仕出原之村大川ヲ渡付 215
5127 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 宮ノ窪 215 宮ノ窪
5128 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 クツレキシ 215
5129 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 宮ノクホ 215
5130 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 鳥谷ノ本 215 507
5131 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 鳥谷ノクホ 215 鳥居窪
5132 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 榎木ヤシキ 215
5133 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 カチヤ 215
5134 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 中マヤシキ 215
5135 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ヲキヤシキ 215 沖屋敷
5136 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ハライ川 215 （払川）
5137 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ホツキヤウタ 215 ホツ京ダ
5138 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 カミキレ 215 カミギレ 508
5139 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 嘉兵衛尉タ 215
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5140 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 クホタ 215
5141 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ミノコシ 215
5142 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 三升マキタ 215
5143 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 柿ノ木ノ本 215
5144 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 カハラケサコ 215
5145 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 シモキレ 215
5146 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 カケヲヒテン 215
5147 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 マトハヤシキ 215 マトバ
5148 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 舟付 215
5149 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 四升マキタ 215
5150 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 上ツホクリ 215
5151 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ヤシキタ 215
5152 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ヤカシロ 215
5153 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ツ井ノ本 215
5154 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 谷ノヤシキ 215 谷屋敷
5155 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 谷 215
5156 高岡郡下の２ 天正17/03/12 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町九反 509
5157 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 同村 215
5158 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 カミクホ 215
5159 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 清源山 215 清源ダ
5160 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 宮ノ谷 215
5161 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 建聖庵寺中 215
5162 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ニイヤタ 215 仁井屋田
5163 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ウチカキ内 215 内垣ノ内
5164 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 大カト 215 大門口
5165 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 タキワキノマエ 215
5166 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 神願タ 215 510
5167 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ツツミノモト 215
5168 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 越中タ 215
5169 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 コサイノヲ 215
5170 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 コウノ内タ 215
5171 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 桜ノモト 215 桜ノ本
5172 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ソリタ 215 曽理田
5173 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 介衛門タ 215
5174 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ソリタ道 215
5175 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 大門口 215 大門口
5176 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ツイチノモト 215
5177 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 二王ノ前 215
5178 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 山ノシタ 215
5179 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 大宮 215 511
5180 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 イマ太神 215
5181 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 中ノ宮 215
5182 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 イマ宮 215
5183 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 森ノ宮 215
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5184 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 経蔵ノモト 215 経蔵ノ本
5185 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 宮ノヲク 215
5186 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 弥藤次谷 215 弥藤次谷
5187 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 シヤウロウタ 215 女郎田
5188 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内柳之川之谷 215
5189 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 シモムカイ谷 215 下向
5190 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ウルシハラ 215 ウルシハラ
5191 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 大タ 215 大田
5192 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 高樋ノナロ 215 高樋ノ奈路 512
5193 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 クタシハ 215 下シ場
5194 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ハサコ 215 ハザコ（宮内）
5195 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 ウツケカキ 215
5196 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 トリコエ 215 鳥越ノ本
5197 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 コエカトノモト 215
5198 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 仕出原之村 庵ノヤシキ 215
5199 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 合四町四反
5200 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 同村柳ノ川テクチ 215
5201 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 アンヤシキ 215
5202 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 白王ノマエ 215 513
5203 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ホウスタ 215
5204 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 サウキヤウタ 215 蔵京
5205 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 渡アカリ 215 渡リ上リ
5206 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 松葉 215 松葉（宮内）
5207 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 二升マキタ 215
5208 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヤシキノマエ 215

5209 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 今宮土居ヤシキ 215
今宮土居屋敷（宮

内）
5210 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 東ヤシキ 215
5211 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ソリタ 215 曽理田
5212 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 榎ノ木ノクホ 215 榎ヶ窪
5213 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 修正テン 215
5214 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 神原テン 215
5215 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 カミクホ 215 514
5216 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 岩本タ 215
5217 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ウ子サキ 215
5218 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 若松タ 215
5219 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 同村之内払川之村 214
5220 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 カケノヒラ 214 影ノ平
5221 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 沢ミソ 214
5222 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 五良四良作 214
5223 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 中石原ミソ 214 中石原
5224 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 コエカト 214
5225 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 札幣テン 214
5226 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 トウホンタ 214
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5227 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 大良九良作 214
5228 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 アシ川口 214 芦川口（仕出原）
5229 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 クシ地ホキ 214 515
5230 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 トトロクチ 214
5231 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 大奈路新開 214
5232 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヒラソ 214 平曽
5233 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 五良頭タ 214
5234 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 シントウ谷 214
5235 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 樋ノ口 214
5236 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 新兵衛タ 214
5237 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 畠タ 214
5238 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 岡ノ庵タ 214
5239 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 ヲキヤシキ 214 沖屋式 516
5240 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町八反
5241 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 214
5242 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ヲモキレ 214
5243 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 神願ヤシキ 214
5244 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 中マヤシキ 214
5245 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ヲキヤシキ 214
5246 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ヲキタ白王神主田 214 白皇神主田 517
5247 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 中井 214
5248 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 名本田 214
5249 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 名本ヤシキ 214
5250 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 中ヤシキ 214 中屋敷（仕出原）
5251 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 シモヤシキ 214
5252 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 新ヒラキ 214
5253 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 鳥居ノナロ 214 鳥居ノ奈路
5254 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 エイチタ 214
5255 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 シラヲウクチ 214
5256 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ玄命谷ノセイモトヨリ付
5257 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ケンメイ谷 214
5258 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 シトキテン 214 四時田ン
5259 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ヒノクチ 214
5260 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 ミソタ 214 518
5261 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 カケノヒラ 214 影ノ平
5262 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村之内払川之村 修正テン 214 数生田ン
5263 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 爰ヨリ又宮内之本村 214
5264 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 渡アカリ 214 渡リ上リ
5265 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヨウシメ原 214 519
5266 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 七日日テン 214 七日田ン
5267 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハシツメ 214 橋詰（仕出原）
5268 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 馬場カシラ 214
5269 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 フシヤテン 214フシヤテン（仕出原）
5270 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 南ハハソイ 214
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5271 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 馬場ノ東ワキ 214
5272 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 コサイノヲ 214
5273 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハハ 214 520
5274 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヨテン 214
5275 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 道ノモト 214
5276 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 トウトウ 214
5277 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 茶アンノモト 214
5278 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 神願タ 214
5279 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 マツノモト 214
5280 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 クロハナ 214
5281 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 マツノクホ 214
5282 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 クロハサ 214
5283 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 札幣テン 214
5284 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 渡アカリ 214 渡リ上リ
5285 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 中イシ原 214 中石原
5286 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 フマテン 214 521
5287 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 イハイテン 214 祝イ田ン
5288 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ツ井ハセ 214
5289 高岡郡下の２ 天正17/03/15 高岡郡仁井田郷地検帳 合八町四反
5290 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 214
5291 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ツコモテン 214
5292 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 七日日テン 214 七日田ン
5293 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ワカイフン 214
5294 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シハサシキ 214 志和桟敷
5295 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヒカンテン 214
5296 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ツコモテン 214
5297 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 霜月テン 214 522
5298 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ササノサイノウ 214
5299 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 杢兵衛サイノウ 214
5300 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 子子サキサイノウ 214
5301 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 今宮サイノウ 214 今宮才能
5302 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 龍王サイノウ 214
5303 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カキソエ 214
5304 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 正月テン 214 正月田
5305 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 クモテン 214
5306 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヒシリサイノウ 214
5307 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大ミナクチ 214 大水口（仕出原）
5308 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホウシヤシキ 214
5309 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カリヤ 214 仮屋
5310 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 牛クワサキ 214
5311 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 アツキヲカ 214 523
5312 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左衛門次良タ 214
5313 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 小大夫タ 214
5314 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 コマタ 214
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5315 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シヤウコウタ 214
5316 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ミタケ 214
5317 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 野タ 214
5318 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ソカテン 214
5319 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 五月テン聖宮 214 五月田
5320 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヨテン 214
5321 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハリキノクホ 214
5322 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ツチハシ 214 524
5323 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲモキレ 214
5324 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 岡サキ 214
5325 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 今大神テン 214 今大神
5326 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲモ井テクチ 214
5327 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 島タ柿ノ木タ 214
5328 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 古ヤシキ 214
5329 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 惣衛門タ 214
5330 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 又三良タ 214 又三郎田
5331 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 道善タ 214
5332 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サカタ 214
5333 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 アイ 214
5334 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホソヲサ 214
5335 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大宮神主土居ヤシキ 214 大宮神主屋式
5336 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カジロウ 214
5337 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 岡門前 214 525
5338 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 岡庵寺中 214
5339 高岡郡下の２ 天正17/03/17 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村
5340 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 214
5341 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 地千アン 214
5342 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シヤウキンタ 214
5343 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウシロタ 214 後ロ田
5344 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 西ツタ 214
5345 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 次良衛門タ 214
5346 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 マトハ 214
5347 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 キヤウテン 214
5348 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 七日ヒテン 214 526
5349 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 跡母タ 214
5350 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヌイハリテン 214
5351 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 三反タ 214
5352 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 栗ノ木谷 214
5353 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 一貫タ次良衛門タ 214 一貫田
5354 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 西原タ 214
5355 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大田コシキカテン 214
5356 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウシロタ 214 後ロ田
5357 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 チヤウハンタ 214
5358 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 マチハフン 214
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5359 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 道法ヤシキ 214
5360 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ミソタ 214
5361 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ミヤウシヤウタ 214
5362 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 五良タ 214 527
5363 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左兵衛分 214
5364 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 古苗代 214
5365 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シキフタ 214
5366 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 九良兵衛タ 214
5367 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ナカレ川 214
5368 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハシノモト 214
5369 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホソヲサ 214
5370 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 田中ノマエ 214
5371 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カラスタ 214
5372 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヒラソ 214
5373 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シンホチツクリ 214
5374 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大宮タ 214 大宮田 528
5375 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シンボチ作 214
5376 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウワキレ 214
5377 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 道法タ 214
5378 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ノホリヲクチ 214 登り尾山
5379 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 千シヤウフツノマエ 214
5380 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ナミ木 214
5381 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 セツトクテン 214 説得田ン
5382 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 トウミヤウテン 214 燈明田ン
5383 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲハシヤウタ 214
5384 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サコタ 214
5385 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヤシキ 214
5386 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 竹ノソト 214
5387 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 八合マキ 214
5388 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウスツル井 214 ウスツル井 529
5389 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲイヤタ 214
5390 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウツ井川 214
5391 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 的場タ 214
5392 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホソヲサ 214
5393 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 丸タ 214
5394 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 平兵衛タ 214
5395 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 コエイチ 214
5396 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 七日ヒテン 214
5397 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シヤウチクチ 214
5398 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 藤六タ 214
5399 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 孫六タ 214
5400 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 テンシヤウアン寺中 214 善浄寺
5401 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 スカウタヤシキ 214
5402 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 東ヤシキタ 214
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5403 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウナカシテン 214
5404 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 札幣テン 214 530
5405 高岡郡下の２ 天正17/03/18 高岡郡仁井田郷地検帳 合六町三反
5406 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 同村カミノハシツフテウチヨリ付 214
5407 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホウノ木ノモト新開 214 枋ノ木谷山
5408 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 メクラタ 214
5409 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 地コクカ瀬 214 地獄ヶ瀬
5410 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハイノセマチ 214
5411 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウツシリ 214 渦尻
5412 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サカミタ 214
5413 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 木ノ下新開 214
5414 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 西原サシキ 214 西原桟敷
5415 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハラ 214
5416 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホリノモト新開 214 531
5417 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 タノムテンヲモキレ 214
5418 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 在京タ 214
5419 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲンコクテン 214
5420 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 南キトクチ 214
5421 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 新開ヤシキ 214
5422 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 坊主タ 214
5423 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 道ノモト 214
5424 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カミ丸タ 214 上ミ丸田
5425 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ミコタ 214
5426 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホソヲサ 214
5427 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 弓場ノ本 214 弓場ノ元
5428 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 中ヤシキ 214
5429 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 右近兵衛タ 214
5430 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シヤウチクチ 214
5431 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大工ヤシキ 214 532
5432 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 藤衛門畠 214
5433 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 新三良ヤシキ 214
5434 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左衛門次良ヤシキ 214
5435 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 大セマチ 214
5436 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヒカンテン 214 彼岸田
5437 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 丸タ 214
5438 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲトタ 214
5439 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 中新開 214
5440 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 クホ 214
5441 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左近兵衛サイノウ 214
5442 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ツホクリ 214
5443 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 永タ 214 533
5444 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カタシノ木 214
5445 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 付合 214 付キ合イ
5446 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 二中ヤシキ 214 二中屋敷
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5447 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 新屋ヤシキ 214
5448 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 的場畠 214
5449 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サカイテヤシキ 214 坂出屋敷
5450 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 アセチヤシキ 214
5451 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 森宮神主ヤシキ 214
5452 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 タ子畠 214 534
5453 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 西畠 214
5454 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 細工ヤ畠 214
5455 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左近大夫畠 214
5456 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左兵衛畠 214
5457 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ヲキヤシキ 214
5458 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 石神ノ本 214 石神ノ元
5459 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シウミ畠 214
5460 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カウ辺ヤシキ 214
5461 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 馬四良畠 214
5462 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 法泉畠 214
5463 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 桜ノタン 214
5464 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 左近次良ヤシキ 214 左近次郎屋敷 535
5465 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 シモヤシキ 214
5466 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウラヤシキ 214
5467 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 西ヤシキ 214
5468 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サカ畠 214
5469 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ミソタ 214
5470 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ウシロヤシキ 214
5471 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 カキソエ 214
5472 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ホリタ 214
5473 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 田フチ畠 214
5474 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 中野ヤシキ 214
5475 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 馬アライテン 214
5476 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハシノ本 214
5477 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 中野キトクチ 214
5478 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 サトウ畠 214 536
5479 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内之本村 ハシノ本 214
5480 高岡郡下の２ 天正17/03/19 高岡郡仁井田郷地検帳 合八町壱反
5481 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 同宮内村 214
5482 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 カモン作 214
5483 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 兵衛三良ヤシキ 214
5484 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ハシノモト 214
5485 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 コモテン 214
5486 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 タフチヤシキ 214
5487 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 彦左衛門ヤシキ 214
5488 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 道善畠 214
5489 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 九良兵衛ヤシキ 214
5490 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 左衛門次良畠 214
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5491 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 介衛門畠 214
5492 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 池ノフチヤシキ 214
5493 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 土橋ヤシキ 214 537
5494 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ツル井ノモト 214
5495 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 源三良キトクチ 214
5496 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ヲトヤシキ 214
5497 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 カキノ木ノ下 214
5498 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 大夫ヤシキ 214
5499 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ミスミ畠 214
5500 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 次良衛門畠 214
5501 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 又三良ヤシキ 214
5502 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 小太夫畠 214 小太夫畑
5503 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ユハノモト 214
5504 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 氏神ノ下 214 荒神ノ元
5505 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 キトクチ 214
5506 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ヒシリ畠 214
5507 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 中宮ヤシキ 214 538
5508 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 源次郎ヤシキ 214
5509 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 アセチヤシキ 214
5510 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 氏神ノシタ 214
5511 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 次良衛門ヤシキ 214
5512 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 エノ木ノ下 214
5513 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 新屋ヤシキ 214
5514 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 子子サキ畠 214
5515 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 減左衛門ヤシキ 214
5516 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 平兵衛畠 214
5517 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 アソヒハ 214
5518 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 中井ヤシキ 214
5519 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 川フチ 214
5520 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 川辺畠 214
5521 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ムクロウシヤシキ 214
5522 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 介五良ヤシキ 214 539
5523 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 レウノヤシキ 214
5524 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 四良左衛門ヤシキ 214
5525 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 大安寺寺中 214 元大安寺
5526 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 五段畠 214
5527 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 介三良ヤシキ 214
5528 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 権三良畠 214
5529 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 次良衛門畠 214
5530 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 岩本畠 214
5531 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ツチハシサンハク 214
5532 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 マトハ畠 214
5533 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 五良四良ヤシキ 214
5534 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 フロノタン 214



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【127/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

5535 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 辻堂畠 214
5536 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ハリキノクホ 214
5537 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 ハリキ 214
5538 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 中瀬シミツクチ 214 540
5539 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 宮内村 コウノソ子 214
5540 高岡郡下の２ 天正17/03/20 高岡郡仁井田郷地検帳 合五町三反
5541 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 219
5542 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ツツラ谷 219 ツヅラ谷口
5543 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 道金ヤシキ 219
5544 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 四升マキタ 219
5545 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ヲス谷 219 ヲス谷口
5546 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ツ井ノ下 219
5547 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 イ上ノムカイ 219
5548 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 西ヤシキ 219
5549 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ヲキヤシキ 219 541
5550 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ヲカヤシキ 219
5551 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 竹ノハナヤシキ 219
5552 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ツシトウ 219
5553 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ナカマフン 219
5554 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ヲモ田 219
5555 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 ムカイヤシキ 219
5556 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 不動ノクホ 219 フトウノマエ
5557 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 サカハタ 219
5558 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 川ソエ 219
5559 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 下袖カタ 219 542
5560 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 シモクホ 219
5561 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 奥神川之村 シモコミ 219
5562 高岡郡下の２ 天正17/03/13 高岡郡仁井田郷地検帳 合弐町四反
5563 高岡郡下の２ 旧暦天正17年03月13日 高岡郡仁井田郷地検帳 合百七十五町五反
5564 高岡郡下の２ 旧暦天正16年03月19日 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 543
5565 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 415
5566 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 堂野 415 堂野々
5567 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 ホキノクチ 415 ホキ谷山
5568 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 フタイノ本 415 ブタイノ元
5569 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 竹ノ後 415 竹ノ後ロ山
5570 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 ヲキ 415 544
5571 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 クホタ 415
5572 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 いやしき 415
5573 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 ヲカヤシキ 415
5574 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 ヲカノ前 415
5575 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 クロハサ 415 クロハザ
5576 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 クホ 415
5577 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 竹ノハナ 415 竹ノハナ
5578 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 十蔵庵寺中 415 十蔵アン
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5579 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 壱斗俵村 宮ノクホ 415
5580 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ中津川ノ村 412 545
5581 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 大セマチ 412
5582 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ハシツメ 412
5583 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 野タ 412 ノダ
5584 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ヲク中ツ川 412 奥中津川下モ切
5585 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ハシツメ北地 412
5586 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 道ソヘ 412 546
5587 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 サイノヲ 412 サイノウ
5588 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ヘイサコサイノヲ 412
5589 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 桑木サイノヲ 412 桑ノ木サイノウ
5590 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ツエクチ 412
5591 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 野々木谷 412 ノウノキ谷
5592 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ヒノクチ 412 ヒノ口
5593 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 シンカイ 412
5594 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 チヤウステン 412
5595 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 五升マキタ 412
5596 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 クホタ 412
5597 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 上ノキレ 412
5598 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 榎サイノヲ 412 榎サイノウ 547
5599 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 サワタ 412
5600 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 川フチ 412
5601 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 舟戸 412
5602 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 舟ツケ 412
5603 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 ミトウノクホ 412
5604 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 中津川ノ村 イチウ原宮ニ後 412
5605 高岡郡下の２ 天正16/02/19 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 合九町四反
5606 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ作野番 410
5607 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 マサイ谷 410 マザイ谷
5608 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 松木ソ子 410
5609 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ヒノシタ 410 548
5610 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ホコノクシ 410 ホコノコシ
5611 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 フマテン 410 フマデン
5612 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 大谷 410 大谷
5613 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 刑部タ 410
5614 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 クマ若タ 410 熊赤田
5615 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 カキ谷 410 柿谷
5616 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ヒラタ 410 上平田
5617 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 永タ 410 長田
5618 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 横タ 410 549
5619 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 宮ノ前 410 宮ノ前
5620 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 カラヒノクホ 410
5621 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 作野タハ 410 作ノダバ
5622 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 野中 410 野中屋敷 550
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5623 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 神主屋敷 410 神主屋敷
5624 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ホシヤ谷 410
5625 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 慶蔵庵寺中内外共ニ志和分ト南部分堺ハホシヤ谷 410
5626 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 慶蔵庵寺中 410 慶蔵安
5627 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ウルシノクホ 410 ウルシノ窪
5628 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 松ノ本 410
5629 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ナカレタ 410 ナガレヤ
5630 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ハシツメ 410
5631 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 セウシタ 410
5632 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 コホウウシロ 410
5633 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 島ヲチ 410
5634 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 シシアナ 410 シシアナ 551
5635 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 ヒシヤク谷 410 ビシヤゴ谷
5636 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 作野番 柳ノタチメ 410 柳立目
5637 高岡郡下の２ 天正16/02/22 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 合六町弐反
5638 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 本帳 410
5639 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ココエ 410
5640 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 宮谷 410
5641 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 鹿ノアナ 410
5642 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 大穴 410 552
5643 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 大ナロ 410 大ナロ
5644 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 叶松 410
5645 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ米川村作野番内 411
5646 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ミツテカリ 411
5647 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 松ノ木窪 411
5648 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 島ヲチ 411
5649 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 サンシホウ 411 山神坊
5650 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 カチタ 411 カゲタ
5651 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 シラワウ 411 白皇 553
5652 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヒキチ 411 引地
5653 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 シモ窪 411
5654 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 桑ノ谷 411 桑ノ谷
5655 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 谷引チ 411
5656 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 堂ノ越 411 堂ノ越
5657 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 クホタ 411 窪屋式
5658 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ツクロタ 411
5659 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 的場 411
5660 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 中やしき 411 中屋式 554
5661 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 中ヤマ 411 中山
5662 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヤキノ下 411
5663 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ホウツキ野 411 畝月埜
5664 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 永タ 411 555
5665 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 青木サイノウ 411
5666 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ウツシリ 411
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5667 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 中井 411 仲井
5668 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 仏ノ窪 411 佛ノ窪 556
5669 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲカサキ 411
5670 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ツハハラ 411 ツバ原
5671 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 川原カケテ 411
5672 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ツハラクチ 411 557
5673 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 カヤノ木 411 カヤノ木
5674 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 樋ノクチ 411
5675 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 上藤谷クチ 411
5676 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 巧タ 411
5677 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 中谷 411 仲谷
5678 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲカ崎 411
5679 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 下やしき 411
5680 高岡郡下の２ 天正16/02/23 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 合拾町九段 558
5681 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 411
5682 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ホキクチ 411
5683 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 大クホ 411
5684 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 コクホ 411
5685 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ウワソリ大サイノウ 411 大上ゾリ
5686 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 梅ノ木サイノウ 411
5687 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ウワソリクホ 411
5688 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ウシフン 411
5689 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 神田 411
5690 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 宮ノ前 411 宮ノ前
5691 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 井ノクチ 411 井ノ口 559
5692 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 井料 411
5693 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 石原タ 411 石原田
5694 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 黒ハサ 411
5695 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲキタイ 411 沖代
5696 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 コクホ 411
5697 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 桑木サイノウ 411
5698 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 マカリタ 411
5699 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 小川添 411 560
5700 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 カキ山サイノウ 411
5701 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 寺タ 411
5702 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 入ル谷 411 入ル谷
5703 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 トイやしき 411
5704 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 弓場 411
5705 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 寺中 411
5706 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 北ゐやしき 411 北屋式
5707 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲキやしき 411 561
5708 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 与右衛門やしき 411
5709 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 新やしき 411
5710 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲクノ谷クチ 411 奥ノ谷
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5711 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ホキ本 411 ホキ元屋敷
5712 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 南やしき 411
5713 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 西やしき 411
5714 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ハナヤ 411 花屋
5715 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 サイノウヤシキ 411 黒平才能 562
5716 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 九郎五郎ヤシキ 411
5717 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲカヤシキ 411 岡屋敷
5718 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ハセテロ 411
5719 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ヲキ野々 411 沖野々
5720 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 コウノサイノウ 411
5721 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 クロタ 411 563
5722 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 フタイノ本 411
5723 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 イワツチカクホ 411
5724 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 メイチウ 411 明重
5725 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 トウセンヤシキ 411 道泉
5726 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 弥右衛門タ 411 564
5727 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 道泉ヤシキ 411 道泉
5728 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 シモヤシキ 411 下屋式
5729 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 米川村作野番 ハナヤ 411 花屋
5730 高岡郡下の２ 天正16/02/24 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 合拾四町六反
5731 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ栗木村作野番ノ内 412
5732 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 サセフノ瀬 412
5733 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 宮ノハツレ 412 宮ノ前
5734 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 ウツシリ 412 565
5735 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 中ヤシキ 412 中屋敷
5736 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 川フチ 412 566
5737 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 中やしき 412
5738 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 ススノホキ 412 鈴ノ保木
5739 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 上クリノ木 412 上栗ノ木
5740 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 新開 412 新改
5741 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 タハやしき新開 412 567
5742 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 北新開 412
5743 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 栗木村 タハ 412 上駄場
5744 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ桑ノ役ノ村作野ノ内 412
5745 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 ナヘイシ 412
5746 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 クイノクホ 412
5747 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 サカタ 412 坂場
5748 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 中サワ 412
5749 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 トトロカイチ 412 轟ケ市
5750 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 梅カクホ 412 桜ノ窪
5751 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 サイノヲ 412 568
5752 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 シモサイノヲ 412
5753 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 上サイノヲ 412
5754 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 シリタカ 412
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5755 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 ハシノ木 412
5756 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 宮谷ノクチ 412
5757 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 フタテン 412
5758 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 松葉 412
5759 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 杉ノ木サイノヲ 412 杉ノ木才能
5760 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 キシノ上 412 岸ノ上
5761 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 東川添 412
5762 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 ホンテン 412 569
5763 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 桑ノ役ノ村 クホ 412 久保切
5764 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリ森カイチ 412
5765 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 森カイチ 森カイチ 412 森ケ内
5766 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 森カイチ 東谷 412
5767 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 是ヨリヒシヤコノス 412
5768 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス ヒシヤコノス 412
5769 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス 西谷 412 西谷
5770 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス ヤセイノ 412 八瀬井ノ 570
5771 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス カキ谷 412
5772 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス ヤシイ野 412
5773 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス 寺中 412
5774 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス ムクノ内 412
5775 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 ヒシヤコノス ムク木ノ内 412 ムクノキ
5776 高岡郡下の２ 天正16/02/25 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 合八町八反 571
5777 高岡郡下の２ 旧暦天正16年03月19日 仁井田壱斗俵村地検帳　土佐国高岡郡津野分 惣都合五拾町壱反
5778 高岡郡下の２ 旧暦天正16年03月19日 仁井田津野領入組地検帳事
5779 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事
5780 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ユハノ本
5781 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ヲカサキ
5782 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 是ヨリ中津川村 412
5783 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ユノ木サイノヲ 412
5784 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 是ヨリ市原西分 417
5785 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 イタノエサ川渕 417 イダノ下
5786 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 川マイ 417 572
5787 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 カミホキ 417 573
5788 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 松ノ木サイノヲ 417
5789 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 カミホキ 417
5790 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 壱丁タウ子越 417
5791 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） 弥五良タ 417 弥五郎田
5792 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ツルイノクホ 417 ツルイノクボ
5793 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ナツヤケ 417 夏ヤケ
5794 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ニホンホウ 417 二本棒口
5795 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） 永タ 417 長ガ田
5796 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 次良別当 417 ジロベタウ
5797 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ウロ 417
5798 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ナカレタ 417
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5799 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ハサコ 417
5800 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 セウカク田 417
5801 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 コハタ 417
5802 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） 二良別当 417 ジロベタウ 574
5803 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 アサノ谷 417
5804 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 セキノ本 417
5805 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 井ニウラ 417
5806 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ウツシリ 417
5807 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） クリ木谷 417 栗木谷
5808 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ミソタ 417
5809 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 セウカフチ 417
5810 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） カチタ 417 梶田
5811 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 高畔 417 上・下高畦
5812 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ソリタ 417
5813 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 二セマチタ 417 575
5814 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 宮ノ後 417
5815 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 サカハサイノヲ 417
5816 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 刑部サイノヲ 417
5817 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 大サイノヲ 417 才能
5818 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 フシヤテン 417
5819 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 土佐二良 417
5820 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ヲカやしき 417 岡ノ屋敷
5821 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ワタリ上 417
5822 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 米ノ瀬 417
5823 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ハサマ 417
5824 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 フシヤテン 417 576
5825 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 宮ノクホ 417
5826 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 サイノヲ 417
5827 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ニイヤヤシキ 417
5828 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸） 中マヤシキ 417 577
5829 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 彦右衛門やしき 417
5830 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋）？ かちややしき 417
5831 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 丸タ 417
5832 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ヨコタ 417 横田
5833 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） 弥五良ヤシキ 417
5834 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 東カセ 417
5835 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 池タ 417 578
5836 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ヒルタ 414
5837 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 西ウラ 414
5838 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸）（市生原） 中谷 414 中谷口下モ
5839 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸） 龍泉寺寺中 414
5840 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 寺ノ前 414
5841 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） 山本やしき 417 山本屋敷
5842 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） ホキ谷 417 ホキノ谷 579



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【134/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

5843 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （市生原） アラセ 417 荒瀬
5844 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 島イノカワ 410 580
5845 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸） 大谷 410
5846 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） カキ谷 410 柿谷
5847 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 下ホキ 410 上ボキ
5848 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 宮ノ前 410 宮ノ前
5849 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 神主やしき 410 神主屋敷
5850 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 大蔵やしき 410 大蔵屋敷
5851 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 慶蔵庵北ノ依寺中 410
5852 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 志和分堺（東ホシヤカ谷）南部堺（西ハ寺中客殿） 410 581
5853 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ホシヤカ谷 410
5854 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） フンシヤウ 410 ブンジャウ
5855 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 ホコサシ田 410 ホコノコシ
5856 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） ウルシノクホ 410
5857 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 三郎九郎谷 410
5858 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） イツカ谷 410
5859 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 松ノ本 410
5860 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 柳ノタチ 410
5861 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） ホウカイチ 410
5862 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （作屋） 和田 410 582
5863 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 津野分作野之番と志和西両方大堺事（東ハ不動ハ 　414
5864 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸） 不動ハエ 414 フトヲ
5865 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （上秋丸） ヲソコエノタヲ 414 ヲソコエ谷口
5866 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 （米奥） ヌタノヲ 414
5867 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 サラカ峯 414
5868 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 仏堂 414
5869 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 合拾九町九反
5870 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地分 503
5871 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 シモタ 503
5872 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 シミサイノウ 503
5873 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 大サイノウ 503
5874 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 川マキ 503 カハマキ谷
5875 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 下ヤシキ 503
5876 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ウツケソエ 503 583
5877 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 フカタ 503
5878 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ヒラノヤシキ 503 平野屋敷
5879 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 下野之山 503
5880 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 上新開 503
5881 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ハシ詰 503
5882 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 大ムカイ 503 大向
5883 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 川ブチ 503
5884 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 上分 503
5885 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ツハ原 503
5886 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 窪田 503
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5887 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 上やしき 503 584
5888 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 永タ 503
5889 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ゴホウタ 503
5890 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 シマタ 503
5891 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 キツ子ヤシキ 503
5892 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 川原サキ 503
5893 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 中地 503
5894 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 ムカイタ 503 向田
5895 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 イノ谷 503 イノ谷
5896 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 古川 503
5897 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 東畑 503
5898 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 クイノ本 503
5899 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 奥久礼地 浜地 503
5900 高岡郡下の２ 仁井田津野領入組地検帳事 合三町九段
5901 高岡郡下の２ 旧暦天正16年03月19日 仁井田津野領入組地検帳事 惣都合七拾四町 585
5902 高岡郡下の２ 旧暦天正16年02月03日 津野大野見村地検帳　弐帳之内 587
5903 高岡郡下の２ 津野大野見村地検帳　弐帳之内 　 999
5904 高岡郡下の２ 津野大野見村地検帳　弐帳之内 （萩中） ホトヲチ 999
5905 高岡郡下の２ 旧暦天正16年02月03日 津野大野見村地検帳　弐帳之内 惣都合百廿七町弐段 ＊＊＊
5906 高岡郡下の２ 旧暦天正16年02月16日 土佐国高岡郡津野大野見村地検帳　弐帳之内 641
5907 高岡郡下の２ 土佐国高岡郡津野大野見村地検帳　弐帳之内 　 999
5908 高岡郡下の２ 土佐国高岡郡津野大野見村地検帳　弐帳之内 999
5909 高岡郡下の２ 旧暦天正16年02月16日 土佐国高岡郡津野大野見村地検帳　弐帳之内 惣都合
5910 高岡郡下の１ 旧暦天正16年02月13日 土州高岡郡久礼分地検帳之事 602
6227 高岡郡下の１ 天正16/02/26 土州高岡郡久礼分地検帳之事　天正拾六年弐月十三日始之 合六町三反
6228 高岡郡下の１ 旧暦天正16年02月13日 土州高岡郡久礼分地検帳之事　天正拾六年弐月十三日始之 ↑
6229 高岡郡下の１ 旧暦天正16年03月11日 高岡郡久礼分 660
6292 高岡郡下の１ 旧暦天正16年03月11日 高岡郡久礼分
6293 高岡郡下の２ 天正16/02/16 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名）

6294 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 是ヨリ野老野 652
6295 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 大形名 永野 414
6296 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 源八名 宮ノ前 414 宮ノ前（不明） 653
6297 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 名本名 宮ノ西 414
6298 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 名本名 ヒロセ道ノ下 414 弘瀬ノ上
6299 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 名本名 永トロ 414 長トロ
6300 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 大形名 入道渕 414 入道渕ノ上
6301 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 小地名 ナロ 414 654
6302 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 大形名 マトハノヲリ 414
6303 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 小地名 ヒロセ 414
6304 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 大形名 梅木サイノウ 414
6305 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 大形名 山ノ下 414 山ノ下
6306 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 長泉庵領 長泉庵寺中 414 655
6307 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 源八名 中マ 414 中間屋敷
6308 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 左近地名 宮ノクホ 414
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6309 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 源八名 ワシノ谷 414
6310 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 秋丸名 ヤシキノ前 414
6311 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 秋丸名 名本ヤシキ 414 名元屋敷
6312 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 左近地名 左近地ノヲク 414 656
6313 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 秋丸名 シタクホ 414
6314 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 秋丸名 ウワクホ 414 上ハ窪
6315 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 秋丸名 秋丸川ヲク 414
6316 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 合而拾壱町六段
6317 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 小地半名 スケノ 414 菅野々山
6318 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 スケヲカイチ 413 スゲヲガイチ
6319 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 ナヘイシ 413 ナベイシ
6320 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 シモトクチ 413 657
6321 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 シモトノクチ 413
6322 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 東川 413 東川
6323 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 ヒロセ 413
6324 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 シンカイ 413 シンガイ
6325 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 ナカヤシキ 413
6326 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 ウシロカワ 413 後川
6327 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 ヤカシロ 413 ヤカシロ
6328 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 ノホリキ 413
6329 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 谷タ 413 谷田 658
6330 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 西ヤシキ 413 西屋敷
6331 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 新開 413 新改
6332 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 御堂ノクホ 413
6333 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 ソリ 413
6334 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 下クホ 413
6335 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 上クホ 413 上ミクボ
6336 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 ヒノ本 413 樋本山
6337 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 カカミ渕 413
6338 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 下キリクホ 413
6339 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 松ノ木ノナロ 413 松木ヶ奈路
6340 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 上フシタ 413 659
6341 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 杉ノ本 413
6342 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 谷クチ 413 谷口
6343 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 宮本 413 宮木
6344 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 上分名 森ノ後 413 森ノ後
6345 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 下分名 コウサイセイ本 413 神西駄場
6346 高岡郡下の２ 天正16/02/28 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 合而四町九反
6347 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 高岡郡津野大野見村地検帳（秋丸名・左近地名・小地名・大形名・源八名・小地半名・上分名・下分名） 1
6348 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川村 809
6349 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川村 シトキノ川 809 ヒトギノ川口 1
6350 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川村 ホカウト 809
6351 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川村 大タ 809 大タ
6352 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 807 2
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6353 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 シモヤシキ 807 下モ屋敷
6354 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 中満やしき 807
6355 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 下田溝かけて 807
6356 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 三角ヤシキ 807
6357 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 大ツルイ 807 3
6358 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 源五良ヤシキ 807
6359 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 梅木サイノ 807
6360 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 天神免 807
6361 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ヨケチ 807
6362 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 西新屋分 807
6363 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ■リ井ノ前 807 4
6364 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 天神免 807
6365 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 宮ノ脇やしき 807
6366 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 宮ノ奥 807
6367 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 竹ノ後 807
6368 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 中沢やしき 807
6369 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 木戸口 807
6370 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ウシロやしき 807
6371 幡多郡上の１ 慶長02/01/28 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合五町六反
6372 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 807 5
6373 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ヨコ道 807 横道
6374 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 スケタ 807
6375 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 カバノ木 807 カバノキ
6376 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 カサ松 807
6377 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 丸山 807
6378 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 シヲウツ 807 6
6379 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 松のもと 807
6380 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 トウクシヤ 807 トビシャ
6381 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 新屋田 807
6382 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 五斗マキタ 807
6383 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 エノ木ノクホ 807
6384 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 トノタ本地 807
6385 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 東田 807
6386 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ヒシヤコノス 807
6387 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 久山 807 西久山
6388 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ヒヤノクヒタ 807 7
6389 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 ヒリヤマタ 807
6390 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上宮村 カニマチハ 807 カニマチバ
6391 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 807
6392 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 白王谷 807 白皇谷
6393 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 長タ 807 ナガタ
6394 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 木屋ノ下 807
6395 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 新やタニ谷かけて 807
6396 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 ミノコシ 807 ミノコシ
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6397 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 ナロタ 807 8
6398 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 入谷ノチ 807 イル谷口
6399 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 池田 807
6400 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 ハリ木村 イツツイ谷 807
6401 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 808
6402 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 舟戸ノ上 808 船戸山
6403 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 長タ 808 長田
6404 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 弐斗まき田 808 二斗蒔 9
6405 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 本八代地 808
6406 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 本廿代地 808
6407 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 モンノ下 808
6408 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 太田 808 ヲヲタ 10
6409 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 カウモ 808
6410 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 東谷ツメテ仁井田家地川 808
6411 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 大川ツメテ 808
6412 幡多郡上の１ 慶長02/01/29 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合八町七段
6413 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 808 11
6414 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 川モ大川ヨリ北地 808 川茂
6415 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 折尾ノ谷 808 ヲリヲ
6416 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ヒロミ 808 弘見口
6417 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 中畠新開 808
6418 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 西新開 808
6419 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 島カシラ 808 島頭
6420 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 サキノクシ 808
6421 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ソウタ 808 ソヲダ
6422 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 アンノ谷 808 アレノ谷
6423 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 松タヤシキ 808 松田屋敷 12
6424 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 田谷 808 田ノ谷
6425 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 新屋ヤシキ 808 仁ヤノ前
6426 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ツルイノクホ 808 ツルイノ谷
6427 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 中ヤシキ 808
6428 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ハウキヤシキ 808
6429 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 四十六代地 808
6430 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ヲウトウキ 808 ヲ道キ山
6431 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 大クホ 808 13
6432 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 カウタ 808
6433 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 広瀬村 ミヤノワキ 808
6434 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合四町六反
6435 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 809 14
6436 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ツホセ 809 ツボセ山
6437 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 北谷 809
6438 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 マルタ 809 丸田川縁り
6439 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 西谷ノシタ 809
6440 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 寺中 809
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6441 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 西村 809 15
6442 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 古城詰 809 古城三ノ丸
6443 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 古城二ノ段 809 西ノダン
6444 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 北本内外 809
6445 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 屋敷田 809
6446 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 山もとやしき 809
6447 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ソイトノやしき 809
6448 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 竹のはな 809 竹ノハナ 16
6449 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 スカサキ 809
6450 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 将監タ 809
6451 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 柳ノ窪 809
6452 幡多郡上の１ 慶長02/02/01 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合四町三反
6453 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 809 17
6454 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 大川ヒラ新開 809 シンガイ
6455 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 下谷 809 シモ谷
6456 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 北上本十代地 809 九代田 18
6457 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 桜ノ木ノ本 809
6458 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 トウノス 809 19
6459 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 西ノ奥 809
6460 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 810
6461 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 サコタニクチ 810 サコ谷
6462 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 堀アケ 810 堀田サコ
6463 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 彦太良地 810
6464 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 永サコ 810 長サコ
6465 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 フツ子ン 810
6466 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 河原タ 810
6467 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 南川端 810
6468 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 奥川端 810 20
6469 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 大向ヤシキ 810 大向
6470 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 奥セイモト 810
6471 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 一のまた村 与衛門ヤシキ 810
6472 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 810
6473 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） サカリ 810 サガリ
6474 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） サカハ 810 21
6475 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 岸ノ下 810
6476 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 西ノ谷 810
6477 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 池田 810 池田
6478 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 河原タ 810
6479 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） コシタ 810
6480 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 岩ノモト 810 岩ノ本
6481 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） ミセマチタ 810
6482 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） カハノ木 810 カバノキ 22
6483 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 子ヤノ谷口 810 コヤノ谷
6484 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） ヲチンタ 810
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6485 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） 山根 810
6486 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（一のまた村） カトタ 810 カドタ
6487 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合八町八段 23
6488 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 809
6489 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 小井ノ野 809 コイ野々
6490 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 竹ノはな 809 竹ノハナ
6491 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ミヤのせ 809 宮ノ瀬 24
6492 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 東ノクホ 809
6493 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 キシノ下 809
6494 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 コイノノタ 809 コノ野々
6495 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ユノダハ 809 ユノコヱ
6496 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 シヲウツ 809
6497 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ユイチノ川 809
6498 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 小井ノ野 809 コイ野々
6499 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 ホリ明 809 25
6500 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 カタギ山 809 カタギ山
6501 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 コモリノシタ 809 小森崎
6502 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 イチノセ 809 一ノセ
6503 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村 本十五代地 809
6504 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（カラステ村） ヲウダハ 811 大ダバ
6505 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川村（カラステ村） シヲウツ 811 シヲヅ
6506 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 811
6507 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 カラステ東谷川かけて 811 東谷
6508 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 山根 811
6509 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 渕ノモト 811
6510 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 治部地 811 ヂブヂ
6511 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 シヤハミ 811 シヤバミ
6512 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 ソリ川 811 ソリヤシキ
6513 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 ミソノシリ 811
6514 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 イノモト 811
6515 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 長ヤシキ 811 中屋敷
6516 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 寺ヤシキ 811
6517 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 ハシ谷 811 南橋谷
6518 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 クイノクホ 811
6519 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村 中やしき 811 中屋敷
6520 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川カラステ村（相去） 桧本 811
6521 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合八町八段
6522 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村 812 28
6523 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 中の 812
6524 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） ヒトセマチタ 812
6525 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） イツノ谷 812 イツノ谷
6526 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） フルトノ 812 フルトノ
6527 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 南クホ 812
6528 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 中スカ 812 29
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6529 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 宮ノ本 812
6530 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 松の尾 812 上松尾
6531 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 山根 812
6532 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） タシロ 812 タシロ
6533 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） カト 812
6534 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 大蔵庵寺中 812
6535 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） カトタ 812
6536 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 宮ノ後 812 30
6537 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 東ヤシキ 812
6538 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） ハテヤシキ 812
6539 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） ナカマ 812 ナカマ
6540 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） タンヤシキ 812 ウワダン
6541 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） サカリ 812
6542 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 針ノ原 812 31
6543 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） ソコタ 812
6544 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 石神ノナロ 812 石神名路
6545 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） 馬木ノ谷 812 マキ谷
6546 幡多郡上の１ 慶長02/02/03 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北ノ川村（相去） トウタウ 812
6547 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 812
6548 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 甚内寸 812 シンナイズ
6549 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 神田ノクホ 812 幸田久保
6550 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 ヲンマタ 812
6551 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 山の根 812
6552 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 ヲンチ 812 ヲンヂ 32
6553 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 タカアセ 812
6554 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 イル谷クチ 812
6555 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川ヒルハシ村 セイモト 812
6556 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 東また村 812
6557 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 東また村 ひかしまた 812
6558 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 東また村 西谷 812 33
6559 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 東また村 西上 812
6560 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合拾壱町弐反
6561 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 308
6562 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 ツイ口 308 ツリトイ
6563 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 西本三十代地 308
6564 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 東本壱反四十代地 308 34
6565 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 ケミ谷 308 ケンミ
6566 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 北ノ上 308
6567 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 マハシノモト 308
6568 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 大ノヤウヤシキ 308 大良屋式
6569 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 ゲンミカカウ 308
6570 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 ホキ 308 ホキ
6571 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 タハ 308 寺駄場
6572 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 寺ヤシキ 308 35
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6573 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 ヲキヤシキ 308
6574 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 北川折相村 岡ヤシキ 308 岡屋式
6575 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合弐町六段
6576 幡多郡上の１ 慶長02/02/06 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 喜多川一村高　合五十五町 36
6577 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 是ヨリ瀬理村 802 37
6578 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 下山口 802 下山口
6579 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 下田 802
6580 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 寺中 802 38
6581 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ひろまち 802 ヒロマチ
6582 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 庵免 802 庵免
6583 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 かなや田 802
6584 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 一セマチタ 802
6585 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ヤシキタ 802
6586 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 南ノ下 802
6587 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 東窪 802
6588 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 橋爪 802
6589 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 東地 802 東谷 39
6590 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 西地 802 西谷
6591 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 北地 802
6592 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 中ヤシキ 802 ナカヤシキ 40
6593 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 東谷 802 東地
6594 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 セリ谷 802
6595 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 西谷五杯蒔田 802
6596 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 石神前谷 802 石神前
6597 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 上新開 802
6598 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 谷ヤシキ 802 41
6599 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 イル谷 802 イル谷口
6600 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ハシツメ 802
6601 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 河舞 802
6602 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ヲモテタ 802
6603 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 トイヤシキ 802 土居ヤシキ 42
6604 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ウノス 802 ウノス
6605 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 セリ村 ヤフヤマクチ 802 藪山
6606 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合六町九段
6607 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 是ヨリ下岡村 804 43
6608 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 下山口 804 下山口
6609 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 上ノ谷 804
6610 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 ホリ明 804
6611 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 下田 804
6612 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 南ノ下 804
6613 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 成就院やしき 804 44
6614 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 東上 804
6615 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 谷ノヲク 804
6616 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 下岡村 南川フチ 804 45



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【143/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

6617 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合弐町八段
6618 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 是ヨリ上岡村 805
6619 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 西ノ谷 805
6620 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 南山口 805 下山口
6621 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 宮ノ前 805 宮ノ前
6622 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 北谷 805 46
6623 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 イノモト 805
6624 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 土ゐ 805 47
6625 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 風呂ノ段 805
6626 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 上谷 805 48
6627 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 横野 805 横野
6628 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 東谷 805 49
6629 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 南川渕 805
6630 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 ヲチカ谷 805 ヲチガ谷
6631 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 永田 805 長田
6632 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 新ヒラキ 805
6633 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 竹ノ谷 805
6634 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 向山猪谷口 805
6635 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 向山猪谷口 イノ谷口 805 井ノ谷
6636 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 向山猪谷口 むかい山 805 ムカイ山
6637 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 宮ノ谷 805 51
6638 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 上岡村 石のさこ 805 石ノサコ
6639 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合六町六反 52
6640 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 是ヨリ四手川村 803
6641 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 川津 803 カワヅ
6642 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 長通り 803
6643 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 前窪 803 53
6644 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 カキノ本 803
6645 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 西地 803
6646 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 上新開 803
6647 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 キヒシリ谷 803 キビジリ
6648 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 ツユクチ 803 ツイグチ
6649 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 上谷 803 54
6650 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 奥屋敷田 803
6651 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 東沢 803
6652 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 カケタ 803
6653 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 新屋タ 803
6654 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 おもやしき 803
6655 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 かち原 803 55
6656 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 森ノヒサ 803
6657 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 新ひらき 803
6658 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 おし谷ヤシキ 803
6659 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 東谷 803 東谷
6660 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 神田 803
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6661 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 沢ノ下 803
6662 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 ミヤノ谷 803 宮ノ谷 56
6663 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 南地 803
6664 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 ホリ明 803
6665 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 四手ノ川村川津村 中谷 803
6666 幡多郡上の１ 慶長02/02/12 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長弐年正月廿八日　　喜多川村　瀬里村　下岡村　上岡村　四手川村 合四町四反 57
6667 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↑ 惣都合七十六町
6668 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年02月10日 ↓ 59
6669 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 806
6670 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 シヤノ川 806 ジャノ川
6671 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ヒキカクシ 806 引カクシ
6672 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 大タミソ 806
6673 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 大タヤシキ 806 大田 60
6674 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ひかしやしき 806 東ヤシキ
6675 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 にしやしき 806
6676 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 名本ヤシキ 806
6677 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 こやしき 806
6678 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 うはの谷口 806 ウバカ谷
6679 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 番匠屋しき 806 番上ヲ屋敷
6680 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ホウセンアン 806
6681 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 興泉寺中 806
6682 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 クホタ 806
6683 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ヲモヤ 806 61
6684 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 コエカキタ 806 コエカキダ
6685 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 越 806
6686 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 宮ノなろ 806 宮ノ奈路
6687 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ミモムカイ 806 下向ヒ
6688 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 六■マキタ 806
6689 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■シカウ谷 806 アシカバ
6690 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ナカボリタ 806 62
6691 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■カイタ 806
6692 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 イノマタ新開 806 井ノ又
6693 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 イノマタセイモト新開 806
6694 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 大ヒラ 806 大平
6695 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 竹ヤシキ 806 竹屋敷
6696 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ナロカイチ 806 ナルカイチ
6697 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ナロ川 806 63
6698 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 合■町九反（六町） 64
6699 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 806
6700 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 イチノマタ 806 市ノ又
6701 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 クロヲ 806 黒尾
6702 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ムカイクロヲ 806 向黒尾
6703 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 フル川 806 古川
6704 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ミ■タ 806 65
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6705 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 中小や谷 806 中ゴヤ
6706 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ハキノナロ 806 萩ノナロ
6707 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ミソ下 806
6708 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 はかわらひ 806 春蕨
6709 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 まつのなろ 806 松ノナロ
6710 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 のほりくも 806 登り尾
6711 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 かとた 806 カドタ
6712 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 とゐヤシキ 806
6713 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 なもとやしき 806
6714 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 なかマヤシキ 806
6715 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 吉祥庵寺中 806 66
6716 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 西モト 806 西本
6717 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■ヤウシタ 806 行司田
6718 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 井ノ谷 806 井ノ谷
6719 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 タキノモト 806 タキモト 67
6720 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 大ヒロ瀬 806 大広瀬
6721 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■サチ 806
6722 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■■カイ 806
6723 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 ■■■ 806 68
6724 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 合六町七反
6725 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村　合拾弐町六反 70
6726 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 801 71
6727 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 イケタ 801 池田
6728 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ヒラオカヤシキ 801 平岡 72
6729 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ハシツメ 801 橋詰
6730 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 スキノ下 801
6731 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ホリノ内 801 73
6732 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ヲリキタ 801
6733 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 トイ 801 土居屋敷
6734 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 クホヤシキ 801 久保屋敷 74
6735 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 シンヒラキ 801
6736 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 マトハ 801 75
6737 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 シントノ 801
6738 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 合七町壱反
6739 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 801
6740 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 イシチ 801 石路 76
6741 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 カチヤシキ 801 カヂヤシキ
6742 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 大良タ 801 77
6743 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ナカレタ 801
6744 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ヒラ谷 801 平谷
6745 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ワウトシテン 801
6746 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 五月田 801
6747 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 辻堂ノ前 801 78
6748 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ヲカモト 801
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6749 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ドウノ前 801
6750 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ■ラタ 801
6751 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ■ウツハナ 801
6752 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 シン■■ 801 79
6753 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ダバ 801 80
6754 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 神田 801
6755 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 宮ノ谷セイモト 801 宮ノ谷
6756 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ウヤカタハサコ 801 ウヤガタ
6757 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 西ノ谷 801
6758 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 ウヤカタ 801 ウヤガタ
6759 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 下ノ谷 801
6760 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 801 81
6761 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 ■モダ谷 801
6762 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 タケチ■■ 801
6763 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 ヲ■ヤシキ 801 ヲモヤ敷
6764 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 中谷 801 中谷 82
6765 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 ムカイヤシキ 801 向ヤ式
6766 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 ヤカイチ 801 ヤカイチ
6767 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 谷クチ 801
6768 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 津々羅川村 ウスタテ 801
6769 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 トトロサキ村 801
6770 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 トトロサキ村 トトロサキ 801 轟崎 83
6771 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 トトロサキ村 キノツノ 801 キノツノ
6772 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 合拾町四反
6773 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村　惣都合弐拾壱町壱反 84
6774 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村 806
6775 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 二ノマタ 806
6776 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 中谷 806 中谷
6777 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 ナル川 806 ナル川
6778 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 クロヲ 806 黒尾
6779 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 フル川 806 古川
6780 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 フルトイ 806
6781 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 名本やしき 806
6782 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 ナル川 806 ナル川 85
6783 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 にしノ谷 806 西谷
6784 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 にし谷クチ 806
6785 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 宇津井川村切畑 カシツカ 806
6786 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村 801
6787 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村切畑 ヲソコエノ下 801 尾曽越ノ下タ
6788 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村切畑 コヱ 801
6789 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村切畑 カケヤフ 801
6790 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村切畑 トウゴ谷 801
6791 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 田野々村切畑 カミツ 801 上頭
6792 幡多郡上の１ 慶長02/02/02 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月二日　　 合四反
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6793 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年02月10日 ↑ 上山地拾七帳内　惣田数四百町五反 86
6794 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↓ 87
6795 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 813
6796 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 坂本ヲリツキ 813
6797 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 カクレヤフ 813 カクレヤブ
6798 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 シヤウユウダ 813 88
6799 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 名子地 813 奈路地
6800 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 サウカ谷 813 宗川山
6801 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 カラスクチ 813
6802 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 イチノサコ 813
6803 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ウバやしき 813
6804 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 カミ永の 813 上長
6805 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 下永野 813
6806 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ハイノモト 813
6807 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 大やしき 813 大ヤシキ
6808 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 シヲモチ■■ 813 89
6809 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 宮ノナロ 813 宮ノ奈路
6810 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 東光庵免 813
6811 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 花サキ 813 ハナサキ
6812 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 イノキマタ 813 エノ木
6813 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 中ヤシキ 813 90
6814 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ヱタウノクホ 813
6815 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 中マ 813
6816 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ヤフソリ 813 ヤブグリ
6817 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 フクテン庵免 813
6818 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 シモクホ 813 下久保
6819 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 むかひこや 813 村上 91
6820 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 名本のかど田 813
6821 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 名本やしき 813
6822 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 名本向ノキリ切 813
6823 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 マカツラ 813
6824 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 タナノマイ 813 田ナマエ
6825 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 東川ふち 813
6826 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 中小ヤ 813 ナカゴヤ 92
6827 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ■江三良姫タナ 813
6828 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ヲリツキ 813
6829 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 西地新開 813
6830 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 南やしきの前 813
6831 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ハナサキホリ明 813 ハナサキ
6832 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 かつら谷 813 （桂谷）
6833 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ヲやしきの前 813
6834 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 西谷 813 西谷 93
6835 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ひかし谷 813
6836 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 ホトノ 813
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6837 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 吉川村 カハヲク 813 川奥谷
6838 幡多郡上の１ 慶長02/02/09 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合七町八段
6839 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大奈留内竹谷村 817 94
6840 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹谷村 クリノ木瀬 817 栗木瀬
6841 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹谷村 ナロ 817
6842 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹谷村 キヤウ道 817 京道
6843 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹谷村 柳ノモト 817
6844 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹谷村 ヤマメ川内 817 ヤマメカイチ 95
6845 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 柳ノモトノシモ 817
6846 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 中ソリ 817
6847 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 坂本新開 817 新改
6848 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 やしきのまえ 817
6849 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 西ノサカリ 817 96
6850 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 北谷川 817
6851 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 西宮前 817
6852 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 前カトタ 817 前田
6853 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 東ノヲリ庵免 817
6854 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 中ソリ 817
6855 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 西サカリ 817 97
6856 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 大なろ村 大タ 817 大田大丸 98
6857 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小見野々 古見野々 817 小見野々山
6858 幡多郡上の１ 慶長02/02/07 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合六町弐反 99
6859 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ江志村 814
6860 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 筏戸 814 イカダド
6861 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 川ノ内 814 カワノウチ
6862 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南本地六代地 814 100
6863 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 舟戸 814 フナト
6864 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小石村 小石タ 815 コイシダ
6865 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 北ノサカリ 814
6866 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 上やしき 814 101
6867 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南永返り 814
6868 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ウツシリ川 814
6869 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 西ノクホ 814
6870 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 舟戸ハサタ 814
6871 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ヨモンダ 814
6872 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ホトケノソリ 814
6873 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 カトタ 814
6874 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ヤシキノ前 814
6875 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 上やしき 814
6876 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 平七ツクリ 814
6877 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南カヘチ 814
6878 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 土居やしき 814 古土居
6879 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 北寺中 814
6880 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 本地十代タ 814 102
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6881 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 西谷 814 西ノ谷
6882 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 タムカイ 814 田向イ
6883 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 寺ノ後 814 103
6884 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 イツイ谷 814 イツイ谷 104
6885 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 大クホ 814 大久保
6886 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 カモヤシキ 814
6887 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 志つかい 814
6888 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 治部地やしき 814 105
6889 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 風呂ノ谷 814 風呂ノ谷
6890 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 宮ノにし 814
6891 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 茶屋トウノ下 814
6892 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 クレノクホ 814 クレノクボ
6893 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 うはタ 814 106
6894 幡多郡上の１ 慶長02/02/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 カクテン 814
6895 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 中やしき 814 中屋敷
6896 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ホリ明 814
6897 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 新屋ヤシキ 814 107
6898 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 西やしき 814
6899 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 山畑 814
6900 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 河原やしき 814
6901 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 東ホリ明 814 108
6902 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 西ノサカリ 814
6903 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 弓場ノヲキ 814 イバ 109
6904 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 丸タ 814 丸田
6905 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 本九代三分地 814
6906 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 本卅代地 814
6907 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 掃部地 814
6908 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 ヲンチタ 814
6909 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 窪本一反廿八代地 814 110
6910 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 大ソリ 814 大ソリ
6911 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 弓場ノヲク 814
6912 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 大ソリ本十代地 814 111
6913 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南クホ 814
6914 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南本廿代地 814
6915 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 イツイ木ノ窪 814 112
6916 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 スヤサキ 814 （スヤザキ）
6917 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 中ウ子 814 中畝 113
6918 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 西ノサカリ 814
6919 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 新開 814
6920 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 南神田 814 114
6921 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 舟戸上 814
6922 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 江志村 滝下 814
6923 幡多郡上の１ 慶長02/02/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合拾六町壱反
6924 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ下津井村 821 115
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6925 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ケトウソウ新開 821 下藤蔵
6926 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 下ノ谷 821
6927 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ 西地 821
6928 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ 大の 821
6929 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 東カマノクホ 821 116
6930 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ヲンチ 821 ヲンチ 117
6931 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 南カンシキ 821 カンジキ
6932 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 下カンシキ 821
6933 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 御堂ノモト 821
6934 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 長サイナウ 821
6935 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 コサイナウ 821
6936 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 タカテ 821 タカテ
6937 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 大サイノウ 821
6938 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 住吉テン神田 821 住吉元
6939 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 南下井領 821
6940 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 タナタ 821 棚田
6941 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 タイトウシリ 821 118
6942 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 東ツチハシ 821 土橋ノ本
6943 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 南上サウトウ 821 ソヲドウ
6944 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ニイヤ 821
6945 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ツチハシ 821
6946 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ヲチツキテン 821 119
6947 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 スケノモト 821
6948 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 若宮神田 821
6949 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ウシノサキ 821
6950 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 池田本壱反四十代地 821
6951 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 ハハキテン 821
6952 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 松ノ木ノ田 821
6953 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 寺中 821
6954 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下ツイ キシ 821
6955 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下ツイ 下クカやしき 821 120
6956 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 城ノ下クイノ窪 821
6957 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 柳ノクホ 821 柳ノクボ 121
6958 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 下道かけて 821
6959 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 川内神田 821
6960 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 シヤウノホリタ 821
6961 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 経田 821
6962 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 上クロハサ 821
6963 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 仏経田 821
6964 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 十進た 821 122
6965 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 コシイヲノ下 821 小ジヲ
6966 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 ヒシヤウカ谷 821 ヒシャケ谷
6967 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 クツレキシ 821
6968 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 上向シンカイ 821 シンカイ
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6969 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 仁井田神田 821
6970 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 宮ノクヒ谷 821 宮ノ谷
6971 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津ゐ村 上ウスキ 821 ウスギ
6972 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹ノ地 821
6973 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 竹ノ地 竹ノチ 821 竹ノ路
6974 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下コヤ 821
6975 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下コヤ リウカイ（ソウカイ） 821 ソウカイ 123
6976 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 821
6977 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下津井村 イノノ 821 イノ野
6978 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 舟瀬村 821
6979 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 舟瀬村 舟ノセ 821 舟ノ瀬
6980 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 惣都合拾町九段
6981 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ森河内村 818 124
6982 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 森河内村 中ヤシキ 818 中屋敷
6983 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 森河内村 宮ノワキ 818
6984 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 森河内村 上クホ 818 上ミ久保
6985 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 森河内村 タカヤフ 818 高藪 125
6986 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合壱町八段 126
6987 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ中津河村 818
6988 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津河村 中カイチ 818 仲ヶ市
6989 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津河村 地蔵院ヤシキ 818 地蔵院
6990 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 河内神田 818 127
6991 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 なり田 818 門田
6992 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 岡ヤシキ 818
6993 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 ツルノモト 818 ツルイノ本 128
6994 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 むろや 818 129
6995 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 林上 818 130
6996 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 下谷かけて 818
6997 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 ウシハラ 818 ウシノダバ 131
6998 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 サハタリ 818 佐渡り
6999 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 成川 818 成川
7000 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 奥ウスキ 818 薄木
7001 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 中津川村 奥谷かけて 818
7002 幡多郡上の１ 慶長02/03/22 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合六町四段 132
7003 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ下道村 820
7004 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 カリスク 820 カリスク
7005 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 長田 820 長田ノ畝
7006 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 ホコ岩 820 ホコ岩 133
7007 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 中田 820
7008 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 神田 820
7009 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 中ヤシキ 820
7010 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 柚木サイナウ 820
7011 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 ヲキフン 820 沖分
7012 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 カミツルイ 820 カミツルイ
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7013 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 上のち 820 上ハ野地 134
7014 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 モリヤシキ 820
7015 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 上庵免 820
7016 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 寺中 820 寺野久保
7017 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 モリヤシキ 820
7018 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 大クホ 820 大久保
7019 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 竹ノ内 820
7020 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 後田本壱反地 820 135
7021 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 竹内 820
7022 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 ひろ田 820 廣田久保
7023 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 下庵免 820
7024 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下道村 はやし屋敷 820
7025 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下大道村 カイヤシキ 820
7026 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下大道村 タハヤシキ 820 ダバ地
7027 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下大道村 名本ヤシキ 820
7028 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下大道村 ハライ川 820 拂川
7029 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 下大道村 西地 820 136
7030 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合四町四反
7031 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ小屋河内村 819
7032 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 にせ 819 二瀬谷山
7033 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 中谷 819 中谷
7034 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 江くら山 819
7035 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 堂ノ窪 819 137
7036 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 ハセウカ谷 819 バセウガ久保
7037 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 上ヤシキ 819 138
7038 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 中ヤシキ 819 中屋敷
7039 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 カトタ 819 門田
7040 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 名子地 819
7041 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 タノウ岡ノクホ 819 田ノ畝 139
7042 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 庵免 819
7043 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 名本ヤシキ 819
7044 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 堪ヤシキ 819 140
7045 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 ふるた 819 古田
7046 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 マトハ 819 的場
7047 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 イツイ谷 819
7048 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 赤岩 819 赤岩 141
7049 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 小屋河内村 河ト北地 819
7050 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 ふるすく村 819
7051 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 ふるすく村 フルスク 819 古宿
7052 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 ふるすく村 ヤマメカイチ 819
7053 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合四町八段
7054 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 是ヨリ西川村 816 142
7055 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 ツホヤシキ 816
7056 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 ツルイノモト 816 143
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7057 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 西神田 816
7058 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 杉ノウ子 816 杉ノ畝
7059 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 仏供田 816
7060 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 西ち谷 816
7061 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 大田 816 大田大丸
7062 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 南庵免 816
7063 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 本郷 816
7064 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 新屋畠 816 新屋畑 144
7065 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 中沢ヤシキ 816 中沢屋敷
7066 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 上ヤシキ 816 上ミ屋敷
7067 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 ヲキヤシキ 816 145
7068 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 名本ヤシキ 816 名本屋敷
7069 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 西川村 ホキ 816 下モホキ
7070 幡多郡上の１ 慶長02/03/24 土佐国幡多郡上山郷地検帳　吉川村～　　慶長二年二月六日 合参町四反
7071 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↑ 惣都合田数六拾弐町弐反 146
7072 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↓ 黒川村・平串村・津賀村・野々川村 147
7073 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 是ヨリ黒川村 901 198
7074 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 山ノ神谷 901 山神谷
7075 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 シリタカ 901 尻坂
7076 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 ハサ 901
7077 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 岡ヤシキ 901
7078 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 ミヤノ下 901 宮ノ下 199
7079 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 タハタ 901 ダバ
7080 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 岡ノ下 901
7081 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 サハタ 901
7082 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 カヤカリバ 901 カヤカリバ
7083 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 カチタ 901
7084 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 尾崎ノ下 901 ヲサキ
7085 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 大田 901 大田 200
7086 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 奥神田 901
7087 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 古土ゐ 901 古土居
7088 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 風呂ノ谷 901
7089 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 ニイヤ 901
7090 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 奥寺中 901 寺ノ奥
7091 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 イタノ谷 901 板ノ谷
7092 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 イノノ 901 井ノ上 201
7093 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 四良ヤシキ 901
7094 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 中ヤシキ 901 中ヤシキ
7095 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 柳ノサコ 901
7096 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 カミタ 901 樫田
7097 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 松原 901
7098 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 ミヤマエ 901
7099 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 宮ノコヘタ 901 202
7100 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 宮クヒ 901
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7101 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 タハ 901 ダバ
7102 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 クスノマタ 901 クスノマタ
7103 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 三升蒔タ 901
7104 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 タノ谷 901 田ノ谷
7105 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 仏ノタハ 901
7106 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 弥大良ハタケ 901 弥次郎畑
7107 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 下谷 901 203
7108 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 イツイキノハナ 901
7109 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 ■シヤウテン 901 ビシヤデン
7110 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 サンシンホウノ下 901
7111 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 黒川村 平松ノ向 901
7112 幡多郡上の１ 慶長02/02/25 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 合五町三段
7113 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 是ヨリ平串村 902 204
7114 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 松ノ窪 902
7115 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 田ノウ子 902 田ノウ子
7116 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 神五良家上 902 205
7117 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 名本ヤシキ 902
7118 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 イツノ谷 902 206
7119 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 榎木タ 902
7120 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 山根神田 902
7121 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 神田ノ西 902 207
7122 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 ■々■シリ 902
7123 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村（カヤフクテ） ヒ■■チ 903
7124 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 カイフクテ 903
7125 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 永返り 903
7126 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 中コミ 903 208
7127 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 平串村 ヤシキホキ 903 屋式ホキ
7128 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 同じ藤上ノ村 906
7129 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 藤上ノ村 藤ノ上 906 藤ノ上
7130 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 同村家谷 906
7131 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 家谷 家ノ谷口 906 家ノ谷口
7132 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 家谷 南谷 906
7133 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 家谷 東ノ谷 906 209
7134 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 家谷 ハツカ谷 906 ハツカ谷
7135 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 轟村 906
7136 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 轟村 トトロ柳サコセイモト 906 柳ノサコ
7137 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 轟村 南谷 906
7138 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 轟村 籔詰 906 210
7139 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 轟村 田ノ下 906
7140 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 合七町 211
7141 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 是ヨリ津賀村 904
7142 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 津賀村 上キレ 904
7143 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 津賀村 西道ノ上 904 212
7144 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 合弐町弐反
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7145 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 是ヨリ野野川村 906 213
7146 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 下ヤシキ 906 シモヤシキ
7147 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 岡ヤシキ 906 ヲカヤシキ
7148 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 寺中 906
7149 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 中間ヤシキ 906 214
7150 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 川内神田 906
7151 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 川内ヤシキ 906
7152 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 戸口村 横ホキ 906
7153 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 905
7154 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 ニヽマタ 905 215
7155 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 シイノ木タ 905 椎木田
7156 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 下ハサ 905 下バサ
7157 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 東タ 905
7158 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 タハヤシキ 905 駄場
7159 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 ■ラノ 905 ヒラノ
7160 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 大ノキ 905 216
7161 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 ヤケノノウ 905
7162 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 奥野々川村 ■トハ 905 マトヲバ
7163 幡多郡上の１ 慶長02/02/26 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年二月十四日 合四町四反
7164 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↑ 惣都合田数六拾五町八段 217
7165 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月01日 ↓ 小野村・大井川村 219
7166 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 細々村 908
7167 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 細々村 カミホキ 908 カミホキ
7168 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内細々村 ヤ■■■ハ 908
7169 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内細々村 柳ノ本 908 柳ノ本 220
7170 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内細々村 南川端 908 221
7171 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内細々村 高雲寺寺中 908 222
7172 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 同窪川村 910
7173 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 窪川村 エヒスタ 910 223
7174 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 窪川村 与一田 910
7175 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 タヲノ下 910
7176 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 森分川端 910 森分
7177 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 寺ノ下 910 寺ノ西
7178 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 東タハ 910 ダバ 224
7179 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 カハヲク 910 川奥
7180 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 ミヤ崎神田 910
7181 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 天神免 910 天神免
7182 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 松ノハナ 910 松ノハナ
7183 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 タシロ 910 225
7184 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 仏供田 910
7185 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内窪川村 坂者ヤシキ 910 226
7186 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 909
7187 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 石ノ内 909
7188 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 宮ノハキ 909 227
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7189 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 コマタノヤ■■ 909 228
7190 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 修正田 909 修正田
7191 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 池端 909 志ノ津池口
7192 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 大タ谷田 909
7193 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 土橋 909 石橋ノ上 229
7194 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 ホリ明 909
7195 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 曽我神田 909 曽我ノ森
7196 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 イケノ上 909 シノヅノ上
7197 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 柳ノクホ 909 柳ノ久保
7198 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 竹ノソナ 909
7199 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 ワラヒ川谷 909 蕨川谷
7200 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 谷川閑地 909 230
7201 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 ヒノクチ 909 樋ノ口
7202 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 名本ヤシキ 909
7203 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 エンノ中 909
7204 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 合拾五町八段 231
7205 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 909
7206 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 左馬進ヤシキ 909 232
7207 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 寺中 909 寺中
7208 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 西ヤシキ 909 西ヤシキ
7209 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 ツルイノスソ 909
7210 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 中谷 909 中谷
7211 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 松ノ下 909
7212 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 下ウ子 909 シム子山 233
7213 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 東谷 909
7214 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 彦三ヤシキ 909 彦三屋敷
7215 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 新開 909
7216 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 ケツカウタ 909 234
7217 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 松ノハサ 909
7218 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 タハタ谷 909
7219 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 下タハ 909 シモダバ
7220 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 スケサハ 909
7221 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 下ハサ 909
7222 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 山麦タ 909 山麦田
7223 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 コウコ谷 909
7224 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野村 松サコ 909 松サコ 235
7225 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 同鍋谷 912
7226 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鍋谷 鍋谷 912 鍋谷
7227 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鍋谷 下ヤシキ 912
7228 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小の内ホキ村 918
7229 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 ホキ村 山はな 918
7230 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 ホキ村 川端 918 236
7231 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 ホキ村 ホリ明 918 237
7232 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内井﨑村 918
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7233 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 コヤノツ 918 コヤノツ
7234 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 永返り 918 238
7235 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 南地 918
7236 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 シラワウノナロ 918 白王ノコヱ
7237 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 タハ 918
7238 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 カモンチ 918 カモヲダ 239
7239 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 長タ 918 ナカダ 240
7240 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 堂崎（柳瀬） 918 ドヲザキ
7241 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 イサキ村 南地 918
7242 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野内鮎古村 918 241
7243 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 東地 918
7244 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 南地 918
7245 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 ニノマタ 918 二ノマタグチ
7246 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 石神ノウ子 918 イシカミノム子 242
7247 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 かち田 918 カンダ
7248 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 谷向 918
7249 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 タハ 918 ダバ 243
7250 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 ヤケヲ谷 918
7251 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 ヲンチウ子 918 ヲンヂ
7252 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 タウノモト 918 ツジドヲ
7253 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 ヒナロノ下 918 ヒラノ
7254 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 西谷川西地 918 244
7255 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 松尾 918 松ヲウ
7256 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 鮎古村 アキカイ 918 アキカイ 245
7257 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 918
7258 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 藤石下山界 918 フジノ石
7259 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 ヲトカ谷 918 ヲトガ谷
7260 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 ヲチノ谷 918
7261 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 東谷東地 918
7262 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 シモタ 918 246
7263 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 イチイ原 918 一中原
7264 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 柳瀬村 和田 918 ワダ
7265 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小の内大道村 911
7266 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 大サコ 911 大サコ
7267 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ヒソヲ 911 ヒソヲ
7268 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 なろ畠神田 911 那呂畠 247
7269 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 コシイヲ 911 コジヲ
7270 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 タシロ 911 西タシロ
7271 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 チカヤハラ 911 チガヤ 248
7272 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 栗木カイチ 911 クリノキ
7273 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 フルアン 911 フルアン
7274 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ホトウ子 911
7275 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 フルイノ谷 911 古家谷
7276 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 日流 911
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7277 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ノホリヲ 911 249
7278 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ソ子 911
7279 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 寺中 911
7280 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 火道 911 ヒミチ
7281 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ハシツメ 911
7282 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 寺家分 911
7283 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 日浦谷 911
7284 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 石神ノモト 911
7285 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 くりや谷 911
7286 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ヲサキ 911 250
7287 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 日浦畑 911
7288 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ハシノ上 911
7289 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 シウシウ 911 シュジウ
7290 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 アシ山 911 アシヤマ
7291 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ヒウラ 911 ヒウラ
7292 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 かけち 911 カゲヂ
7293 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 上やしき 911
7294 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 サカイタ 911 251
7295 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 大ヒラ 911 大ヒラ
7296 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ムカイタ 911
7297 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 イツチチイ木ノキ 911 イットイギ
7298 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 川ヒラ 911 川平
7299 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 クスノ 911 クスノ 252
7300 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 むかひた 911
7301 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ウツシリ 911
7302 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 西向地 911
7303 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 川平 911 川平 253
7304 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 ヲチヤイ川端 911
7305 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 奥大道シモヤシキ 911 下屋敷
7306 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 中ハタ 911 254
7307 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 橋爪 911 ハシヅメ
7308 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 カノ谷 911
7309 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大道村 トイノソナ 911 255
7310 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 合弐拾弐町四反
7311 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 小野一村分　合参拾八町三段
7312 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 是ヨリ大井川村（北ノ川口上下かけて） 906 256
7313 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 北川村 北ノ川口 906 北ノ川口
7314 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 北川村 岸ノ下 906
7315 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 906
7316 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 西向 906 257
7317 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ナウタノ上 906
7318 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 カミホキ 906 カミホキ
7319 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 竹カイチ 906 258
7320 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 906
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7321 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 穴畠 906 259
7322 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 大坪 906 大坪
7323 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 南窪 906
7324 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 寺中 906 260
7325 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 ハタ岡 906
7326 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 チウ木タ 906
7327 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 寺中 906
7328 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 中ウ子 906
7329 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 西窪 906 261
7330 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 藤次タ 906 藤次田
7331 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 川内神田 906
7332 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 氏神神田 906
7333 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 向イ奥 906
7334 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 中又村 906
7335 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 中又村 中又 906 仲又
7336 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大また 906 262
7337 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大また 大また日ノチ 906 ヒノヂ
7338 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大また 犬神ヤシキ 906
7339 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 906
7340 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 大また 906 大又
7341 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 宮ノワキ 906
7342 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 杉ノアカリ 906
7343 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 中平 906 中平 263
7344 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 竹ノ内 906
7345 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 タニ 906 谷屋式
7346 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 上ヤシキ 906
7347 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 中ヤシキ 906
7348 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大サ江ノ村 906 264
7349 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大サ江ノ村 タキ山 906 タキヤマ
7350 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大サ江ノ村 松マエ 906 松ノ越
7351 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 906
7352 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 谷ノ奥 906 タキノヲク 265
7353 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 谷やしき 906 266
7354 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手村 西峰 906
7355 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 四手島 シテノサキ 906 267
7356 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 907
7357 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 上ノクホ 907 上ミ窪 268
7358 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 三島神田 907
7359 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 家ノモト 907
7360 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 三島大年神田 907
7361 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 カタサキ 907 269
7362 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 三島霜月神田 907
7363 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 三島神田 907
7364 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 荷田村 北川端 907
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7365 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 907
7366 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヲキシンカイ川内神田 907 新開
7367 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 西神田 907 270
7368 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 本二反地 907
7369 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 なら 907 奈路
7370 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ならやしき 907 271
7371 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 平のやしき 907 平野
7372 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 なろわき道かけて 907
7373 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 トウシヤウフン 907
7374 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 川内神田 907
7375 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 西田 907 272
7376 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 なろ田 907
7377 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 手箱さこ 907 手箱谷
7378 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 平ヤウジフチ＠ 907 丁子渕
7379 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ハシツメ 907
7380 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 コシリカハ 907 273
7381 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 松ノ前 907
7382 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 クサイ谷 907 九才谷
7383 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 堀明 907
7384 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヤマメタ 907
7385 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 下橋爪 907 274
7386 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 クホノ向 907
7387 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヲンチタ 907
7388 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 クホノ向 907
7389 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 サルウチ 907 猴打 275
7390 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 本七代地 907
7391 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ミソノフチ 907 276
7392 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 シンカイ 907
7393 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 クホノマエ 907
7394 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 地蔵田 907 277
7395 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 松ノ前 907
7396 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 アカリやしき 907 アガリ
7397 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 かちやのまえ 907 鍛冶屋ノ前 278
7398 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 名本ヤシキ 907
7399 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 西ノサカリ 907
7400 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 本五代地 907 279
7401 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 中クシ 907 中串
7402 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 寺中 907 280
7403 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 権現修正田 907
7404 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 風呂ノ段新ヒラキ 907 281
7405 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 野中 907
7406 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 山クビ 907
7407 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 本四十代地 907 282
7408 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 トキヤノ下 907
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7409 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ツルイノスソ 907
7410 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヲウサウ 907
7411 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ツチハシ 907 283
7412 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 本廿代地 907
7413 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 大サハ 907 284
7414 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 キシ 907 岸ノ越
7415 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 北ノ下 907 285
7416 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 タハカチヤ 907 286
7417 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 さくらの内 907 287
7418 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヤマクチ 907 山口
7419 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 寿徳 907 寿德 288
7420 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ホウタイ 907 防泰
7421 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ハシツメ 907
7422 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 中シマ 907 中嶋
7423 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 大モト 907 大本 289
7424 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 田向ヤシキ 907 田ノ向イ 290
7425 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 尾クビ 907 大首（尾首林）
7426 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 サキノス 907 鷺ノ巣 291
7427 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ミツクシ 907 三ツ串 292
7428 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 古屋中谷南ノ上 907 古屋
7429 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 マタクチ 907 又口 293
7430 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヲンチタ 907
7431 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ホリタ 907
7432 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 又■ 907
7433 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 宮ノハサ 907
7434 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 九日テン 907
7435 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 仁井田神田 907
7436 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヤシキノ廻 907 295
7437 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 一本木 907 一本木
7438 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 中の南 907
7439 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 中野 907
7440 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 カマケタ 907
7441 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 北ヲク 907
7442 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村（カワツイサイ） カウツイサイ井サイスエノ 907 296
7443 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 岩穴 907 下モ岩穴
7444 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 谷川西地 907
7445 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 イサ井■■ノ下 907 井才越 297
7446 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 タソメ＠ 907 立目
7447 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ウハカ■ところ 907 姥ガ懐 298
7448 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヲリカ谷 907 折ヶ谷
7449 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ウルシ谷口 907 漆谷
7450 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 タハ畠 907 駄場竹
7451 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 東また 907 東又口
7452 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ユノ木 907 矢来ノ元
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7453 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ノノコシ 907 西野々串 299
7454 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ミヤウ木ノ谷 907
7455 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 カツラ蕨谷 907 蔓藪
7456 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ヤキヤウ谷 907 弥久谷
7457 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ホトノトウ 907 保土峠
7458 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 下コミ 907 シモ込ミ 300
7459 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村 ウマキ谷 907 梅ノ木谷
7460 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川内クク付村 907
7461 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 クク付村 中川ツイサイ 907 301
7462 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 クク付村 下ツイサイ 907
7463 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井河内広瀬村 917
7464 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 河原畠 917
7465 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 中間 917 中マタ
7466 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 サウシテン 917 302
7467 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 ニノマタ 917 フタマタ
7468 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 長タ 917 303
7469 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 東ノ谷土橋 917
7470 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 横山 917
7471 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 トヒノス谷 917 トビノ谷
7472 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 寺中 917
7473 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 庵免 917 アンメン
7474 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 川内神田 917 304
7475 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 神田 917 305
7476 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 大タ 917 ヲヲタ
7477 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 広瀬村 カケヒラ 917 カゲヒラ畑 306
7478 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 大井川村一村分　合五拾弐町六段
7479 幡多郡上の１ 慶長02/03/08 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月八日 惣都合田数　九拾町八段 307
7480 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月01日 ↑ 上山地検七帳内　惣田数　四百町五反
7481 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↓ 十川内大野村・今成村・川口村・戸川村・烏村・地吉村・白川村 308
7482 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内大野村 912
7483 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 ハキタキ 912 ハキ高
7484 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 宮ノワキ 912
7485 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 江端 912 309
7486 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 東道かけて 912 310
7487 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 松木 912 松本口 311
7488 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 川端 912
7489 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 山ノ根 912
7490 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 一在家 912 312
7491 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 寺中 912 313
7492 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 下クホタ 912 久保田
7493 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 西タハタ 912 314
7494 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 テイノ向 912
7495 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 白川口 912
7496 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 谷モト 912 谷本
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7497 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 カミタ 912 315
7498 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 ウルシサコ 912 ウルシザコ
7499 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野村 シキウハラ 912 四久原
7500 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 912 316
7501 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 鍋谷舟戸ノ上 912 船戸
7502 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 山ハナ 912
7503 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 南地 912
7504 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 ホリ明 912 317
7505 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内鍋谷 瀬ノ上 912
7506 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 916
7507 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 カシハカセ 916
7508 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 シロハエ 916 318
7509 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 宮ノ谷 916 宮ノ谷 319
7510 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 トヲシ谷 916 丁子ガ谷 320
7511 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 東ノ谷 916
7512 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 フチクヒ道ノ下 916 フチクビ
7513 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 今成村 ツツミノタウ 916 ツツミノドヲ
7514 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内川口村 916 321
7515 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 ホリキ 916 ホリキ
7516 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 庵ノハサ 916 322
7517 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 妙見神田 916 323
7518 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 城ノ廻 916 シロコエ
7519 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 上ノシロ 916
7520 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 寺中 916
7521 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 シンカイ 916 新階
7522 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 ヤナセ 916 ヤナ瀬 324
7523 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 寺中谷 916
7524 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 柳瀬谷 916
7525 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 川端 916
7526 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 山神ノ谷 916 325
7527 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 中タ 916
7528 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 フ子ノカワ 916 舩ノ川
7529 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 フキヤフ 916 フキヤブ
7530 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 ツカノカハ谷 916 ツガノ川谷 326
7531 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 ホウノ木セ 916 ホヲノキ
7532 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 川口村 イチノセ 916 一ノ瀬
7533 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内古野 916 327
7534 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内古野 ユノ 916
7535 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川口 916 328
7536 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川口 トカハクチ 916 戸川口
7537 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川口 川向 916 シン田ノ向ヒ 329
7538 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 913
7539 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 藤九良分 913 藤九郎
7540 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 仏堂 913
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7541 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 下むかひ 913 下向
7542 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ホトウ子 913 ホドヲ子 330
7543 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 山神神田 913
7544 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ヤシキ廻テ 913
7545 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ヒノクチ 913 樋ノ口
7546 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 西川ノ端 913
7547 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 下タカノ 913 331
7548 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ワリ山谷 913 若山
7549 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 タカノ 913 上高野
7550 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 北上 913 332
7551 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 谷山谷 913
7552 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 風呂ノ北 913 333
7553 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 寺中 913
7554 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 スリノ谷 913 スクノ谷
7555 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 サセフサコ 913 サセブザコ 334
7556 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 カキノマサコ 913 カキノキザコ
7557 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ミナクホ 913
7558 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 中ヤシキ 913
7559 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 庵免 913 335
7560 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内中ヤシキ 913 中屋式
7561 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内中ヤシキ ■ノ端 913
7562 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内中ヤシキ 東地 913
7563 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 林村 913 336
7564 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 林村 コンシキヤシキ 913
7565 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 林村 川渕 913
7566 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 913 337
7567 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ノクチ 913 野口
7568 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 宮ノ谷 913 宮ノ谷
7569 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 池ノ上 913 338
7570 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ミ子 913
7571 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 セイタニ 913 セイ谷
7572 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 宮ノ向 913 宮ノ向
7573 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ヒソ山 913 339
7574 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 長田 913
7575 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ホリタ 913
7576 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ハシ谷口 913 340
7577 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 大ヤシキノヒラ 913
7578 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 コウロ島 913
7579 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 土ノヤシキ 913
7580 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 大ヤシキ 913 大屋式 341
7581 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 与一ヤシキ 913 342
7582 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 白王 913 白皇
7583 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ハイノモト 913 ハイノダバ
7584 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ヒウラク 913
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7585 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 カツロタ 913 カツロ
7586 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ヒキチ谷 913 ヒキチ 343
7587 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 ハシ谷 913
7588 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 シラヲウ 913 白皇 344
7589 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 カケウラ 913 カゲヒラ
7590 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 クホタ 913 久保田
7591 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 マタツメ 913
7592 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 クホヤシキ 913 久保屋式 345
7593 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内戸川村 天神ノ前 913 天神ノ奥
7594 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 北ノ高山マユミカタウ限　与州身延山藤川村堺 914
7595 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ナラ谷 914 ナラ谷
7596 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 八幡神田 914 346
7597 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 カミタ 914
7598 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ノヒラ 914 ハノヒラ
7599 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヒナタセ 914 ヒナタセ
7600 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 丸山 914
7601 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 道クチ上谷 914
7602 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 仁王ツクリ 914 仁王作り
7603 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 コロハシハ 914
7604 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 シラヲ谷 914 白王谷
7605 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 カスカム子 914
7606 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ユスノモト 914
7607 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 堂カイチ 914 ドヲガイチ
7608 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヒナタセ 914 ヒナタセ 347
7609 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヲンチタ 914
7610 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ハサ 914 ハサ
7611 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 尾越 914 ヲソコヱ 348
7612 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 石ノカカミ 914 イシカガミ
7613 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 清水ノ本 914
7614 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 タムカイ 914
7615 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 イチノ谷口 914 一ノ谷
7616 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 マトハ 914 マトバ 349
7617 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ハヤシ 914 ハヤシダ
7618 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 古ヤ 914
7619 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヨマホチ 914 350
7620 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 河なろ 914
7621 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 カケノチ 914 カゲヂ
7622 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 西ノサカリ 914
7623 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヒノクチ 914
7624 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 かけち 914 351
7625 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ハサ 914
7626 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 寺中 914
7627 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 山もと 914
7628 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 新屋 914 352
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7629 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 成川 914 ナル川
7630 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 小ヤノ谷 914 コヤ谷口
7631 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 白王神田 914
7632 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 若宮 914 若宮 353
7633 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 横ヤシキ 914
7634 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 タルクチ 914 タル口山 354
7635 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ココエ 914 小越エ
7636 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ミツマタ谷 914 355
7637 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 シヤウタイコヘ 914 シヨタイ
7638 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 カヤテクチ 914
7639 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 山ノハキ 914
7640 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 カイチノ奥新開 914
7641 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヒトセマチタ 914
7642 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 下サコ 914 下サコ
7643 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 楠ヒラ 914 クスノヒラ 356
7644 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ヲトナシ 914 ヲトナシ
7645 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 北ノ峯ハヒトツフロカトウ限テ与州奥延犬飼村境 914
7646 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 中尾坂本 914 中尾ノウ子
7647 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 テイハ 914 357
7648 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 高畑 914 タカヒハタ
7649 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 柚木ノ本 914
7650 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 ソリ 914
7651 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内烏村 マカリ谷 914 マカリ谷
7652 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 北高山平岩峯与州貞延山犬飼村大境詰テ 914 358
7653 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 小城村 イナヤノマエ 914 イナヤノ前
7654 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 小城村 小城下田 914
7655 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 小城村 亀越口 914 カミノコエ口 359
7656 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 914
7657 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 下サコクチ 914
7658 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 下タハ 914 下モダバ
7659 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 長サハ 914 長沢谷
7660 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 ハサノスソ 914
7661 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 下サハ 914 360
7662 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 井ノモト詰テ 914
7663 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 長サハ 914
7664 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 居ヤシキ 914
7665 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 ヤケソ川口 914 ヤケソ川
7666 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 タキノ下 914 タキノ下
7667 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 烏村 ヤケソ川 914 ヤケソ川 361
7668 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 915
7669 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 亀越口 915 亀越口
7670 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 下ヤシキ 915
7671 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 いちや敷 915
7672 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 下コミ 915 五味 362
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7673 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 ヒトセマチタ 915
7674 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 ツユハナ 915
7675 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉村 ヒキセウ 915
7676 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 コエ 915
7677 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 よこ道 915
7678 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 石田川 915 石田川 363
7679 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ヒソワラ 915 久原
7680 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ハラヒウ谷 915
7681 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ヲモタ 915 364
7682 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ウスノサコ 915 臼ガサコ
7683 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 長田 915
7684 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大藪口 915 大藪
7685 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 打籔 915 折藪
7686 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 地吉越 915 365
7687 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 アカリヤシキ 915 上り屋敷 366
7688 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 亀越 915
7689 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 南ノサカリ 915
7690 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ひかし浦 915 東裏 367
7691 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 中むら 915 368
7692 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 弓場ノモト 915 弓場ノ本
7693 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 宮ノワキ 915
7694 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 イチウハラ 915 井長原
7695 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 中野田 915
7696 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 カケチ 915 369
7697 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 庵ノ前 915
7698 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 はや■■ 915
7699 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 寺中 915
7700 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 モミノ木 915 椴ノ木
7701 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 河なろ 915 370
7702 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 なかひ河なろ 915
7703 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 イツカ谷 915
7704 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ヲクタ 915
7705 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 タノマエ 915
7706 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 八幡神田 915
7707 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 ウリシリ 915 371
7708 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 クホテウシクチ 915
7709 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 遅越 915
7710 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大ツエ 915 大津屋 372
7711 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 クホノハシ 915 クボノハシ
7712 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 トマリ 915 泊ノ戸
7713 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大畑 915 大畑 373
7714 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大畑ヒル谷 915
7715 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 爰ヨリ大野内宮谷 912 374
7716 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 宮谷 912



長宗我部地検帳刊本ホノギ一覧（四万十町分）

2017/12/8【168/170】 20171129長宗我部地検帳郡別ホノギ等一覧（ｈｐ用）

No 郡別刊本名 検地日 地検帳名 村 ホノギ 字 比定 刊本頁 備考

7717 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 石井口 912 石井口
7718 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 カトノモト 912 カドノモト
7719 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 ヲンチタ 912
7720 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 カイノ木 912
7721 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 いまの本横田 912
7722 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村（横臼） ヨコウス木 912 西横臼・東横臼 375
7723 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 大野々村 カミタ 912 カミダ
7724 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川 912
7725 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 イノカミ 912 イノカミ
7726 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 ヲイナシ 912
7727 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 カヘトノ 912 カイドノ
7728 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 イタヤ 912 板ヤ
7729 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 小西良 912 小四郎
7730 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 石のくほ 912 石ノクボ 376
7731 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 カヤノ木 912
7732 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 妙本ヤシキ 912 妙ホン
7733 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 下志口 912
7734 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 なり 912
7735 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 はま三衛門 912 ハマシロヲ 377
7736 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 ヲンチタハ 912 ヲンヂダバ
7737 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 ふねのきた 912 船ノサコ
7738 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 十河内白井川村 又七分 912 マタ七
7739 幡多郡上の１ 慶長02/03/11 土佐国幡多郡上山郷地検帳　慶長二年三月十一日 惣都合田数五拾町九段
7740 幡多郡上の１ 旧暦慶長02年04月02日 ↑ 上山地検七帳内　総田数四百町五反 378
7741 幡多郡上の１ 旧暦天正16年01月28日 ↓ 379
7742 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 田野々村 801
7743 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 田野々村 南ノヲク 801 南ノヲク
7744 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 田野々村 石地 801
7745 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 田野々村 岡本谷 801 （岡本谷）
7746 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 アコウ村 801
7747 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 アコウ村（吾川） アコウ 801 阿川駄場
7748 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 田野々村（上頭） カミソ 801 上頭
7749 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川ノ村 912
7750 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川ノ村 ヤナセ 912
7751 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川ノ村 谷■■地 912
7752 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川ノ村（ウノタハ） 下田ノ上 912 380
7753 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大野々村 912
7754 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大野々村 石神 912
7755 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大野々村 小西良谷 912
7756 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大野々村 ヲトリ堂 912
7757 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 912
7758 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 ホトヲ寺ノ上 912
7759 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 下郷■■原懸テ 912
7760 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 新介土ゐ 912
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7761 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 中ヤシキ 912
7762 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 クマノタウ 912
7763 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 スクノ谷 912 381
7764 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 川向沢タイク 912
7765 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 ヒソ山上 912
7766 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 滝ツメ 912
7767 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 大ヤシキ 912
7768 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 エイチヤシキ 912
7769 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 ヒラ畠 912 ヒラ畠
7770 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川村 せイ谷 912
7771 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 914
7772 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 野ツチ 914
7773 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 ナラ谷 914
7774 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 竹ノセ 914
7775 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 堂カヘヱチ 914
7776 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 ヒヤタせ 914 ヒナタセ
7777 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 イナヤノ舞ノ上 914
7778 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 十川カラス村 八良衛門ヤシキ 914 382
7779 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 コシロノヲク同 914
7780 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 コシロノヲク同 シラメクハ 914
7781 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉ノ村 915
7782 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉ノ村 カメノコエ 915 亀越
7783 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス分 914
7784 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス分 ヤケソノ川 914
7785 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 915
7786 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 サコノウチ 915
7787 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス村 914
7788 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス村 カチウ谷 914
7789 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス村 新サコ 914
7790 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス村 ナルカワ谷 914
7791 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 カラス村 宮ノ谷 914
7792 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 915
7793 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 市ウバラ 915 井長原
7794 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 カミヤシキ 915
7795 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 タノコヱ向 915
7796 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 ウルシリ 915
7797 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 カケウラ 915 カケウラ
7798 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 大ツヱノ上 915 大津屋 383
7799 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 窪チヤウシ谷 915
7800 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 大ハタ 915 大畑
7801 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 川原畠 915
7802 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 ヒヱ谷 915
7803 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 カシヲ 915
7804 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 大ヤフ 915 大藪
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7805 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 地吉村 シフヒチ 915
7806 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 今成村 916
7807 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 今成村 ■バ井ノ分 916
7808 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 今成村 渕ノ上 916 フチノ上ヘ 384
7809 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 鍋谷村 912
7810 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 鍋谷村 大フカ谷 912
7811 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 広瀬村 917
7812 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 広瀬村 ■見寺 917
7813 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 柳瀬村 918
7814 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 柳瀬村 ■マタ■ 918
7815 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 アイコノ村 918
7816 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 アイコノ村 ■ヤシキ 918
7817 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 ホキ村 918
7818 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 ホキ村 ヲキ山 918 ヲチ山
7819 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 ホキ村 大ヒラ 918 ヲヲヒラ谷 385
7820 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 ホキ村 北バナ 918
7821 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 小野々村 909
7822 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 小野々村 コウコ谷 909
7823 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 細々村 908
7824 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 細々村 細々ノ向 908
7825 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 細々村 今佐 908
7826 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 細々村 九良作 908
7827 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大道村 911
7828 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大道村 源三良作 911
7829 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大道村 ツル井ノ谷 911
7830 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大道村 イツイ谷 911
7831 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 大道村 ■井テ■本 911
7832 幡多郡上の１ 天正16/01/16 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳 四町七段
7833 幡多郡上の１ 旧暦天正16年01月28日 土州幡多郡上山高山ハタ地検帳
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