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1 01越知面 井の谷 いのたに 恩地畝 おんじうね
2 01越知面 井の谷 いのたに 東 ひがし
3 01越知面 井の谷 いのたに 上ミ屋敷 かみやしき
4 01越知面 井の谷 いのたに 嘘り いおり
5 01越知面 井の谷 いのたに 萩ノ畝 はぎのうね
6 01越知面 井の谷 いのたに 肥草場 こえくさば
7 01越知面 井の谷 いのたに 玄場（原場） げんば
8 01越知面 井の谷 いのたに 黒松 くろまつ
9 01越知面 井の谷 いのたに 大駄場 おおだば
10 01越知面 井の谷 いのたに 西黒松 にしくろまつ
11 01越知面 井の谷 いのたに 猪ノ谷 いのたに
12 01越知面 井の谷 いのたに 弥太郎畝 やたろううね
13 01越知面 井の谷 いのたに 大平 おおひら
14 01越知面 井の谷 いのたに 田平 でんびら
15 01越知面 井の谷 いのたに 池ノ平 いけのひら
16 01越知面 井の谷 いのたに 陰林 かげばやし
17 01越知面 井の谷 いのたに 渦尻 うずしり
18 01越知面 井の谷 いのたに 膳畑 ぜんばた
19 01越知面 永野 ながの 長石 ながいし
20 01越知面 永野 ながの 城ヶ畝 じょうがうね
21 01越知面 永野 ながの 馬場畝 ばばうね
22 01越知面 永野 ながの 植松 うえまつ
23 01越知面 永野 ながの 岳山（嶽山） たきやま
24 01越知面 永野 ながの 栞り しおり
25 01越知面 永野 ながの 浜後 はまご
26 01越知面 永野 ながの 笠松 かさまつ
27 01越知面 永野 ながの 下モ駄場 しもだば
28 01越知面 永野 ながの 松尾 まつお
29 01越知面 永野 ながの 城ノ峰（城ノ岸） じょうのみね
30 01越知面 永野 ながの 円ル石（丸石） まるいし
31 01越知面 永野 ながの 上ハ駄場 うわだば
32 01越知面 永野 ながの 左勢坊 させぼ
33 01越知面 永野 ながの 茶ノ木畝 ちゃのきうね
34 01越知面 永野 ながの 西 にし
35 01越知面 永野 ながの 堂本田 どうもとだ
36 01越知面 永野 ながの 本モ屋 もともや
37 01越知面 永野 ながの 口目塚 くちめづか
38 01越知面 永野 ながの 樋ノ口 ひのくち
39 01越知面 永野 ながの 峰（峯） みね
40 01越知面 永野 ながの 桜木 さくらぎ
41 01越知面 永野 ながの 泉 いずみ
42 01越知面 永野 ながの 峠ノ元 とうげのもと
43 01越知面 永野 ながの 岩屋カ平（岩屋ヶ平） いわやがひら
44 01越知面 永野 ながの 目度ノ元 めどのもと
45 01越知面 永野 ながの 東谷 ひがしだに
46 01越知面 永野 ながの 滝溜ヶ谷（滝溜ガ谷） たるがたに
47 01越知面 永野 ながの 谷奥 たにおく
48 01越知面 永野 ながの 白岳（白滝） しらたき
49 01越知面 永野 ながの 桂 かつら
50 01越知面 永野 ながの 又地 またぢ
51 01越知面 永野 ながの 花原 はなはら
52 01越知面 永野 ながの 喜作畑 きさくばた
53 01越知面 永野 ながの 目度口 めどぐち
54 01越知面 永野 ながの 蟻ノ木 ありのき
55 01越知面 永野 ながの 空王 そらおお
56 01越知面 永野 ながの 西大窪 にしおおくぼ
57 01越知面 永野 ながの 板橋 いたばし
58 01越知面 永野 ながの 三辻 みつじ
59 01越知面 永野 ながの 小屋ヶ谷 こやがたに
60 01越知面 永野 ながの 唐岩 からいわ
61 01越知面 永野 ながの 地芳 じよし
62 01越知面 永野 ながの 洞薫 どうくん
63 01越知面 永野 ながの 深程 ふかほど
64 01越知面 永野 ながの 潰ガ峠 つえがとうげ
65 01越知面 永野 ながの 潰ヶサコ（潰ガ佐古） つえがさこ
66 01越知面 永野 ながの 休ミ石 やすみいし
67 01越知面 永野 ながの 大寄合 おおもやい
68 01越知面 永野 ながの 西笠松 にしかさまつ
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69 01越知面 永野 ながの 勇海 ゆうかい
70 01越知面 永野 ながの 堂々 どうどう
71 01越知面 永野 ながの 風爐ヶ谷（風呂ヶ谷） ふろがたに
72 01越知面 永野 ながの 万五郎 まんごろう
73 01越知面 永野 ながの 猪伏ガ平 いぶしがたいら
74 01越知面 永野 ながの 下渡瀬 しもわたせ
75 01越知面 永野 ながの 作納 さくのう
76 01越知面 永野 ながの 滝溜ガ上 たるがうえ
77 01越知面 永野 ながの 堀ガ元 ほりがもと
78 01越知面 永野 ながの 滝ノ畝 たきのうね
79 01越知面 永野 ながの 大野地 おおのぢ
80 01越知面 永野 ながの 茶碗神 ちゃわんがみ
81 01越知面 永野 ながの 大ザレ おおざれ
82 01越知面 永野 ながの 踊り堂 おどりどう
83 01越知面 永野 ながの 池ノ窪 いけのくぼ
84 01越知面 永野 ながの 大地 おおち
85 01越知面 永野 ながの 蛇持 じゃもち
86 01越知面 永野 ながの 古寺 ふるてら
87 01越知面 永野 ながの 霜奈路 しもなろ
88 01越知面 永野 ながの 山崎 やまさき
89 01越知面 永野 ながの 根露口（根蕗口） ねふきぐち
90 01越知面 永野 ながの 宮ノ首 みやのくび
91 01越知面 永野 ながの 寺畝 てらうね
92 01越知面 永野 ながの 尾立山 おたてやま
93 01越知面 永野 ながの 矢野地 やのぢ
94 01越知面 永野 ながの 三郎木場 さぶろうきば
95 01越知面 永野 ながの 下タ栃 したどち
96 01越知面 永野 ながの 芝山 しばやま
97 01越知面 永野 ながの 栃ノ木谷 とちのきだに
98 01越知面 永野 ながの 栂ノ内 つがのうち
99 01越知面 永野 ながの 組地 くみぢ
100 01越知面 永野 ながの 上ハ休場 うわやすば
101 01越知面 永野 ながの 上ハ段 うわだん
102 01越知面 永野 ながの 口粟 くちあわ
103 01越知面 永野 ながの 清水谷 しみずだに
104 01越知面 永野 ながの 研草畝 とくさうね
105 01越知面 永野 ながの 恩地 おんぢ
106 01越知面 永野 ながの 桧生 ひそう
107 01越知面 永野 ながの 牛上峰 うしじょうみね
108 01越知面 永野 ながの 伊之助作り いのすけづくり
109 01越知面 永野 ながの 源平衆 げんぺいしゅう
110 01越知面 永野 ながの 橋ガ谷 はしがたに
111 01越知面 永野 ながの 馬鹿ダメシ（馬鹿試） ばかだめし
112 01越知面 永野 ながの 金輪木 かなわぎ
113 01越知面 永野 ながの 奥陰 おくかげ
114 01越知面 永野 ながの 夕陰 ゆうかげ
115 01越知面 永野 ながの 大陰 おおかげ
116 01越知面 永野 ながの 高草出（高早出） たかさで
117 01越知面 永野 ながの 諸険ヶ森 しょけんがもり
118 01越知面 永野 ながの 古田 ふるた
119 01越知面 永野 ながの 秋伐 あきぎり
120 01越知面 永野 ながの 松畝 まつのうね
121 01越知面 永野 ながの 下モ峠辺 しもとうべ
122 01越知面 永野 ながの 淋シ さびし
123 01越知面 永野 ながの 摺鉢谷 すりばちだに
124 01越知面 永野 ながの 孫田 まごた
125 01越知面 永野 ながの 根露（根蕗） ねぶき
126 01越知面 永野 ながの 蜂ノ巣 はちのす
127 01越知面 永野 ながの 浪ガ瀬 なみがせ
128 01越知面 永野 ながの 光リ岩 ひかりいわ
129 01越知面 永野 ながの 梅ノ木谷 うめのきだに
130 01越知面 永野 ながの 手備ガ谷 てびがたに
131 01越知面 田野々 たのの 落出 おちで
132 01越知面 田野々 たのの 池ノ峠 いけのとう
133 01越知面 田野々 たのの 広瀬 ひろせ
134 01越知面 田野々 たのの 松ノ平 まつのひら
135 01越知面 田野々 たのの 市ノ瀬 いちのせ
136 01越知面 田野々 たのの 宮原 みやはら
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137 01越知面 田野々 たのの 中屋敷 なかやしき
138 01越知面 田野々 たのの 久保 くぼ
139 01越知面 田野々 たのの 大坪 おおつぼ
140 01越知面 田野々 たのの 駄場 だば
141 01越知面 田野々 たのの 塗師屋 ぬしや
142 01越知面 田野々 たのの シキリ しきり
143 01越知面 田野々 たのの 防六 ぼうろく
144 01越知面 田野々 たのの 新開 しんかい
145 01越知面 田野々 たのの 下屋敷 しもやしき
146 01越知面 田野々 たのの カヂヤシキ かぢやしき
147 01越知面 田野々 たのの 本モ才 おもさい
148 01越知面 田野々 たのの 川原田 かわらだ
149 01越知面 田野々 たのの 弥郎屋敷 やろうやしき
150 01越知面 田野々 たのの 杭ノ駄場 くいのだば
151 01越知面 田野々 たのの 峠ノ段 とうのだん
152 01越知面 田野々 たのの 赤原 あかはら
153 01越知面 田野々 たのの 大元 おおもと
154 01越知面 田野々 たのの 峠ヶ谷 とうがたに
155 01越知面 田野々 たのの 滝山 たきやま
156 01越知面 田野々 たのの ジャブチ じゃぶち
157 01越知面 田野々 たのの 桂越 かつらごえ
158 01越知面 田野々 たのの 片木 かたぎ
159 01越知面 田野々 たのの 岩ヶ平 いわがだいら
160 01越知面 田野々 たのの 周州 しゅうしゅう
161 01越知面 田野々 たのの ケヤキバタ けやきばた
162 01越知面 田野々 たのの 西山 にしやま
163 01越知面 田野々 たのの 氷山 こおりやま
164 01越知面 田野々 たのの ロウクワン（ロウカン） ろうかん
165 01越知面 田野々 たのの 土ノ畝 つちのうね
166 01越知面 田野々 たのの 影平 かげひら
167 01越知面 田野々 たのの 恵林畑 えりんばた
168 01越知面 田野々 たのの 高松 たかまつ
169 01越知面 田野々 たのの ヲリ越（オソ越） おそごえ
170 01越知面 田野々 たのの 下タ岩土 したいわつち
171 01越知面 田野々 たのの カノヲギ かのおぎ
172 01越知面 田野々 たのの ホコ石 ほこいし
173 01越知面 田野々 たのの 石神越 いしがみごえ
174 01越知面 田野々 たのの 名本休場 なもとやすば
175 01越知面 田野々 たのの 吉良々石 きららいし
176 01越知面 田野々 たのの 岩土 いわつち
177 01越知面 田野々 たのの ワシノス わしのす
178 01越知面 田野々 たのの ニッケバ にっけば
179 01越知面 田野々 たのの シラリ道（シオリ） しおり
180 01越知面 田野々 たのの 源代 ？げんだい？
181 01越知面 田野々 たのの ナロハタ なろはた
182 01越知面 田野々 たのの シミヅ しみづ
183 01越知面 田野々 たのの カゲジ かげじ
184 01越知面 田野々 たのの 松尾（松尾谷） まつお
185 01越知面 田野々 たのの バソク ばそく
186 01越知面 田野々 たのの 神田 しんでん
187 01越知面 田野々 たのの 明ラ井 あからい
188 01越知面 田野々 たのの カゲノヂ かげのぢ
189 01越知面 田野々 たのの 膳田 ぜんだ
190 01越知面 田野々 たのの 戸々ヶ谷 ととがたに
191 01越知面 田野々 たのの 下モ長柄（下モ奈ゴヲ） しもなごら
192 01越知面 田野々 たのの セリ川（芹川） せりかわ
193 01越知面 田野々 たのの 滝ノ奥 たきのおく
194 01越知面 田野々 たのの 五葉ヶ滝（ゴヨガタキ） ごようがたき
195 01越知面 上本村 かみほんむら 奈路畑 なろはた
196 01越知面 上本村 かみほんむら 桧生 ひそう
197 01越知面 上本村 かみほんむら 大川不入山 おおかわいらず
198 01越知面 上本村 かみほんむら 瀬戸 せと
199 01越知面 上本村 かみほんむら 奥瀬戸 おくせと
200 01越知面 上本村 かみほんむら 石背戸 いしぜと
201 01越知面 上本村 かみほんむら 宮ノ嶺（宮ノ峠） みやのとう
202 01越知面 上本村 かみほんむら 六郎小家 ろくろうごや
203 01越知面 上本村 かみほんむら 瀬戸口 せとぐち
204 01越知面 上本村 かみほんむら 竹の藪 たけのやぶ



梼原町の大字・旧字一覧

2018/3/5 4/21 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 備考

205 01越知面 上本村 かみほんむら 白井滝 しらいたき
206 01越知面 上本村 かみほんむら 順作り じゅんづくり
207 01越知面 上本村 かみほんむら 恩地 おんぢ
208 01越知面 上本村 かみほんむら 胡麻尻 ごまじり
209 01越知面 上本村 かみほんむら 栄木畝 えいきうね
210 01越知面 上本村 かみほんむら 番次賀野 ばんじがの
211 01越知面 上本村 かみほんむら ウルシガノ うるしがの
212 01越知面 上本村 かみほんむら 鳥越 とりごえ
213 01越知面 上本村 かみほんむら 熊ノ櫛 くまのくし
214 01越知面 上本村 かみほんむら 野中 のなか
215 01越知面 上本村 かみほんむら 木地屋敷 きじやしき
216 01越知面 上本村 かみほんむら 白石 しらいし
217 01越知面 上本村 かみほんむら 城ヶ島 じょうがしま
218 01越知面 上本村 かみほんむら 松ヶ平 まつがひら
219 01越知面 上本村 かみほんむら トヤノヲ とやのう
220 01越知面 上本村 かみほんむら 蒐ノヲ ぬたのう
221 01越知面 上本村 かみほんむら 槙ノ畝 まきのうね
222 01越知面 上本村 かみほんむら 知幸坊 ちこうぼう
223 01越知面 上本村 かみほんむら 通尾 とおりお
224 01越知面 上本村 かみほんむら 樋ノ谷 ひのたに
225 01越知面 上本村 かみほんむら 枝折ヶ谷 しおりがたに
226 01越知面 上本村 かみほんむら 外市田 といちだ
227 01越知面 上本村 かみほんむら 枝折ノ元 しおりのもと
228 01越知面 上本村 かみほんむら 五郎新淵 ごろうしんぶち
229 01越知面 上本村 かみほんむら アヲリヶ佐古 あおりがさこ
230 01越知面 上本村 かみほんむら 太郎田 たろうだ
231 01越知面 上本村 かみほんむら 樋ノ上 ひのうえ
232 01越知面 上本村 かみほんむら 滝野々 たきのの 旧小字図は下本村
233 01越知面 上本村 かみほんむら 中駄場 なかだば
234 01越知面 上本村 かみほんむら 硎屋 とぎや
235 01越知面 上本村 かみほんむら 甲斐城 かいじょう
236 01越知面 上本村 かみほんむら 野地 のぢ
237 01越知面 上本村 かみほんむら 久要道（久要堂） くようどう
238 01越知面 上本村 かみほんむら 室屋 むろや
239 01越知面 上本村 かみほんむら 砥石谷 といしだに
240 01越知面 上本村 かみほんむら 畝 うね
241 01越知面 上本村 かみほんむら 狩場 かりば
242 01越知面 上本村 かみほんむら ヲモサコ おもさこ
243 01越知面 上本村 かみほんむら 羽子ノ内 はごのうち
244 01越知面 上本村 かみほんむら 尻高畝 しりだかうね
245 01越知面 上本村 かみほんむら 栗木林 くりのきばやし
246 01越知面 上本村 かみほんむら コヤノ谷 こやのたに
247 01越知面 上本村 かみほんむら 大水口 おおみなくち
248 01越知面 上本村 かみほんむら ユスノクボ ゆすのくぼ
249 01越知面 上本村 かみほんむら 花紅 はなくれない
250 01越知面 上本村 かみほんむら 絶頂作り ぜっちょうづくり
251 01越知面 上本村 かみほんむら 高畦 たかあぜ
252 01越知面 上本村 かみほんむら 柳谷 やなぎたに
253 01越知面 上本村 かみほんむら 谷口 たにぐち
254 01越知面 下本村 しもほんむら 黒床 くろとこ 小字図は上本村
255 01越知面 下本村 しもほんむら 西ヶサコ にしがさこ
256 01越知面 下本村 しもほんむら 九内畑 くないばた 小字図は上本村
257 01越知面 下本村 しもほんむら 南 みなみ
258 01越知面 下本村 しもほんむら 獅子棚 ししだな
259 01越知面 下本村 しもほんむら 栗実川（栗見川） くりみがわ
260 01越知面 下本村 しもほんむら 駄馬屋敷 だばやしき
261 01越知面 下本村 しもほんむら 時土 ときど
262 01越知面 下本村 しもほんむら 後ロ林 うしろばやし
263 01越知面 下本村 しもほんむら 板見川 いたみがわ
264 01越知面 下本村 しもほんむら 金納作り こんのうづくり
265 01越知面 下本村 しもほんむら 後ロ屋 うしろや
266 01越知面 下本村 しもほんむら 土居中屋敷 どいなかやしき
267 01越知面 下本村 しもほんむら 土居中屋敷ノ前 どいなかやしきのまえ
268 01越知面 下本村 しもほんむら 茶屋ノ下 ちゃやのした
269 01越知面 下本村 しもほんむら 長野地 ながのぢ
270 01越知面 上本村 かみほんむら 荒神山 こうじんやま 角川事典は長谷
271 01越知面 上本村 かみほんむら 宮畝頭 みやぜと 角川事典は長谷
272 01越知面 上本村 かみほんむら 駄場 だば 角川事典は長谷
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273 01越知面 上本村 かみほんむら 吾郎進 ごろうしん 角川事典は長谷
274 01越知面 上本村 かみほんむら 滝の下タ たきのした 角川事典は長谷
275 01越知面 上本村 かみほんむら 大佐古 おおさこ 角川事典は長谷
276 01越知面 上本村 かみほんむら 鳥居ノサコ とりいのさこ 角川事典は長谷
277 01越知面 上本村 かみほんむら 欅サコ けやきのさこ 角川事典は長谷
278 01越知面 上本村 かみほんむら 駄場ノサコ だばのさこ 角川事典は長谷
279 01越知面 上本村 かみほんむら 洗場谷 せんばがたに 角川事典は長谷
280 01越知面 太田戸 おおたど 石神越 いしがみごえ
281 01越知面 太田戸 おおたど 下モ屋敷 しもやしき
282 01越知面 太田戸 おおたど ミコヤシキ（神子屋敷） みこやしき
283 01越知面 太田戸 おおたど 高野谷 たかのだに
284 01越知面 太田戸 おおたど シンガイ しんがい
285 01越知面 太田戸 おおたど 窪田 くぼた
286 01越知面 太田戸 おおたど ヲリツキ おりつき
287 01越知面 太田戸 おおたど 鳥居ノ元 とりいのもと
288 01越知面 太田戸 おおたど ヲモテヤシキ おもてやしき
289 01越知面 太田戸 おおたど 向イ林 むかいばやし
290 01越知面 太田戸 おおたど カタギ原 かたぎはら
291 01越知面 太田戸 おおたど 大畝 おおうね
292 01越知面 太田戸 おおたど 上ワ高野谷 うわたかのだに
293 01越知面 太田戸 おおたど コエツトウ こえツとう
294 01越知面 太田戸 おおたど 井ザイコ いざいこ
295 01越知面 太田戸 おおたど カモン作り かもんつくり
296 01越知面 太田戸 おおたど 目打場 めうちば
297 01越知面 太田戸 おおたど 岩屋ノ口 いわやのくち
298 01越知面 太田戸 おおたど 大林 おおばやし
299 01越知面 太田戸 おおたど 桧休場 ひのきやすば
300 01越知面 太田戸 おおたど 河原畑 かわらばた
301 01越知面 太田戸 おおたど 嘉門屋敷 かもんやしき
302 01越知面 太田戸 おおたど 東家舗 ひがしやしき
303 01越知面 太田戸 おおたど 住谷 すみだに
304 01越知面 太田戸 おおたど 駄場 だば
305 01越知面 太田戸 おおたど 下モ奈路 しもなろ
306 01越知面 太田戸 おおたど 新道 しんみち
307 01越知面 太田戸 おおたど ハイノ峰 はいのみね
308 01越知面 太田戸 おおたど 西ノ谷 にしのたに
309 01越知面 太田戸 おおたど 大家 おおいえ
310 01越知面 太田戸 おおたど 上ミ鍛冶屋 かみかぢや
311 01越知面 太田戸 おおたど ウトウザルヤ うとうざるや
312 01越知面 太田戸 おおたど 長三郎畝 ちょうざぶろううね
313 01越知面 太田戸 おおたど カゲ林 かげばやし
314 01越知面 太田戸 おおたど 宮ノ谷 みやのたに
315 01越知面 太田戸 おおたど 木地屋畝 きじやうね
316 01越知面 太田戸 おおたど ニセン畝 にせんうね
317 01越知面 太田戸 おおたど シヲリガサコ しおりがさこ
318 01越知面 太田戸 おおたど ツヅラガサコ つづらがさこ
319 01越知面 太田戸 おおたど 木地屋 きじや
320 01越知面 太田戸 おおたど イラズ いらず
321 01越知面 太田戸 おおたど ハチガ畝 はちがうね
322 01越知面 太田戸 おおたど 弥六畑 やろくばた
323 01越知面 太田戸 おおたど 兵人 ひょうじん
324 01越知面 太田戸 おおたど 奥堂上 おくどうじょう
325 01越知面 太田戸 おおたど 北エ門 きたえもん
326 01越知面 太田戸 おおたど 郷境 ごうざかい
327 01越知面 太田戸 おおたど 天ムキ てんむき
328 01越知面 太田戸 おおたど サクラ原 さくらはら
329 01越知面 太田戸 おおたど 木戸橋 きどはし
330 01越知面 太田戸 おおたど 立石 たていし
331 01越知面 太田戸 おおたど ハド畠 はどばたけ
332 01越知面 太田戸 おおたど 上ミ木地 かみきじ
333 01越知面 太田戸 おおたど トデガサコ とでがさこ
334 01越知面 太田戸 おおたど 戎滝 えびすだき
335 01越知面 太田戸 おおたど クチウス くちうす
336 01越知面 太田戸 おおたど ヌタノウ ぬたのう
337 01越知面 太田戸 おおたど 小松ヶ内 こまつがうち
338 01越知面 太田戸 おおたど 新徳作り しんとくづくり
339 01越知面 太田戸 おおたど ツラ次郎 つらじろう
340 01越知面 太田戸 おおたど 大久保 おおくぼ
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341 01越知面 太田戸 おおたど 丸山 まるやま
342 01越知面 太田戸 おおたど ナワビソ なわびそ
343 01越知面 太田戸 おおたど 平岩 ひらいわ
344 01越知面 太田戸 おおたど 水ノ元 みずのもと
345 01越知面 太田戸 おおたど 岸ノ下 きしのした
346 01越知面 太田戸 おおたど 岩屋伏 いわやぶせ
347 01越知面 太田戸 おおたど 中ヲノ（中央） なかおの
348 01越知面 太田戸 おおたど 石名 いしな
349 01越知面 太田戸 おおたど タルガ谷 たるがたに
350 01越知面 太田戸 おおたど ホツホウ畝（ホッポウ） ほつほううね
351 01越知面 太田戸 おおたど カラビ尾 からびお
352 01越知面 太田戸 おおたど 次郎九郎 じろうくろう
353 01越知面 太田戸 おおたど 梅ノ木ヶ市 うめのきがいち
354 01越知面 太田戸 おおたど 角石 かどいし
355 01越知面 太田戸 おおたど 下モタキノ平 しもたきのひら
356 01越知面 太田戸 おおたど 上ミタキノ平 かみたきのひら
357 01越知面 太田戸 おおたど 笠松 かさまつ
358 01越知面 太田戸 おおたど クサイタキ くさいたき
359 01越知面 太田戸 おおたど イノ々元 いののもと
360 01越知面 太田戸 おおたど 井ラ原 いらはら
361 01越知面 太田戸 おおたど 大内ウス おおうちうす
362 01越知面 太田戸 おおたど タマリ水 たまりみず
363 01越知面 太田戸 おおたど オリバノタヲ（庄場ノタヲ） おりばのたお
364 01越知面 太田戸 おおたど 倉太夫 くらだゆう
365 01越知面 太田戸 おおたど フキ原（蕗原） ふきはら
366 01越知面 太田戸 おおたど 通尾 とおりお
367 01越知面 太田戸 おおたど クルバガサコ くるばがさこ
368 01越知面 太田戸 おおたど 防良士 ぼうりょうし
369 01越知面 太田戸 おおたど 川奈路 かわなろ
370 01越知面 太田戸 おおたど 岡屋舗 おかやしき
371 01越知面 太田戸 おおたど 大家向ヒ おおやのむかい
372 01越知面 太田戸 おおたど 長サコ ながさこ
373 01越知面 太田戸 おおたど 林屋シキ はやしやしき
374 01越知面 太田戸 おおたど カラカイ からかい
375 01越知面 太田戸 おおたど ケヤコガサコ けやこがさこ
376 01越知面 太田戸 おおたど 鍋太郎 なべたろう
377 01越知面 太田戸 おおたど 追立 おいたて
378 01越知面 太田戸 おおたど 松原尾 まつばらお
379 01越知面 太田戸 おおたど ソコビキ そこびき
380 01越知面 太田戸 おおたど 氷山 こおりやま
381 01越知面 太田戸 おおたど 土潰 つちつえ
382 01越知面 太田戸 おおたど 高口畑 たからばた
383 01越知面 太田戸 おおたど 古川林 ふるかわばやし
384 01越知面 太田戸 おおたど 古河 ふるかわ
385 01越知面 太田戸 おおたど 柳ノ谷 やなぎのたに
386 01越知面 太田戸 おおたど 黒松越 くろまつごえ
387 01越知面 太田戸 おおたど 城ヶ畝 じょうがうね
388 01越知面 太田戸 おおたど 小太郎 こたろう
389 01越知面 横貝 よこがい 小櫛 こぐし
390 01越知面 横貝 よこがい 井ノ木ノ平 いのきのひら
391 01越知面 横貝 よこがい 柿ノ木屋敷 かきのきやしき
392 01越知面 横貝 よこがい 出分 でぶん
393 01越知面 横貝 よこがい 大根畝 だいこんうね
394 01越知面 横貝 よこがい 飛天神 ひてんじ
395 01越知面 横貝 よこがい 尾巻ノ谷 おまきのたに
396 01越知面 横貝 よこがい 僧都居 そうずい
397 01越知面 横貝 よこがい 山椒ノ木 さんしょのき
398 01越知面 横貝 よこがい 横谷口 よこたにぐち
399 01越知面 横貝 よこがい 木戸石 きどいし
400 01越知面 横貝 よこがい ヲシレ おしれ
401 01越知面 横貝 よこがい タラノ窪 たらのくぼ
402 01越知面 横貝 よこがい 萱場 かやば
403 01越知面 横貝 よこがい スズノサコ すずのさこ
404 01越知面 横貝 よこがい 岡ノ上（ヲカ） おかのうえ
405 01越知面 横貝 よこがい 中屋敷 なかやしき
406 01越知面 横貝 よこがい 栂ヲ々 つがおお
407 01越知面 横貝 よこがい 中王畝 なかおううね
408 01越知面 横貝 よこがい 黒座葦畝 くろざいうね
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409 01越知面 横貝 よこがい 不入山 いらずやま
410 01越知面 横貝 よこがい 五十坂 いかがざか
411 01越知面 横貝 よこがい 源左エ門作 げんざえもんつくり
412 01越知面 横貝 よこがい 池ノ峠 いけのとう
413 01越知面 横貝 よこがい 三本松 さんぼんまつ
414 01越知面 横貝 よこがい 道前 みちまえ
415 01越知面 横貝 よこがい 上ミ六郎 かみろくろう
416 01越知面 横貝 よこがい スズレ石 すずれいし
417 01越知面 横貝 よこがい 与助作り よすけつくり
418 02四万川 東向 こちむき 東向口 こちむきぐち
419 02四万川 東向 こちむき 明堂 みょうどう
420 02四万川 東向 こちむき 山口 やまぐち
421 02四万川 東向 こちむき 茅場 かやば
422 02四万川 東向 こちむき 槍場 やりば
423 02四万川 東向 こちむき 向事 むくじ
424 02四万川 東向 こちむき 岡屋敷 おかやしき
425 02四万川 東向 こちむき 灰床 はいとこ
426 02四万川 東向 こちむき 家ガ谷 いえがたに
427 02四万川 東向 こちむき 熊ノ内 くまのうち
428 02四万川 東向 こちむき 程落 ほどおち
429 02四万川 東向 こちむき 佐瀬部谷 させべだに
430 02四万川 東向 こちむき 奈良畑 ならはた
431 02四万川 東向 こちむき 壱坪 ひとつぼ
432 02四万川 東川 ひがしがわ 杼ノ木谷 とちのきだに
433 02四万川 東川 ひがしがわ 中尾谷 なかおだに
434 02四万川 東川 ひがしがわ 石休場 いしやすば
435 02四万川 東川 ひがしがわ 長カ谷 なががたに
436 02四万川 東川 ひがしがわ 笹カ峠 ささがとう
437 02四万川 東川 ひがしがわ 量木 はかりぎ
438 02四万川 東川 ひがしがわ 宮ノ向イ みやのむかい
439 02四万川 東川 ひがしがわ 御家 おいえ
440 02四万川 東川 ひがしがわ 養寿 ようじゅ
441 02四万川 東川 ひがしがわ 奥畑 おくばた
442 02四万川 東川 ひがしがわ 三ツ石 みついし
443 02四万川 東川 ひがしがわ 水穴 みずあな 旧小字図は下組
444 02四万川 東川 ひがしがわ 畔高 あぜたか
445 02四万川 東川 ひがしがわ 井野々谷 いののたに
446 02四万川 東川 ひがしがわ 四ツ田 よつだ
447 02四万川 東川 ひがしがわ 朴ノ木 ほうのき
448 02四万川 東川 ひがしがわ 大平 おおひら
449 02四万川 東川 ひがしがわ 口舞 くちまい
450 02四万川 東川 ひがしがわ 西屋敷 にしやしき
451 02四万川 東川 ひがしがわ 東庵 とうあん
452 02四万川 上組 かみぐみ 申田 さるだ
453 02四万川 上組 かみぐみ 山主 やまぬし
454 02四万川 上組 かみぐみ 札場ガ元 ふだがもと 旧小字図は中の川
455 02四万川 上組 かみぐみ 周次藪 しゅうじやぶ
456 02四万川 上組 かみぐみ 長佐古 ながさこ
457 02四万川 上組 かみぐみ 石船 いしぶね
458 02四万川 上組 かみぐみ 八代ガ畝 やしろがうね
459 02四万川 上組 かみぐみ 欅ヶ淵 けやきがふち
460 02四万川 上組 かみぐみ 栂尾々 とがおお
461 02四万川 下組 しもぐみ 影浦 かげうら
462 02四万川 下組 しもぐみ 曽根 そね
463 02四万川 下組 しもぐみ 宮ノ成 みやのなろ
464 02四万川 下組 しもぐみ 上ヱ官 うえがん
465 02四万川 下組 しもぐみ 檮木谷 ゆすきだに
466 02四万川 下組 しもぐみ 萩野々 はぎのの
467 02四万川 下組 しもぐみ 小五郎 こごろう
468 02四万川 下組 しもぐみ 御堂畝 みどううね
469 02四万川 下組 しもぐみ サコ さこ
470 02四万川 下組 しもぐみ 小日浦 こびうら
471 02四万川 下組 しもぐみ 小黒杭 おぐろくい
472 02四万川 下組 しもぐみ 楮屋式 かじやしき
473 02四万川 富永 とみなが 大柏子 おおがやし
474 02四万川 富永 とみなが 楢竹 ならたけ
475 02四万川 富永 とみなが 日ノ浦 ひのうら
476 02四万川 富永 とみなが 赤藪 あかやぶ
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477 02四万川 富永 とみなが 橋ノ谷 はしのたに
478 02四万川 富永 とみなが 白王越 しらおおごえ
479 02四万川 六丁 ろくちょう 本モ田 おもだ
480 02四万川 六丁 ろくちょう 赤岩 あかいわ
481 02四万川 六丁 ろくちょう 笠解 かさほとけ
482 02四万川 六丁 ろくちょう 曲淵 まがりぶち
483 02四万川 六丁 ろくちょう 蕨宇 わらびう
484 02四万川 六丁 ろくちょう 向イ堀田 むかいほりた
485 02四万川 六丁 ろくちょう 鬼神谷 おにがみだに
486 02四万川 六丁 ろくちょう 唯多イ はいたい
487 02四万川 六丁 ろくちょう 土橋 つちばし
488 02四万川 六丁 ろくちょう 階峠 かいとう
489 02四万川 六丁 ろくちょう 渦尻 うずしり
490 02四万川 坂本川 さかもとがわ 苧蒔 うまき
491 02四万川 坂本川 さかもとがわ 押谷 おしだに
492 02四万川 坂本川 さかもとがわ 柳沢 やなぎさわ
493 02四万川 坂本川 さかもとがわ 仲田 なかた
494 02四万川 坂本川 さかもとがわ 仲向イ なかむかい
495 02四万川 坂本川 さかもとがわ 蔵屋 くらや
496 02四万川 坂本川 さかもとがわ 坊寿 ぼうじゅ
497 02四万川 坂本川 さかもとがわ 西ノ宮 にしのみや
498 02四万川 坂本川 さかもとがわ 白井谷 しらいだに
499 02四万川 神の山 かみのやま 牛程 うしほど
500 02四万川 神の山 かみのやま 替返し かえがえし
501 02四万川 神の山 かみのやま 小屋ヶ谷 こやがたに
502 02四万川 神の山 かみのやま 本モ屋敷 おもやしき
503 02四万川 神の山 かみのやま 札場ヶ畝（札場ヶ峠） ふだばがうね
504 02四万川 神の山 かみのやま 高藪 たかやぶ
505 02四万川 神の山 かみのやま 音地田 おんぢだ
506 02四万川 神の山 かみのやま 守屋峠 もりやとう
507 02四万川 神の山 かみのやま 奥宝幸 おくたからこう
508 02四万川 神の山 かみのやま 池ノ峠 いけのとう
509 02四万川 神の山 かみのやま 石ノ本 いしのもと
510 02四万川 神の山 かみのやま 河原田 かわらだ
511 02四万川 神の山 かみのやま 新物 しんぶつ
512 02四万川 文丸 ぶんまる 畑ヶ谷 はたがたに
513 02四万川 文丸 ぶんまる 濁水 にごりみず
514 02四万川 文丸 ぶんまる 古屋敷 ふるやしき
515 02四万川 文丸 ぶんまる 源内伐 げんないぎり
516 02四万川 文丸 ぶんまる 小屋元 こやのもと
517 02四万川 文丸 ぶんまる 太郎田 たろうだ
518 02四万川 文丸 ぶんまる 寄合畑 よりあいばた
519 02四万川 文丸 ぶんまる 上ミ長佐古 かみながさこ
520 02四万川 文丸 ぶんまる 中駄場 なかだば
521 02四万川 文丸 ぶんまる 大窪 おおくぼ
522 02四万川 文丸 ぶんまる 楪山 ゆずりはやま
523 02四万川 文丸 ぶんまる 地吉 じよし
524 02四万川 文丸 ぶんまる 石蕨 いしわらび
525 02四万川 文丸 ぶんまる 弥藤造 やとうぞう
526 02四万川 文丸 ぶんまる 並杉 なみすぎ
527 02四万川 文丸 ぶんまる 桃野木谷 もものきだに
528 02四万川 文丸 ぶんまる 古庵 ふるあん
529 02四万川 文丸 ぶんまる 立野 たちの
530 02四万川 文丸 ぶんまる 桑ノ木畑 くわのきばた
531 02四万川 文丸 ぶんまる 横野 よこの
532 02四万川 文丸 ぶんまる 鳶巣 とびのす
533 02四万川 坪野田 つぼのた 若鶴 わかづる
534 02四万川 坪野田 つぼのた 丸石 まるいし
535 02四万川 坪野田 つぼのた 二葉葛 ふたばくず
536 02四万川 坪野田 つぼのた 宮ノ瀬 みやのせ
537 02四万川 坪野田 つぼのた 下モ屋敷 しもやしき
538 02四万川 坪野田 つぼのた 野中 のなか
539 02四万川 坪野田 つぼのた 海士カ佐古 あまがさこ
540 02四万川 坪野田 つぼのた 松ヶ佐古 まつがさこ
541 02四万川 坪野田 つぼのた 中間内外 なかまないがい
542 02四万川 坪野田 つぼのた 宮カ谷 みやがたに
543 02四万川 坪野田 つぼのた 柿ノ木 かきのき
544 02四万川 坪野田 つぼのた 灰床 はいとこ
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545 02四万川 坪野田 つぼのた 桜カ谷 さくらがたに
546 02四万川 坪野田 つぼのた 蛇持 じゃもち
547 02四万川 坪野田 つぼのた 引隠 ひきかくし
548 02四万川 坪野田 つぼのた 追着場 おいつきば
549 02四万川 坪野田 つぼのた 古宮 ふるみや
550 02四万川 坪野田 つぼのた 田代 たしろ
551 02四万川 坪野田 つぼのた 六郎替地 ろくろうがえち
552 02四万川 坪野田 つぼのた 種子田 しゅしだ
553 02四万川 坪野田 つぼのた 床机屋敷 しょうぎやしき
554 02四万川 坪野田 つぼのた 登屋ヶ谷 とやがたに
555 02四万川 坪野田 つぼのた 弥次郎畑 やじろうばた
556 02四万川 坪野田 つぼのた 岩屋カ谷 いわやがたに
557 02四万川 坪野田 つぼのた 五在所 ございしょ
558 02四万川 坪野田 つぼのた 宝幸 たからこう
559 02四万川 坪野田 つぼのた 隠シ尾 かくしお
560 02四万川 坪野田 つぼのた 大畝 おおうね
561 02四万川 井高 いこう 川原畑 かわらばた 小字図は坪野田
562 02四万川 井高 いこう 草木藪 くさきやぶ
563 02四万川 井高 いこう 東谷 ひがしだに
564 02四万川 井高 いこう 志宇多礼 しうたれ
565 02四万川 井高 いこう 樋ノ口 ひのくち
566 02四万川 井高 いこう 東屋敷 ひがしやしき
567 02四万川 井高 いこう 滝山 たきやま
568 02四万川 井高 いこう 入山 いりやま
569 02四万川 井高 いこう 入不山 いらずやま
570 02四万川 井高 いこう 金和面 かなわづら
571 02四万川 井高 いこう 滝ノ本 たきのもと
572 02四万川 井高 いこう 影地屋敷 かげちやしき
573 02四万川 井高 いこう 木地屋谷 きじやだに
574 02四万川 井高 いこう 程カ峠 ほどがとう
575 02四万川 井高 いこう 石神佐古 いしがみざこ
576 02四万川 井高 いこう 下久保 しもくぼ
577 02四万川 井高 いこう 馬之駄場 うまのだば
578 02四万川 井高 いこう 新谷 しんたに
579 02四万川 井高 いこう 冠岩 かづきいわ
580 02四万川 井高 いこう 非桑 ひそう
581 02四万川 井高 いこう 着原 めどわら
582 02四万川 井高 いこう 五葉ガ滝 ごようがたき
583 02四万川 井高 いこう 猪伏 いぶし
584 02四万川 井高 いこう 後山 うしろやま
585 02四万川 井高 いこう 小屋カ駄場 こやがだば
586 02四万川 井高 いこう 丸山 まるやま
587 02四万川 井高 いこう 二ツ岩 ふたついわ
588 02四万川 井高 いこう 椿渡瀬 つばきわたぜ
589 02四万川 井高 いこう 中島 なかじま
590 02四万川 井高 いこう 上ハ久保 うわくぼ
591 02四万川 井高 いこう 花原 はなはら
592 02四万川 井高 いこう 猪ノ内 いのうち
593 02四万川 井高 いこう 面白路 つらじろ
594 02四万川 井高 いこう 奥長カ野 おくながの
595 02四万川 井高 いこう 神有滝 かみありだき
596 02四万川 井高 いこう 笠松 かさまつ
597 02四万川 井高 いこう 狸穴 たぬきあな
598 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 番屋森 ばんやもり 旧小字図は井高
599 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 山崎 やまさき
600 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 藤社路 ふじやしろ
601 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 居納屋 いなや
602 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 樽野元 たるのもと
603 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 五葉カ畝 ごようがうね
604 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 枝折カ谷 しおりがたに
605 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 松カ峠 まつがとう
606 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 白佐礼 しらされ
607 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 休場カ谷 やすばがたに
608 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 赤良谷 あからだに
609 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 柿ノ木田 かきのきだ
610 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 小檮木谷 こゆすぎだに
611 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 横縁 よこえん
612 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 泉 いずみ
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613 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 女夫岩 みょうといわ
614 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 茶屋 ちゃや
615 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 竜野口 たつのぐち
616 02四万川 茶ヤ谷 ちゃやだに 芝 しば
617 02四万川 本モ谷 おもだに 駄場 だば 旧小字図は茶ヤ谷
618 02四万川 本モ谷 おもだに 竹ノ内 たけのうち
619 02四万川 本モ谷 おもだに 牛房佐古 ごぼうさこ
620 02四万川 本モ谷 おもだに 潰谷 つえたに
621 02四万川 本モ谷 おもだに 中遊 なかゆう
622 02四万川 本モ谷 おもだに 滝野久保 たつのくぼ
623 02四万川 本モ谷 おもだに 神子ヶ野 みこがの
624 02四万川 本モ谷 おもだに 大由宇 おおゆう
625 02四万川 本モ谷 おもだに 釜ノ久保 かまのくぼ
626 02四万川 本モ谷 おもだに 久保茶畑 くぼちゃばた
627 02四万川 本モ谷 おもだに 番堂カ奈路 ばんどうがなろ
628 02四万川 本モ谷 おもだに 丸野 まるの
629 02四万川 本モ谷 おもだに 楮株 かじかぶ
630 02四万川 本モ谷 おもだに 下モ奈路 しもなろ
631 02四万川 本モ谷 おもだに 薊野 あぞうの
632 02四万川 本モ谷 おもだに 鞍置場 くらおきば
633 02四万川 本モ谷 おもだに 藤平 とうへい
634 02四万川 本モ谷 おもだに 城野岸 しろのきし
635 02四万川 本モ谷 おもだに 植栗 うえぐり
636 02四万川 本モ谷 おもだに 大佐礼 おおざれ
637 02四万川 本モ谷 おもだに 唐比宇 からびう
638 02四万川 本モ谷 おもだに 樽カ山 たるがやま
639 02四万川 本モ谷 おもだに 幸屋 こうや
640 02四万川 本モ谷 おもだに 奈路 なろ
641 02四万川 本モ谷 おもだに 堂カ市 どうがいち
642 02四万川 中の川 なかのかわ 深入 ふかいり
643 02四万川 中の川 なかのかわ 権太谷 ごんただに
644 02四万川 中の川 なかのかわ 尾嘉 おか
645 02四万川 中の川 なかのかわ 局屋敷 つぼやしき
646 02四万川 中の川 なかのかわ 向イ屋敷 むかいやしき
647 02四万川 中の川 なかのかわ 石神 いしがみ
648 02四万川 中の川 なかのかわ 鏡石 かがみし
649 02四万川 中の川 なかのかわ 鏡石谷 かがみいしだに
650 02四万川 中の川 なかのかわ 吉原 よしわら
651 02四万川 中の川 なかのかわ 菟カ峠 ぬたがとうげ
652 02四万川 中の川 なかのかわ 森屋カ畝 もりやがうね
653 02四万川 中の川 なかのかわ 大四郎滝 だいしろうだき
654 02四万川 中の川 なかのかわ 滝野畝 たきのうね
655 02四万川 中の川 なかのかわ 横臼 よこうす
656 02四万川 中の川 なかのかわ 弓木谷 ゆみきだに
657 02四万川 中の川 なかのかわ 河野内 こうのうち
658 02四万川 中の川 なかのかわ 宇津母杭 うつぼぐい
659 02四万川 中の川 なかのかわ 桐野久保 きりのくぼ
660 02四万川 中の川 なかのかわ 大朽 おおどち
661 02四万川 中の川 なかのかわ 三神坊 さんじんぼう
662 02四万川 中の川 なかのかわ 的場 まとば
663 02四万川 中の川 なかのかわ 空池 からいけ
664 02四万川 中の川 なかのかわ 宮内太郎 みやうちたろう
665 02四万川 中の川 なかのかわ 三ツ潰 みつづけ
666 02四万川 中の川 なかのかわ 弁カ野 べんかの
667 02四万川 中の川 なかのかわ 皿カ藪 さらがやぶ
668 03梼原東区 後別当 ごべっとう 梼原渡瀬 ゆすはらわたせ
669 03梼原東区 後別当 ごべっとう 木綿尻 もめんじり
670 03梼原東区 後別当 ごべっとう 唐岩 からいわ
671 03梼原東区 後別当 ごべっとう 名元屋敷 なもとやしき
672 03梼原東区 後別当 ごべっとう 下モ向イ しもむかい
673 03梼原東区 後別当 ごべっとう 野地ヶ谷 のじがたに
674 03梼原東区 後別当 ごべっとう 芹川 せりかわ
675 03梼原東区 後別当 ごべっとう 石藪 いしやぶ
676 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 牛道 うしみち
677 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 石躍 いしおどり
678 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 石清水 いわしみず
679 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 中三蔵川 なかさんぞうごう
680 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 蔵谷口 ぞうたにぐち
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681 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 桜屋敷 さくらやしき
682 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 大蔵谷 おぞうたに
683 03梼原東区 大蔵谷 おぞうだに 三島崎 みしまざき
684 03梼原東区 川西路 かわにしじ 宮首 みやくび
685 03梼原東区 川西路 かわにしじ 菅沢 すげさわ
686 03梼原東区 川西路 かわにしじ 障子ヶ藪 しょうじがやぶ
687 03梼原東区 川西路 かわにしじ シメウ谷 しめうだに
688 03梼原東区 川西路 かわにしじ 横畠 よこばた
689 03梼原東区 川西路 かわにしじ 太郎兵衛 たろうべえ
690 03梼原東区 川西路 かわにしじ 市ノ内 いちのうち
691 03梼原東区 川西路 かわにしじ 大越 おおごえ
692 03梼原東区 川西路 かわにしじ 桑カ谷 そうがたに
693 03梼原東区 川西路 かわにしじ 久礼谷 くれだに
694 03梼原東区 川西路 かわにしじ 礁ノ元 はえのもと
695 03梼原東区 川西路 かわにしじ 轟ノ上 とどろのうえ
696 03梼原東区 川西路 かわにしじ 島ノ宮 しまのみや
697 03梼原東区 飯母 いいぼ 瓶ノ瀬（瓶ノ畝） かめのせ
698 03梼原東区 飯母 いいぼ 喜藤蔵 きとうぞう
699 03梼原東区 飯母 いいぼ 馬ノ駄場 うまのだば
700 03梼原東区 飯母 いいぼ 牧ノ越 まきのこえ
701 03梼原東区 飯母 いいぼ 下モ牧ノ越 しもまきのこえ
702 03梼原東区 飯母 いいぼ 穴神 あながみ
703 03梼原東区 飯母 いいぼ 下モ駄場 しもだば
704 03梼原東区 飯母 いいぼ 鴉巣越 うのすごえ
705 03梼原東区 飯母 いいぼ 下モ田 しもだ
706 03梼原東区 飯母 いいぼ 崎谷 さきだに
707 03梼原東区 飯母 いいぼ 横平 よこひら
708 03梼原東区 飯母 いいぼ 東風井出 こちかぜいで
709 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 小太郎兵衛 こたろうべえ
710 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 滝谷 たきだに
711 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 東谷 ひがしだに
712 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 長谷越 はせごえ
713 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 本モ田 おもだ
714 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 栗ノ木 くりのき
715 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 道別 みちわかれ
716 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 桜木 さくらぎ
717 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 河野士 こうのし
718 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 畔高 あぜだか
719 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 赤良井 あからい
720 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 境口 さかいぐち
721 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 花井谷 はないだに
722 03梼原東区 太郎川 たろうがわ 風早 かざはや
723 03梼原東区 神在居 かんざいこ 神在居 かんざいこ
724 03梼原東区 神在居 かんざいこ 大街 おおまち
725 03梼原東区 神在居 かんざいこ 飛渡 とびわたり
726 03梼原東区 神在居 かんざいこ 神ヶ滝 かみがたき
727 03梼原東区 神在居 かんざいこ 渡瀬ノ元（瀬戸ノ元） わたぜのもと
728 03梼原東区 仲洞 なかとう 壱石 いちこく 旧小字図は神在居
729 03梼原東区 仲洞 なかとう 芹ヶ谷 せりがたに
730 03梼原東区 仲洞 なかとう 韮ヶ瀬 なみがせ
731 03梼原東区 仲洞 なかとう 鎌喜谷 かみきだに
732 03梼原東区 仲洞 なかとう 大畠山 おおはたやま
733 03梼原東区 仲洞 なかとう 神根越 かんねごえ
734 03梼原東区 仲洞 なかとう ホドノヲ ほどのう
735 03梼原東区 仲洞 なかとう 東在京 ひがしざいきょう
736 03梼原東区 仲洞 なかとう 黒松 くろまつ
737 03梼原東区 仲洞 なかとう 西在京 にしざいきょう
738 03梼原東区 仲洞 なかとう 曳地畝（曳地） ひきちうね
739 03梼原東区 仲洞 なかとう 川原田 かわらだ
740 03梼原東区 仲洞 なかとう 昇尾 のぼりお
741 03梼原東区 仲洞 なかとう 柿ヶ谷 かきがたに
742 03梼原東区 仲洞 なかとう 札ヶ峠 ふだがとう
743 03梼原東区 仲洞 なかとう 栢場 かやば
744 03梼原東区 仲洞 なかとう 小松 こまつ
745 03梼原東区 仲洞 なかとう 宮ノ上 みやのうえ
746 03梼原東区 仲洞 なかとう 尻高 しりだか
747 03梼原東区 仲洞 なかとう 日ノ裏 ひのうら
748 03梼原東区 仲洞 なかとう 繁松 しげまつ
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749 03梼原東区 仲洞 なかとう 桧ノサコ ひのきのさこ
750 03梼原東区 仲洞 なかとう 中ノ峠 なかのとう
751 03梼原東区 仲洞 なかとう 大峰 おおみね
752 03梼原東区 仲洞 なかとう 大宮谷 おおみやだに
753 03梼原東区 仲洞 なかとう 五社畝 ごしゃうね
754 03梼原東区 仲洞 なかとう 西ノ峰 にしのみね
755 03梼原東区 仲洞 なかとう 惣平 そうへい
756 03梼原東区 仲洞 なかとう 絵ノ谷 えのたに
757 03梼原東区 仲洞 なかとう 北ノサコ きたのさこ
758 03梼原東区 仲洞 なかとう 黍屋敷 きびやしき
759 03梼原東区 仲洞 なかとう 南向 みなみむき
760 03梼原東区 仲洞 なかとう 後口山 うしろやま
761 03梼原東区 仲洞 なかとう 的場 まとば
762 03梼原東区 仲洞 なかとう 楮ノ窪 かちのくぼ
763 03梼原東区 仲洞 なかとう 轟佐古 とどろさこ
764 03梼原東区 仲洞 なかとう 中堀田 なかほりた
765 03梼原東区 仲洞 なかとう 下リ畝 くだりうね
766 03梼原東区 仲洞 なかとう 磯山 いそやま
767 03梼原東区 仲洞 なかとう 下モ轟 しもとどろ
768 03梼原東区 仲洞 なかとう 橋詰 はしづめ
769 03梼原東区 仲洞 なかとう 道ノ地 みちのぢ
770 03梼原東区 仲洞 なかとう 朽吉（栃吉） とちよし
771 03梼原東区 仲洞 なかとう 和当地 わとうち
772 03梼原東区 仲洞 なかとう 坂本谷 さかもとだに
773 03梼原東区 仲洞 なかとう 供養畝 くよううね
774 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 供養ノ元 くようのもと
775 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 庵ノ川原 あんのかわら
776 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 桜越 さくらごえ
777 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 片瀬 かたせ
778 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 氷山 こうりやま
779 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 定重 じょうじゅう
780 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 死出ノ峠 しでのとう
781 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 仲買地 なかがいち
782 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 竹谷 たけだに
783 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 遅越 おそごえ
784 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 崩谷 くずれだに
785 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 葛籠藪 つづらやぶ
786 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 平松 ひらまつ
787 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 越 こえ
788 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 藪ヶ市 やぶがいち
789 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 駒駄場 こまだば
790 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 柘植原 つげはら
791 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 立野 たちの
792 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 山子 やまご
793 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 堀ノサコ ほりのさこ
794 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 狸穴 まみあな
795 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 金剛 こごう
796 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 打越 うちこし
797 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 榎谷 えのきだに
798 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 松岡 まつおか
799 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 猿渡瀬 さるわたぜ
800 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 竹森 たけもり
801 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 獅子場峠 ししばのとう
802 03梼原東区 豊原（山子） とよはら 鍜冶屋窪 かじやくぼ
803 03梼原東区 川井 かわい 須ノ森 すのもり
804 03梼原東区 川井 かわい 初瀬境 はつせざかい
805 03梼原東区 川井 かわい 控木 うとうぎ
806 03梼原東区 川井 かわい 鳥井駄場 とりいだば
807 03梼原東区 川井 かわい 上ハ堀（上ハ窪） うわぼり
808 03梼原東区 川井 かわい 和手強 わてごう
809 03梼原東区 川井 かわい 釣井谷 つりいだに
810 03梼原東区 川井 かわい 影地 かげぢ
811 03梼原東区 川井 かわい 狼谷 おおかみだに
812 03梼原東区 川井 かわい 堀ノ谷 ほりのたに
813 03梼原東区 川井 かわい 丸野 まるの
814 03梼原東区 川井 かわい 己屋 こや
815 03梼原東区 川井 かわい 井口 いぐち
816 03梼原東区 川井 かわい 梶原 かじはら
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817 03梼原東区 川井 かわい 大人駄場 おとなだば
818 03梼原東区 川井 かわい 仲間境 なかいださかい
819 03梼原東区 川井 かわい 田ノ峠 たのとう
820 03梼原東区 川井 かわい 古味 こみ
821 03梼原東区 川井 かわい 宮ノ奈路 みやのなろ
822 03梼原東区 川井 かわい 広淵 ひろぶち
823 03梼原東区 川口 かわぐち 古屋ノ谷 こやのたに
824 03梼原東区 川口 かわぐち 川古味 かわこみ
825 03梼原東区 川口 かわぐち 磊ヶサコ すずれがさこ
826 03梼原東区 川口 かわぐち 橋谷 はしだに
827 03梼原東区 川口 かわぐち 新道 しんみち
828 03梼原東区 川口 かわぐち 葛藪 くずやぶ
829 03梼原東区 川口 かわぐち 宮ノ本 みやのもと
830 03梼原東区 川口 かわぐち 谷屋敷 たにやしき
831 03梼原東区 川口 かわぐち 堂ノ上 どうのうえ
832 03梼原東区 川口 かわぐち 駄場屋敷 だばやしき
833 03梼原東区 川口 かわぐち 中川原 なかがわら
834 03梼原東区 川口 かわぐち 本モ田口 もともたぐち
835 03梼原東区 川口 かわぐち 中谷 なかだに
836 03梼原東区 川口 かわぐち 吹越 ふきこし
837 03梼原東区 川口 かわぐち 大元畝 おおもとうね
838 03梼原東区 川口 かわぐち 上屋敷 かみやしき
839 03梼原東区 川口 かわぐち 松林 まつばやし
840 03梼原東区 川口 かわぐち 考山 かんがえやま
841 03梼原東区 川口 かわぐち 潰崎 つえざき
842 03梼原東区 川口 かわぐち 早流 はやながれ
843 03梼原東区 梼原 ゆすはら 井野々谷 いののたに
844 03梼原東区 梼原 ゆすはら 宮ノ向 みやのむかい
845 03梼原東区 梼原 ゆすはら 築池 つきいけ
846 03梼原東区 梼原 ゆすはら 泉谷 いずみだに
847 03梼原東区 梼原 ゆすはら 熊野々北 くまののきた
848 03梼原東区 梼原 ゆすはら 森 もり
849 03梼原東区 梼原 ゆすはら 化粧坂 けしょうざか
850 03梼原東区 梼原 ゆすはら 壇願 たんがん
851 03梼原東区 梼原 ゆすはら 鏡田 かがみだ
852 04梼原西区 仲間 なかいだ 松ヶサコ まつがさこ
853 04梼原西区 仲間 なかいだ 島淵 しまぶち
854 04梼原西区 仲間 なかいだ 下鳥越 シモトリゴエ
855 04梼原西区 仲間 なかいだ 岩屋ノ谷 いわやのたに
856 04梼原西区 仲間 なかいだ 論田 ろんでん
857 04梼原西区 仲間 なかいだ 野々山 ののやま
858 04梼原西区 仲間 なかいだ 牛蒡（牛房） ゴボウ
859 04梼原西区 仲間 なかいだ 奥大事 おくだい
860 04梼原西区 仲間 なかいだ 開ノ元 ひらきのもと
861 04梼原西区 仲間 なかいだ 新屋 にいや
862 04梼原西区 仲間 なかいだ 本家 ほんけ
863 04梼原西区 仲間 なかいだ 東屋式 ひがしやしき
864 04梼原西区 仲間 なかいだ 赤ハゲ あかはげ
865 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 正古味 しょうこみ
866 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 河原木 かわらぎ
867 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 京奈路 きょうなろ
868 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 柏佐古 かしわざこ
869 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 堀 ほり
870 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 源内谷 げんないだに
871 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 弥平太 やへえだ
872 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 瀬戸ノ元 せとのもと
873 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 桐佐古 きりさこ
874 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 河主岩 かわぬしいわ
875 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 宮戸 みやど
876 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 勢虎谷 せこだに
877 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 大樽 おおたる
878 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 中尾 なかお
879 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 駄場 だば
880 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 堂ノ元 どうのもと
881 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 流田 ナガレダ
882 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 羽子窪 はごのくぼ
883 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 梅木田 うめきだ
884 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 滝尾山 たきおやま
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885 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 久保田 くぼた
886 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 子持岩 こもちいわ
887 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 日ノ平 ひのひら
888 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 葛帰 くずかえり
889 04梼原西区 下西の川 しもにしのかわ 滝山 たきやま
890 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 正保作り まさほつくり
891 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 譲葉山 ゆずりはやま
892 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 弐歩地 にぶち
893 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 榎在 えのきざい
894 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 赤丸 あかまる
895 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 小田 おだ
896 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 落合 おちあい
897 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 和手 わて
898 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 山王 やまおお
899 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 郷六 ごうろく
900 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 若狭 わかさ
901 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 桑木佐古 くわのきざこ
902 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 杖建 つえたて
903 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 蛇這 じゃばい
904 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 新屋式 しんやしき
905 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 鹿畑 しかばた
906 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 長佐古 ながさこ
907 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 松ノ窪 まつのくぼ
908 04梼原西区 上西の川 かみにしのかわ 家ロート口 かろーとぐち
909 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 金比羅畝 こんぴらうね
910 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 松ノ越 まつのこし
911 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 金比羅渡瀬 こんぴらわたせ
912 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 蟻ヶ谷 ありがたに
913 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 嵯峨藪越 さがやぶごえ
914 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ ウヅシリ うづしり
915 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 西野谷 にしのたに
916 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ グイミガタヲ ぐいみがたお
917 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 柳ノ瀬 やなぎのせ
918 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 大黄谷 だいおおだに
919 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 畝畑 うねばた
920 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 岩土 いわつち
921 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 桐ノ木谷 きりのきだに
922 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 芦谷 あしだに
923 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 竜這 たつがはい
924 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 聖神 ひじりがみ
925 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 滋々谷 しょうじゅうだに
926 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ ツブロ谷 つぶろだに
927 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 梅木谷 うめきだに
928 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 池ノ多尾 いけのたお
929 04梼原西区 竹の藪 たけのやぶ 加賀平 かがひら
930 04梼原西区 広野 ひろの 経柱向ヒ きょうばしらむかい
931 04梼原西区 広野 ひろの 奥郡 おくごうり
932 04梼原西区 広野 ひろの 五ケ所 ごかしょ
933 04梼原西区 広野 ひろの 笹ヶ摺 ささがすり
934 04梼原西区 広野 ひろの 小白井谷 こしらいだに
935 04梼原西区 広野 ひろの 白井谷 しらいだに
936 04梼原西区 広野 ひろの 寒狩 さむがり
937 04梼原西区 広野 ひろの 松ノ下（松ヶ下り） まつのした
938 04梼原西区 広野 ひろの 弥助渡瀬 やすけわたぜ
939 04梼原西区 広野 ひろの 宮甫木 みやほぎ
940 04梼原西区 広野 ひろの 曳地谷 ひきちだに
941 04梼原西区 広野 ひろの 社ヶ谷 やしろがたに
942 04梼原西区 広野 ひろの 仙菊谷 せんぎくだに
943 04梼原西区 広野 ひろの 勘右古味 かんうこみ
944 04梼原西区 広野 ひろの 白岩谷口 しらいわだにぐち
945 04梼原西区 広野 ひろの 土滝 つちだき
946 04梼原西区 広野 ひろの 藤ノ越 ふじのこえ
947 04梼原西区 広野 ひろの 三ノ宮 さんのみや
948 04梼原西区 広野 ひろの 坂中 さかなか
949 04梼原西区 広野 ひろの 上月 こうづき
950 04梼原西区 広野 ひろの 野口 のぐち
951 04梼原西区 広野 ひろの 高野地 たかのぢ
952 04梼原西区 広野 ひろの 大師ヶ森 だいしがもり
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953 04梼原西区 広野 ひろの 丸太 まるた
954 04梼原西区 宮野々 みやのの 宮野々越 みやののごえ
955 04梼原西区 宮野々 みやのの 松ヶ多尾 まつがたお
956 04梼原西区 宮野々 みやのの 中畝崎 なかうねざき
957 04梼原西区 宮野々 みやのの 本越 モトゴエ
958 04梼原西区 宮野々 みやのの 宮ノ後 みやのうしろ
959 04梼原西区 宮野々 みやのの 閉豆石 とじまめいし
960 04梼原西区 宮野々 みやのの 車場 くるまば
961 04梼原西区 宮野々 みやのの 祠堂寺 じどうじ
962 04梼原西区 宮野々 みやのの 川角 かわづの
963 04梼原西区 宮野々 みやのの 権田谷 ごんただに
964 04梼原西区 宮野々 みやのの 横通 よこみち
965 04梼原西区 宮野々 みやのの 寺野 てらの
966 04梼原西区 宮野々 みやのの 禰宜ヶ谷 ねぎがたに
967 04梼原西区 宮野々 みやのの 安土 あづち
968 04梼原西区 宮野々 みやのの 石休場 いしやすば
969 04梼原西区 宮野々 みやのの 沽酒野 こうざけの
970 04梼原西区 宮野々 みやのの 平岩 ひらいわ
971 04梼原西区 宮野々 みやのの 清水サコ しみずさこ
972 04梼原西区 宮野々 みやのの 山神 やまがみ
973 04梼原西区 宮野々 みやのの 総山（惣山） そうやま
974 04梼原西区 上成 うわなろ 光岩 ひかりいわ
975 04梼原西区 上成 うわなろ 梓ヶ峠 あずさがとげ
976 04梼原西区 上成 うわなろ 勝音ヶ平 しょうねがひら
977 04梼原西区 上成 うわなろ 火打瀬 ひうちがせ
978 04梼原西区 上成 うわなろ 上天山 じょうてんやま
979 04梼原西区 上成 うわなろ 木原藪 きはらやぶ
980 04梼原西区 上成 うわなろ 黄幡谷 おうばんだに
981 04梼原西区 上成 うわなろ 樫サコ かしさこ
982 04梼原西区 上成 うわなろ 正井野 まさいの
983 04梼原西区 上成 うわなろ 媚ヶサコ こびがさこ
984 04梼原西区 上成 うわなろ 灯明ヶサコ とうみょうがさこ
985 04梼原西区 上成 うわなろ 除渡瀬 よけわたせ
986 04梼原西区 上成 うわなろ 川栗屋 かわくりや
987 04梼原西区 上成 うわなろ 上川栗屋 かみかわぐりや
988 04梼原西区 上成 うわなろ 中屋敷 なかやしき
989 04梼原西区 上成 うわなろ 上窪 かみくぼ
990 04梼原西区 上成 うわなろ 下沖 しもおき
991 04梼原西区 上成 うわなろ 臼搗谷 うすつきだに
992 04梼原西区 上成 うわなろ 下古味 しもこみ
993 04梼原西区 上成 うわなろ 朴ノ木畝 ほうのきうね
994 04梼原西区 上成 うわなろ 長畠 ながはた
995 04梼原西区 上成 うわなろ 大釣井 おおつりい
996 04梼原西区 上成 うわなろ 山首 やまくび
997 04梼原西区 上成 うわなろ 川原畑 かわらばた
998 04梼原西区 上成 うわなろ 百間樽 ひゃっけんだる
999 04梼原西区 上成 うわなろ 巣元谷 すもとだに
1000 04梼原西区 上成 うわなろ 試験畑 しけんばた
1001 04梼原西区 上成 うわなろ 穴谷 あなだに
1002 04梼原西区 上成 うわなろ 影地林 かげちばやし
1003 04梼原西区 上成 うわなろ 影森山 かげもりやま
1004 04梼原西区 上成 うわなろ 又惣畠 またそうばた
1005 04梼原西区 上成 うわなろ 本モ木 おものき
1006 04梼原西区 上成 うわなろ 蛇鬼 じゃぎ
1007 04梼原西区 上成 うわなろ 古屋式 ふるやしき
1008 04梼原西区 上成 うわなろ 柘藪 うつげやぶ
1009 04梼原西区 上成 うわなろ 扇畠 おうぎばた
1010 04梼原西区 上成 うわなろ 虎杖川 いたどりがわ
1011 04梼原西区 上成 うわなろ 魚梁瀬 やなせ
1012 04梼原西区 上成 うわなろ 下モ長谷 しもながたに
1013 04梼原西区 上成 うわなろ 藤サコ ふじさこ
1014 04梼原西区 上成 うわなろ 下モ野地 しものじ
1015 04梼原西区 上成 うわなろ 長谷 ながたに
1016 04梼原西区 上成 うわなろ 名東 みょうどう
1017 04梼原西区 上成 うわなろ 地吉 じよし
1018 04梼原西区 上成 うわなろ 袋淵 ふくろぶち
1019 04梼原西区 松谷 まつだに 茗荷瀬 みょうがせ
1020 04梼原西区 松谷 まつだに 古庵 ふるあん
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1021 04梼原西区 松谷 まつだに 四万川境 しまがわざかい
1022 04梼原西区 松谷 まつだに 室屋 むろや
1023 04梼原西区 松谷 まつだに 細サコ ほそさこ
1024 04梼原西区 松谷 まつだに 縺木 もじれぎ
1025 04梼原西区 松谷 まつだに 天神森 てんじんもり
1026 04梼原西区 松谷 まつだに 磯古屋 いそごや
1027 04梼原西区 松谷 まつだに 惣野屋敷 そうのやしき
1028 04梼原西区 松谷 まつだに 仁井屋 にいや
1029 04梼原西区 松谷 まつだに 仲洞郷 なかとうごう
1030 04梼原西区 松谷 まつだに 牛蒡サコ（牛房佐古） ごぼうさこ
1031 04梼原西区 松谷 まつだに 皿ヶ駄場 さらがだば
1032 04梼原西区 松谷 まつだに 竹ノ奈路 たけのなろ
1033 04梼原西区 松谷 まつだに 石ヶ佐古 いしがさこ
1034 04梼原西区 松谷 まつだに 下モ屋敷 しもやしき
1035 04梼原西区 松谷 まつだに 栗木谷 くりのきだに
1036 04梼原西区 松谷 まつだに 樽ノ本 たるのもと
1037 04梼原西区 松谷 まつだに 弥源次谷 やげんじだに
1038 04梼原西区 松谷 まつだに 樫山 かしやま
1039 04梼原西区 松谷 まつだに 蕎麦尻谷 そばじりだに
1040 04梼原西区 松谷 まつだに 駄場屋敷 だばやしき
1041 04梼原西区 松谷 まつだに 蛇谷 じゃだに
1042 04梼原西区 松谷 まつだに 大久保 おおくぼ
1043 04梼原西区 松谷 まつだに 岸屋式 きしやしき
1044 04梼原西区 松谷 まつだに 杭野奈路 くいのなろ
1045 04梼原西区 松谷 まつだに 井ノ上 いのうえ
1046 04梼原西区 松谷 まつだに 蟷螂 かまきり
1047 04梼原西区 松谷 まつだに 胡麻尻 ごまじり
1048 04梼原西区 松谷 まつだに 潰ノ内 つえのうち
1049 04梼原西区 松谷 まつだに 苞朽（苞栃） ？ほうきゅう？
1050 04梼原西区 松谷 まつだに 下堂寺 げどうじ
1051 04梼原西区 松谷 まつだに 峰屋敷 みねやしき
1052 04梼原西区 松谷 まつだに 梅ノ木サコ うめのきさこ
1053 04梼原西区 松谷 まつだに 瞽女ヶ淵 ごぜがふち
1054 04梼原西区 松谷 まつだに 岩屋股 いわやまた
1055 04梼原西区 松谷 まつだに 催合山 もやいやま
1056 04梼原西区 松谷 まつだに 札石 ふだいし
1057 04梼原西区 松谷 まつだに 下モ八柱 しもやばしら
1058 04梼原西区 松谷 まつだに 八柱 やばしら
1059 04梼原西区 松谷 まつだに 池ノ奈路 いけのなろ
1060 04梼原西区 松谷 まつだに 凡内野 おおちの
1061 04梼原西区 松谷 まつだに 上角ヶ岩 かみかどがいわ
1062 05初瀬 家籠戸 かろうと 紫香 しこう
1063 05初瀬 家籠戸 かろうと 二念山 にねんやま
1064 05初瀬 家籠戸 かろうと 杭ノ畝 くいのうね
1065 05初瀬 家籠戸 かろうと 打越 うちこし
1066 05初瀬 家籠戸 かろうと 影地 かげち
1067 05初瀬 家籠戸 かろうと イヨ道谷 いよみちだに
1068 05初瀬 家籠戸 かろうと 三谷 みたに
1069 05初瀬 家籠戸 かろうと 奥山 おくやま
1070 05初瀬 家籠戸 かろうと 樽ヶ谷 たるがたに
1071 05初瀬 家籠戸 かろうと 駄場ノ上 だばのうえ
1072 05初瀬 家籠戸 かろうと 立野日ノ地 たてのひのぢ
1073 05初瀬 家籠戸 かろうと 坂元 さかもと
1074 05初瀬 家籠戸 かろうと 西宮ノ元 にしみやのもと
1075 05初瀬 家籠戸 かろうと 下モ畝 しもうね
1076 05初瀬 家籠戸 かろうと 猿滝 さるだき
1077 05初瀬 家籠戸 かろうと 飛蘇サコ ひそさこ
1078 05初瀬 仲久保 なかくぼ 折山 おりやま
1079 05初瀬 仲久保 なかくぼ 中大久保 なかおおくぼ
1080 05初瀬 仲久保 なかくぼ 中谷 なかだに
1081 05初瀬 仲久保 なかくぼ 茂知田 もちだ
1082 05初瀬 仲久保 なかくぼ 居場ノ谷 いばのたに
1083 05初瀬 仲久保 なかくぼ 上ワ野地 うわのぢ
1084 05初瀬 仲久保 なかくぼ 西ノ森 にしのもり
1085 05初瀬 仲久保 なかくぼ 早瀬 はやせ
1086 05初瀬 仲久保 なかくぼ 西亦谷 にしまただに
1087 05初瀬 仲久保 なかくぼ 中森 なかもり
1088 05初瀬 仲久保 なかくぼ 薜木 ばいぎ



梼原町の大字・旧字一覧

2018/3/5 17/21 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 備考

1089 05初瀬 仲久保 なかくぼ 駄場ノ谷 だばのたに
1090 05初瀬 仲久保 なかくぼ 峠ノ前 とうのまえ
1091 05初瀬 仲久保 なかくぼ 蕨王 わらびおお
1092 05初瀬 仲久保 なかくぼ 要抜目（要枝目谷） ようぬけめ
1093 05初瀬 仲久保 なかくぼ 葭藪 あしやぶ
1094 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 高城 たかしろ
1095 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 繁昌院 はんじょういん
1096 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 土居屋敷 どいやしき
1097 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 古庵 ふるあん
1098 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 面モ田 おもだ
1099 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 谷ノ越 たにのこし
1100 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 尺納ウ谷 しゃくのうだに
1101 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 樫木ノ平 かしのきのひら
1102 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 戸屋ノ谷 とやのたに
1103 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 横野 よこの
1104 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 鴪 いつ
1105 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 中王駄場 なかおおだば
1106 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 越ノ畝 こしのうね
1107 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 柳ノ畝 やなぎのうね
1108 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 道明 どうみょう
1109 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 本樽ヶ谷 ほんだるがたに
1110 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 谷山 たにやま
1111 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 西うるし原 にしうるしばら
1112 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 鳥居駄場 とりいだば
1113 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 仲ヶ市 なかがいち
1114 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 樫ノ木越 かしのきこし
1115 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 岩屋 いわや
1116 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 寿名谷 じゅみょうだに
1117 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら ノゾキ石 のぞきいし 旧小字図は上折渡
1118 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 水穴 みずあな 旧小字図は下折渡
1119 05初瀬 初瀬本村 はつせほんむら 大久保 おおくぼ 旧小字図は下折渡
1120 05初瀬 佐渡 さわたり 比尾 ひお
1121 05初瀬 佐渡 さわたり 大潰谷 おおつえだに
1122 05初瀬 佐渡 さわたり 馬駄場 うまのだば
1123 05初瀬 佐渡 さわたり 扇ザコ おおぎざこ
1124 05初瀬 佐渡 さわたり 樋ノ口谷 ひのくちだに
1125 05初瀬 佐渡 さわたり 鶴ヶ谷 つるがたに
1126 05初瀬 佐渡 さわたり 大峠 おおとう
1127 05初瀬 佐渡 さわたり 青柳 あおやぎ
1128 05初瀬 佐渡 さわたり 滝山 たきやま
1129 05初瀬 佐渡 さわたり 氷山 こおりやま
1130 05初瀬 佐渡 さわたり 大白滝 おおしらたき
1131 05初瀬 佐渡 さわたり 卯市作り ういちづくり
1132 05初瀬 佐渡 さわたり 下モ平 しもひら
1133 05初瀬 佐渡 さわたり 中野 なかの
1134 05初瀬 佐渡 さわたり 九内滝 くないたき
1135 05初瀬 佐渡 さわたり 西谷 にしだに
1136 05初瀬 佐渡 さわたり 峰川 みねかわ
1137 05初瀬 佐渡 さわたり 峰屋舗 みねやしき
1138 05初瀬 佐渡 さわたり 大林 おおばやし
1139 05初瀬 佐渡 さわたり 東谷 ひがしだに
1140 05初瀬 佐渡 さわたり サレザコ されざこ
1141 05初瀬 佐渡 さわたり 五郎谷 ごろうだに
1142 05初瀬 佐渡 さわたり 百合ヶ谷 ゆりがたに
1143 05初瀬 佐渡 さわたり 大滝山 おおたきやま 旧小字図に記載なし

1144 05初瀬 佐渡 さわたり 折道 おれみち
1145 05初瀬 佐渡 さわたり 榧之木山 かやのきやま
1146 05初瀬 佐渡 さわたり 大平 おおひら
1147 05初瀬 佐渡 さわたり 古美穴 こみあな
1148 05初瀬 大野地 おおのじ 鷹取山 たかとりやま 旧小字図は影野地
1149 05初瀬 大野地 おおのじ 横山 よこやま 旧小字図は影野地
1150 05初瀬 大野地 おおのじ 猿屋 さるや
1151 05初瀬 大野地 おおのじ 下保佐 しもほさ 旧小字図は影野地
1152 05初瀬 大野地 おおのじ 鳶ノ巣 とびのす
1153 05初瀬 大野地 おおのじ 宮ノ西 みやのにし
1154 05初瀬 大野地 おおのじ 西ノ峰 にしのみね
1155 05初瀬 大野地 おおのじ 樽ノ奥 たるのおく
1156 05初瀬 大野地 おおのじ 西谷 にしだに
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1157 05初瀬 大野地 おおのじ 大奈路 おおなろ
1158 05初瀬 大野地 おおのじ 日長世 ひながせ
1159 05初瀬 大野地 おおのじ ハイノ淵上 はいのふちうえ
1160 05初瀬 大野地 おおのじ 仲屋ノ向イ なかやのむかい
1161 05初瀬 大野地 おおのじ 高藪西ノサコ たかやぶにしのさこ
1162 05初瀬 大野地 おおのじ 高藪 たかやぶ
1163 05初瀬 大野地 おおのじ イウノナロ いうのなろ
1164 05初瀬 大野地 おおのじ 口高藪 くちたかやぶ
1165 05初瀬 大野地 おおのじ 窪野（久保野） くぼの 旧小字図は下折渡
1166 05初瀬 影野地 かげのじ 飛天神平 とびてんじんひら
1167 05初瀬 影野地 かげのじ 仲屋 なかや
1168 05初瀬 影野地 かげのじ 漆原 うるしはら
1169 05初瀬 影野地 かげのじ 竹屋敷向イ たけやしきのむかい
1170 05初瀬 影野地 かげのじ 鳴川平 なるかわひら
1171 05初瀬 影野地 かげのじ 立石ノ駄場 たていしのだば
1172 05初瀬 影野地 かげのじ 石船 いしぶね
1173 05初瀬 影野地 かげのじ 打越シ うちこし
1174 05初瀬 影野地 かげのじ 葛立 くずたて
1175 05初瀬 影野地 かげのじ 芝ノ谷 しばのたに
1176 05初瀬 影野地 かげのじ 奈路 なろ
1177 05初瀬 影野地 かげのじ 沖ノ舟 おきのふね
1178 05初瀬 影野地 かげのじ 駄場 だば
1179 05初瀬 影野地 かげのじ 宮之谷 みやのたに
1180 05初瀬 影野地 かげのじ 東谷 ひがしだに
1181 05初瀬 影野地 かげのじ 高手 たかて
1182 05初瀬 影野地 かげのじ 庵ノ奈路 あんのなろ
1183 05初瀬 影野地 かげのじ 大畝谷 おおうねだに
1184 05初瀬 影野地 かげのじ 芝之奥 しばのおく
1185 05初瀬 影野地 かげのじ 鳴川 なるかわ
1186 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 大須毛 おおずけ
1187 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 大滝 おおたき
1188 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 樫寿久 かしずく
1189 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 竹屋敷 たけやしき
1190 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 三太夫帰り さんだゆうがえり
1191 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 胡剛 こごう
1192 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 小代越 しょうだいごえ
1193 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 水羅免 みずらめ
1194 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 中立ツ なかたつ
1195 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 轟畝 とどろのうね
1196 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 平六畝 へいろくうね
1197 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 道正畝 どうしょううね
1198 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 古家奈路 ふるやなろ
1199 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 一ツ石 ひとついし
1200 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 中畝 なかうね
1201 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 神社畝 じんじゃうね
1202 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 緯上り ぬきあがり
1203 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 神母畝 いげのうね
1204 05初瀬 下折渡 しもおりわたり 石神畝 いしがみうね
1205 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 上滝山 かみたきやま
1206 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 下モ屋式 しもやしき
1207 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 宮ノ畝 みやのうね
1208 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 加治屋 かじや
1209 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 上ヨシヤブ うえよしやぶ
1210 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 銅仙畑 どうせいばた
1211 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 大無家 おおむや
1212 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 弥八ノタオレ（弥八タヲ） やはちのたおれ
1213 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 鈴ノ奈路 すずのなろ
1214 05初瀬 上折渡 かみおりわたり フセリ ふせり
1215 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 弥次郎 やじろう
1216 05初瀬 上折渡 かみおりわたり ノツチ のつち
1217 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 熊ノ串 くまのくし
1218 05初瀬 上折渡 かみおりわたり ツエ畑 つえばた
1219 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 茷才（蔵才） ぞうざい
1220 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 轟ノ下モ とどろのしも
1221 05初瀬 上折渡 かみおりわたり イボリヲウ（登尾） のぼりお
1222 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 藪ヶ峠 やぶがとう
1223 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 神堂ノ平 じんどうのひら
1224 05初瀬 上折渡 かみおりわたり ハイノ久保 はいのくぼ
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1225 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 庄次畑 しょうじばた
1226 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 宮ノ奈路 みやのなろ
1227 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 上奈路 かみなろ
1228 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 下モ堂ノ須 しもどうのす
1229 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 奥堂ノ須 おくどうのす
1230 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 久太郎帰り きゅうたろうかえり
1231 05初瀬 上折渡 かみおりわたり ハイワラ はいわら
1232 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 平畝 ひらのうね
1233 05初瀬 上折渡 かみおりわたり 甚内 じんない
1234 06松原 中平 なかひら 小船口 こぶねぐち
1235 06松原 中平 なかひら 下モ瀬ボキ しもせぼき
1236 06松原 中平 なかひら 樫樽 かしだる
1237 06松原 中平 なかひら 日野地 ひのぢ
1238 06松原 中平 なかひら 八幡原 はちまんばら
1239 06松原 中平 なかひら 大小平 おおこひら
1240 06松原 中平 なかひら 窪田 くぼた
1241 06松原 中平 なかひら 広瀬ノ上 ひろせのうえ
1242 06松原 中平 なかひら 鳥井ノ平 とりいのひら
1243 06松原 中平 なかひら 中島 なかじま
1244 06松原 中平 なかひら 中瀬 なかせ
1245 06松原 中平 なかひら ケヤヶ瀬 けやがせ
1246 06松原 中平 なかひら 高ノ平 たかのひら
1247 06松原 中平 なかひら 下高取山 しもたかとりやま
1248 06松原 中平 なかひら 中平山 なかひらやま
1249 06松原 中平 なかひら 東ノ畝 ひがしのうね
1250 06松原 中平 なかひら 池ノ上 いけのうえ
1251 06松原 中平 なかひら 坂本 さかもと
1252 06松原 中平 なかひら ヨケチ よけち
1253 06松原 中平 なかひら 横尾 よこお
1254 06松原 中平 なかひら 赤滝 あかだき
1255 06松原 中平 なかひら 成ロ山 なろやま
1256 06松原 中平 なかひら フチクビ ふちくび
1257 06松原 中平 なかひら 山口 やまぐち
1258 06松原 中平 なかひら 牛ノ駄場 うしのだば
1259 06松原 中平 なかひら 京田 きょうだ
1260 06松原 中平 なかひら 奈路 なろ
1261 06松原 中平 なかひら 轟平 とどろひら
1262 06松原 中平 なかひら 大轟平 おおとどろひら
1263 06松原 中平西川 なかひらにしかわ ツバイ原 つばいはら
1264 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 牛房谷 ごぼうだに
1265 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 山城 やんじょう
1266 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 石山 いしやま
1267 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 札ヶ峠 ふだがとうげ
1268 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 申シ伐 もうしぎり
1269 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 荒瀬岡 あらせおか
1270 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 下モ大向 しもおおむかい
1271 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 上ミ大向 かみおおむかい
1272 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 音無瀬平 おとなせひら
1273 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 清水サコ しみずさこ
1274 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 猪ノ瀬平（猪野々瀬平） いのせひら
1275 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 堀ノ谷 ほりのたに
1276 06松原 中平西川 なかひらにしかわ ツガ尾ノ畝 つがおのうね
1277 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 城ノ峰 しろのみね
1278 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 岩ガラ いわがら
1279 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 猿屋敷 さるやしき
1280 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 大藪 おおやぶ
1281 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 大藪谷 おおやぶだに
1282 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 五社岡 ごしゃおか
1283 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 五郎神 ごろうがみ
1284 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 屋敷田 やしきだ
1285 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 尾崎 おざき
1286 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 横平 よこひら
1287 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 中村山 なかむらやま
1288 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 中村 なかむら
1289 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 尾中山 おなかやま
1290 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 与治賀野 よじがの
1291 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 平岩 ひらいわ
1292 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 駄場田 だばだ
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1293 06松原 中平西川 なかひらにしかわ 大古味 おおこみ
1294 06松原 松原本村 まつばらほんむら 小船口 こぶねぐち
1295 06松原 松原本村 まつばらほんむら 轟ノ上 とどろのうえ
1296 06松原 松原本村 まつばらほんむら 一本松 いっぽんまつ
1297 06松原 松原本村 まつばらほんむら シダノ谷 しだのたに
1298 06松原 松原本村 まつばらほんむら 障子谷 しょうじだに
1299 06松原 松原本村 まつばらほんむら 宇和田 うわだ
1300 06松原 松原本村 まつばらほんむら ハゲコミ はげこみ
1301 06松原 松原本村 まつばらほんむら 上ミ駄場 かみだば
1302 06松原 松原本村 まつばらほんむら 西巳屋敷 にしみやしき
1303 06松原 松原本村 まつばらほんむら 中西 なかにし
1304 06松原 松原本村 まつばらほんむら 田ノ畝 たのうね
1305 06松原 松原本村 まつばらほんむら 天神平 てんじんひら
1306 06松原 松原本村 まつばらほんむら 鴻ノ巣 こうのす
1307 06松原 松原本村 まつばらほんむら 奈路畑 なろはた
1308 06松原 松原本村 まつばらほんむら 大本 おおもと
1309 06松原 松原本村 まつばらほんむら 古屋ヶ市 こやがいち
1310 06松原 松原本村 まつばらほんむら 大サコ おおさこ
1311 06松原 下久保谷 しもくぼたに 久保谷口 くぼたにぐち
1312 06松原 下久保谷 しもくぼたに 野坂 のざか
1313 06松原 下久保谷 しもくぼたに 松ノ原 まつのはら
1314 06松原 下久保谷 しもくぼたに 引明 ひきあけ
1315 06松原 下久保谷 しもくぼたに 久礼岩 くれいわ
1316 06松原 下久保谷 しもくぼたに 新道 しんみち
1317 06松原 下久保谷 しもくぼたに 勢本 せいもと
1318 06松原 下久保谷 しもくぼたに 熊ノ閨 くまのねや
1319 06松原 下久保谷 しもくぼたに 三神坊 さんじんぼう
1320 06松原 下久保谷 しもくぼたに 平岩 ひらいわ
1321 06松原 下久保谷 しもくぼたに カゲノヒラ かげのひら
1322 06松原 下久保谷 しもくぼたに 一ノ又 いちのまた
1323 06松原 下久保谷 しもくぼたに 下久保 しもくぼ
1324 06松原 下久保谷 しもくぼたに 下成 しもなろ
1325 06松原 下久保谷 しもくぼたに 間山 まやま
1326 06松原 下久保谷 しもくぼたに 下平 しもひら
1327 06松原 下久保谷 しもくぼたに 横畠 よこばたけ
1328 06松原 下久保谷 しもくぼたに 岡前 おかまえ
1329 06松原 下久保谷 しもくぼたに 程尾 ほどお
1330 06松原 下久保谷 しもくぼたに 滝山 たきやま
1331 06松原 下久保谷 しもくぼたに 屋敷田 やしきだ
1332 06松原 下久保谷 しもくぼたに 藤ノサコ ふじのさこ
1333 06松原 下久保谷 しもくぼたに 新兵衛作り しんべえづくり
1334 06松原 下久保谷 しもくぼたに 舟ノ谷 ふねのたに
1335 06松原 下久保谷 しもくぼたに 猿サコ さるさこ
1336 06松原 下久保谷 しもくぼたに 宮ノ向イ みやのむかい
1337 06松原 下久保谷 しもくぼたに 柚木サコ ゆのきさこ
1338 06松原 下久保谷 しもくぼたに 馬路 うまじ
1339 06松原 上久保谷 かみくぼたに 蜂ノ畝 はちのうね
1340 06松原 上久保谷 かみくぼたに 松葉サコ まつばさこ
1341 06松原 上久保谷 かみくぼたに 正木 まさき
1342 06松原 上久保谷 かみくぼたに 中谷 なかだに
1343 06松原 上久保谷 かみくぼたに 上舞 うわまい
1344 06松原 上久保谷 かみくぼたに 林 はやし
1345 06松原 上久保谷 かみくぼたに 久保ヶ市 くぼがいち
1346 06松原 上久保谷 かみくぼたに 土橋 つちばし
1347 06松原 上久保谷 かみくぼたに 一ノ渡 いちのわたり
1348 06松原 上久保谷 かみくぼたに 箒木野 ほうきの
1349 06松原 上久保谷 かみくぼたに 開ノ花 ひらきのはな
1350 06松原 上久保谷 かみくぼたに 程サコ ほどさこ
1351 06松原 上久保谷 かみくぼたに 成川 なるかわ
1352 06松原 上久保谷 かみくぼたに 梅ノ木畠 うめのきはた
1353 06松原 上久保谷 かみくぼたに 奥ノサコ おくのさこ
1354 06松原 上久保谷 かみくぼたに 堀田畝 ほったうね
1355 06松原 上久保谷 かみくぼたに 大小比羅 おおこびら
1356 06松原 上久保谷 かみくぼたに 唐谷 からたに
1357 06松原 上久保谷 かみくぼたに 駄場ノ越 だばのごえ
1358 06松原 上久保谷 かみくぼたに 下モ高野 しもたかの
1359 06松原 上久保谷 かみくぼたに 屋敷谷 やしきだに
1360 06松原 上久保谷 かみくぼたに 宮ノ峠 みやのとう
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1361 06松原 上久保谷 かみくぼたに 休場越 やすばごえ
1362 06松原 上久保谷 かみくぼたに 潰谷 つえだに
1363 06松原 上久保谷 かみくぼたに 大茶畑 おおちゃばた
1364 06松原 上久保谷 かみくぼたに 奥高野 おくたかの
1365 06松原 上久保谷 かみくぼたに 五郎畑山 ごろうばたやま
1366 06松原 上久保谷 かみくぼたに 高野山 たかのやま
1367 06松原 上久保谷 かみくぼたに 五郎畑 ごろうばた
1368 06松原 上久保谷 かみくぼたに 大戸山 おおとやま
1369 06松原 上久保谷 かみくぼたに 中串山 なかくしやま
1370 06松原 上久保谷 かみくぼたに 久保谷山 くぼたにやま
1371 06松原 上久保谷 かみくぼたに 松ノ駄場 まつのだば
1372 06松原 上久保谷 かみくぼたに 楊場 あげば
1373 06松原 上久保谷 かみくぼたに 一ノ谷山 いちのたにやま
1374 06松原 上久保谷 かみくぼたに 上ミ若山 かみわかやま
1375 06松原 上久保谷 かみくぼたに 若山谷山 わかやまたにやま
1376 06松原 上久保谷 かみくぼたに 下若山 しもわかやま
1377 06松原 島中 しまなか 下瀬戸 しもせと
1378 06松原 島中 しまなか 高串山 たかくしやま
1379 06松原 島中 しまなか 東平山 ひがしひらやま
1380 06松原 島中 しまなか 広田 ひろた
1381 06松原 島中 しまなか 芝須野 しばすの
1382 06松原 島中 しまなか 横山 よこやま
1383 06松原 島中 しまなか サブヶ谷 さぶがたに
1384 06松原 島中 しまなか 上ウツゲゼ かみうつげぜ
1385 06松原 島中 しまなか 下ウツゲゼ しもうつげぜ
1386 06松原 島中 しまなか 四郎ヱ門作り しろうえもんつくり
1387 06松原 島中 しまなか 加杭 かぐい
1388 06松原 島中 しまなか 引越 ひきこし
1389 06松原 島中 しまなか 陰地 かげぢ
1390 06松原 島中 しまなか 宮ノ比羅 みやのひら
1391 06松原 島中 しまなか 足川続山 あしかわつづきやま
1392 06松原 島中 しまなか 足川山 あしかわやま
1393 06松原 島中 しまなか 堂市ノ畝 どういちのうね
1394 06松原 島中 しまなか 竜平山 たつひらやま
1395 06松原 島中 しまなか 庄司ヶ市 しょうじがいち
1396 06松原 島中 しまなか 日野地 ひのぢ
1397 06松原 島中 しまなか 芦藪 あしやぶ
1398 06松原 島中 しまなか 下駄場 しもだば
1399 06松原 島中 しまなか 戸崎 とざき
1400 06松原 島中 しまなか 大平 おおひら
1401 06松原 島中 しまなか 船戸場 ふなとば
1402 06松原 島中 しまなか 大串 おおくし
1403 06松原 島中 しまなか 家ノ向イ いえのむかい
1404 06松原 島中 しまなか 五味ノ上 ごみのうえ
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