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853 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 弁作瀧 ﾍﾞﾝｻｸﾀﾞｷ
854 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上ヲリト ｶﾐｵﾘﾄ
855 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 下ミヤマ谷 ｼﾓﾐﾔﾏﾀﾞﾆ
856 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
857 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 黒石 ｸﾛｲｼ
858 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 中黒石 ﾅｶｸﾞﾛｲｼ
859 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ カゲ ｶｹﾞ
860 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ シシバ ｼｼﾊﾞ
861 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ モギヤシキ ﾓｷﾞﾔｼｷ
862 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 大黒石 ｵｵｸﾛｲｼ
863 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ヲヲリムシ ｵｵﾘﾑｼ
864 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 長畠 ﾅｶﾞﾊﾀ
865 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
866 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 下モヲリト ｼﾓｵﾘﾄ
867 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 下モ谷尻 ｼﾓﾀﾆｼﾞﾘ
868 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 下ノ谷ムカイ ｼﾓﾉﾀﾆﾑｶｲ
869 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 谷ノ上 ﾀﾆﾉｳｴ
870 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 谷ノ大上 ﾀﾆﾉｵｵｳｴ
871 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 光リ岩大道ノ下タ ﾋｶﾘｲﾜｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
872 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 大サシテ大道ノ下 ｵｵｻｼﾃｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
873 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ マロヤマ ﾏﾛﾔﾏ
874 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コヱキド大道ノ上 ｺｴｷﾄﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
875 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コヱキド中道ノ下 ｺｴｷﾄﾞﾅｶﾐﾁﾉｼﾀ
876 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コヱキド ｺｴｷﾄﾞ
877 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コサシデ ｺｻｼﾃﾞ
878 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ヱノキ畝道ノ下 ｴﾉｷｳﾈﾐﾁﾉｼﾀ
879 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 和郎ヶ瀧 ﾜﾛｳｶﾞﾀﾞｷ
880 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 和郎瀧東 ﾜﾛｳﾀﾞｷﾋｶﾞｼ
881 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 七夕屋敷 ﾀﾅﾊﾞﾀﾔｼｷ
882 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ホヲキ谷 ﾎｵｷﾀﾞﾆ
883 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ホヲシカ谷 ﾎｵｼｶﾀﾞﾆ
884 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 中ホヲシカ谷 ﾅｶﾎｵｼｶﾀﾆ
885 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ホヲシカ谷道ノ上 ﾎｵｼｶﾀﾞﾆﾐﾁﾉｳｴ
886 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ハイトコノ畝 ﾊｲﾄｺﾉｳﾈ
887 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノワキ ﾂｴﾉﾜｷ
888 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノ倉 ﾂｴﾉｸﾗ
889 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノシリ ﾂｴﾉｼﾘ
890 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノシリタノキノア ﾂｴﾉｼﾘﾀﾉｷﾉｱﾅ
891 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コケガサコノ東 ｺｹｶﾞｻｺﾉﾋｶﾞｼ
892 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 弓場ケ峠畝ノ下 ﾕﾊﾞｶﾞﾄｳｹﾞｳﾈﾉｼﾀ
893 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天神ノ谷尻西 ﾃﾝｼﾞﾝﾉﾀﾆｼﾞﾘﾉﾆｼ
894 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天神ノ谷尻 ﾃﾝｼﾞﾝﾉﾀﾆｼﾞﾘ
895 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天神谷 ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞﾆ
896 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天神奥谷 ﾃﾝｼﾞﾝｵｸﾀﾞﾆ
897 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 深瀬ノ下モ向ヒ ﾌｶｾﾉｼﾓﾑｶｲ
898 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 深瀬ノ向 ﾌｶｾﾉﾑｶｲ
899 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 弓場ケ峠下面ラ ﾕﾊﾞｶﾞﾄｳｹﾞｼﾓﾂﾗ
900 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 弓場ケ峠 ﾕﾊﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
901 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 苔ケサコ ｺｹｶﾞｻｺ
902 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上弓場ケ峠 ｶﾐﾕﾊﾞｶﾞﾄｳ
903 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上ミノ上弓場ケ峠 ｶﾐﾉｳｴﾕﾊﾞｶﾞﾄｳ
904 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コケガサコ道ノ上 ｺｹｶﾞｻｺﾐﾁﾉｳｴ
905 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノクラ高石 ﾂｴﾉｸﾗﾀｶｲｼ
906 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツヱノクチ ﾂｴﾉｸﾁ
907 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ヲヲサシテ大道ノ下 ｵｵｻｼﾃｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
908 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
909 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ クボノ西ヲキ ｸﾎﾞﾉﾆｼｵｷ
910 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ シモツヱクチ ｼﾓﾂｴｸﾁ
911 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 窪ノ沖 ｸﾎﾞﾉｵｷ
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912 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上深瀬ノ向道ノ上 ｶﾐﾌｶｾﾉﾑｶｲﾐﾁﾉｳｴ
913 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 深瀬谷道ノ上 ﾌｶｾﾀﾞﾆﾐﾁﾉｳｴ
914 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ クボノ東ノ下 ｸﾎﾞﾉﾋｶﾞｼﾉｼﾀ
915 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 久保 ｸﾎﾞ
916 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ クボノ西ノ畝 ｸﾎﾞﾉﾆｼﾉｳﾈ
917 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ヂガヤガ休場 ﾁﾞｶﾞﾔｶﾞﾔｽﾊﾞ
918 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 唐谷上ノ端 ｶﾗﾀﾆｳｴﾉﾊｼ
919 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 唐谷サコグチ ｶﾗﾀﾆｻｺｸﾞﾁ
920 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上クボ ｶﾐｸﾎﾞ
921 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上クボ東ノ平 ｶﾐｸﾎﾞﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
922 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 桑谷道ノ下 ｸﾜﾀﾆﾐﾁﾉｼﾀ
923 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コヲボレ ｺｵﾎﾞﾚ
924 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ イヅノ沖大道ノ北 ｲﾂﾞﾉｵｷｵｵﾐﾁﾉｷﾀ
925 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 桑谷ノ下池ノ許 ｸﾜﾀﾆﾉｼﾀｲｹﾉﾓﾄ
926 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 桑谷ノ上 ｸﾜﾀﾆﾉｳｴ
927 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
928 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 青土畝 ｱｵﾂﾁｳﾈ
929 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ クチキ谷沖 ｸﾁｷﾀﾞﾆｵｷ
930 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ イデノヲク ｲﾃﾞﾉｵｸ
931 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
932 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 西ノ奥ノ上 ﾆｼﾉｵｸﾉｳｴ
933 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ カラ岩ノ上 ｶﾗｲﾜﾉｳｴ
934 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 山下クミチカヤバ ﾔﾏｼﾀｸﾐﾁｶﾔﾊﾞ
935 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ マガリノ ﾏｶﾞﾘﾉ
936 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ クチキ谷ノ上 ｸﾁｷﾀﾞﾆﾉｳｴ
937 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 奥クチキ谷 ｵｸｸﾁｷﾀﾞﾆ
938 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上マガリノ道下 ｳｴﾏｶﾞﾘﾉﾐﾁﾉｼﾀ
939 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 奥マガリノ ｵｸﾏｶﾞﾘﾉ
940 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 奥マガリノ上道ノ下 ｵｸﾏｶﾞﾘﾉｳｴﾐﾁﾉｼﾀ
941 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ソコビキ ｿｺﾋﾞｷ
942 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ソコビキノ奥大道ノ下 ｿｺﾋﾞｷﾉｵｸｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
943 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ネズキノ畝西ノ平長 ﾈｽﾞｷﾉｳﾈﾆｼﾉﾋﾗﾅｶﾞｻｺｸﾞﾁ

944 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ネズキノ畝西ノ平桃木 ﾈｽﾞｷﾉｳﾈﾆｼﾉﾋﾗﾓﾓﾉｷｻｺｸﾞ

945 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ネスキノ畝西ノ平野猪 ﾈｽｷﾉｳﾈﾆｼﾉﾋﾗﾉｲﾉｼﾘｸﾁ
946 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 野猪ノ尻岩屋元 ﾉｲﾉｼﾘｲﾜﾔﾉﾓﾄ
947 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上越ノ上 ｳｴﾉｺｴﾉｳｴ
948 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ タカハエ ﾀｶﾊｴ
949 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ウワノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
950 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ カミムクノキ ｶﾐﾑｸﾉｷ
951 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
952 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ウワカゲ ｳﾜｶｹﾞ
953 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ イワマツ ｲﾜﾏﾂ
954 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ シタカゲ ｼﾀｶｹﾞ
955 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ タニノオク ﾀﾆﾉｵｸ
956 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
957 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ドヲグリウ子 ﾄﾞｵｸﾞﾘｳﾈ
958 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ マツノヒラ ﾏﾂﾉﾋﾗ
959 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ クロタキ ｸﾛﾀｷ
960 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ アヲギ ｱｵｷﾞ
961 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ トヲメンノウエ ﾄｦﾒﾝﾉｳｴ
962 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ カキハラウ子 ｶｷﾊﾗｳﾈ
963 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ホコイワ ﾎｺｲﾜ
964 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ モメンジリ ﾓﾒﾝｼﾞﾘ
965 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ フルタ ﾌﾙﾀ
966 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タキワキ ﾀｷﾜｷ
967 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ シバツカ ｼﾊﾞﾂｶ
968 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ リシヨウ ﾘｼﾖｳ
969 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タニタ ﾀﾆﾀ
970 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ユワスボ ﾕﾜｽﾎﾞ
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971 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ 氏宮南 ｳｼﾞﾐﾔﾐﾅﾐ
972 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヤマクヒ ﾔﾏｸﾋ
973 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ オカタヤシキ ｵｶﾀﾔｼｷ
974 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ホオシガタニ ﾎｵｼｶﾞﾀﾆ
975 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
976 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
977 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ツボノモト ﾂﾎﾞﾉﾓﾄ
978 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヨコノヂ ﾖｺﾉﾁﾞ
979 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ シンコロヲ ｼﾝｺﾛｵ
980 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タルノクビ ﾀﾙﾉｸﾋﾞ
981 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
982 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ スゲノモト ｽｹﾞﾉﾓﾄ
983 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヤマモギウ子 ﾔﾏﾓｷﾞｳﾈ
984 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ クスノキ ｸｽﾉｷ
985 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ キタノウ子 ｷﾀﾉｳﾈ
986 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ナカチヤマ ﾅｶﾁﾔﾏ
987 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ トビノ ﾄﾋﾞﾉ
988 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ウスヤ ｳｽﾔ
989 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ シモノヂ ｼﾓﾉﾁﾞ
990 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タ子ガサコ ﾀﾈｶﾞｻｺ
991 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ フルツチ ﾌﾙﾂﾁ
992 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ イノノハナ ｲﾉﾉﾊﾅ
993 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ クロタ゛キ ｸﾛﾀﾞｷ
994 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ トリコ゛ヱウ子 ﾄﾘｺﾞｴｳﾈ
995 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ガヤザコ ｶﾞﾔｻﾞｺ
996 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ フルミヤ ﾌﾙﾐﾔ
997 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ コメノコヤ ｺﾒﾉｺﾔ
998 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ミヅダル ﾐﾂﾞﾀﾞﾙ
999 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ムメノキ ﾑﾒﾉｷ
1000 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ホドノクボ ﾎﾄﾞﾉｸﾎﾞ
1001 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ニラク゛サウ子 ﾆﾗｸﾞｻｳﾈ
1002 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ナルヨヲジ ﾅﾙﾖｵｼﾞ
1003 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ イタヅリワラ ｲﾀﾂﾞﾘﾜﾗ
1004 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ テングダキ ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
1005 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヨコバウ ﾖｺﾊﾞｳ
1006 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ 子コゲウ子 ﾈｺｹﾞｳﾈ
1007 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
1008 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ アリノキ ｱﾘﾉｷ
1009 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ フキザコノシタ ﾌｷｻﾞｺﾉｼﾀ
1010 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ナカノ ﾅｶﾉ
1011 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ シロイシサコ ｼﾛｲｼｻﾞｺ
1012 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ツツジガナロ ﾂﾂｼﾞｶﾞﾅﾛ
1013 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ スズノモトカゲ ｽｽﾞﾉﾓﾄｶｹﾞ
1014 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タカトヤ ﾀｶﾄﾔ
1015 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ コマツタヲシ ｺﾏﾂﾀｵｼ
1016 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ヒノキクビ ﾋﾉｷｸﾋﾞ
1017 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ タロヲジ ﾀﾛｵｼﾞ
1018 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ウドクビ ｳﾄﾞｸﾋﾞ
1019 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ シモウト゛ ｼﾓｳﾄﾞ
1020 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ カラスイシ ｶﾗｽｲｼ
1021 01吾川 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ ムレガキ ﾑﾚｶﾞｷ
1022 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ナリワダ大川ブチ ﾅﾘﾜﾀﾞｵｵｶﾜﾌﾞﾁ
1023 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ナリワダニ ﾅﾘﾜﾀﾞﾆ
1024 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヤナギノコヲ下モ ﾔﾅｷﾞﾉｺｦｼﾓ
1025 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヤナギノコヲ上ヘ ﾔﾅｷﾞﾉｺｦｳｴ
1026 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヲク田ノ上 ｵｸﾀﾉｳｴ
1027 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ユノ上 ﾕﾉｶﾐ
1028 01吾川 引地 ﾋｷﾁ タノ畝 ﾀﾉｳﾈ
1029 01吾川 引地 ﾋｷﾁ コヲラ地 ｺｵﾗﾁﾞ
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1030 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 大道ノ下タ ｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
1031 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 東大道ノ下タ ﾋｶﾞｼｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
1032 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 佛畝 ﾎﾄｹｳﾈ
1033 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 田ノ久保ノ下タ ﾀﾉｸﾎﾞﾉｼﾀ
1034 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
1035 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 田ノ窪 ﾀﾉｸﾎﾞ
1036 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 田ノ久保大道ノ上 ﾀﾉｸﾎﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
1037 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 東谷ノ下 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆﾉｼﾀ
1038 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 東谷ノ下モ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆﾉｼﾓ
1039 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 黒松畝下タ ｸﾛﾏﾂﾉｳﾈﾉｼﾀ
1040 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 大ワダ ｵｵﾜﾀﾞ
1041 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 大和田下モ ｵｵﾜﾀﾞﾉｼﾓ
1042 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 三ツ峠 ﾐﾂﾄｳｹﾞ
1043 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 三津トヲ上ミ ﾐﾂﾄｵﾉｶﾐ
1044 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 黒松ノ上 ｸﾛﾏﾂﾉｳｴ
1045 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 鉾石 ﾎｺｲｼ
1046 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 三ツ峠ウヱ ﾐﾂﾄｳｹﾞﾉｳｴ
1047 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 鉾石ノ下タ ﾎｺｲｼﾉｼﾀ
1048 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カキワラ ｶｷﾜﾗ
1049 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 子ヅノモトノシタ ﾈﾂﾞﾉﾓﾄﾉｼﾀ
1050 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ツボミ ﾂﾎﾞﾐ
1051 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ コセゲタニ ｺｾｹﾞﾀﾆ
1052 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ボヲゼ ﾎﾞｵｾﾞ
1053 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ケヤケガワダ ｹﾔｹｶﾞﾜﾀﾞ
1054 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナカヒラ ﾅｶﾋﾗ
1055 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヒロゾヲタニ ﾋﾛｿﾞｦﾀﾆ
1056 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ニクノタキ ﾆｸﾉﾀｷ
1057 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナカガワラ ﾅｶｶﾞﾜﾗ
1058 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミコノ井シ ﾐｺﾉｲｼ
1059 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ クマノソヲ ｸﾏﾉｿｵ
1060 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヨコノミヤ ﾖｺﾉﾐﾔ
1061 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
1062 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ カンバタ ｶﾝﾊﾞﾀ
1063 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ カギミチ ｶｷﾞﾐﾁ
1064 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ホゼワラ ﾎｾﾞﾜﾗ
1065 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ タカダル ﾀｶﾀﾞﾙ
1066 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヒビノキウ子 ﾋﾋﾞﾉｷｳﾈ
1067 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミ子ノヂ ﾐﾈﾉﾁﾞ
1068 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヲモミ子 ｦﾓﾐﾈ
1069 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ クロタキ ｸﾛﾀｷ
1070 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヨコノクビ ﾖｺﾉｸﾋﾞ
1071 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヲヲモリヤトコ ｵｵﾓﾘﾔﾄｺ
1072 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ マルハヱ ﾏﾙﾊｴ
1073 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ コヲカヤスバ ｺｵｶﾔｽﾊﾞ
1074 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
1075 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ シシバガタニ ｼｼﾊﾞｶﾞﾀﾆ
1076 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナルヨヲジ ﾅﾙﾖｵｼﾞ
1077 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ユワヤノモト ﾕﾜﾔﾉﾓﾄ
1078 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ 子ザサ ﾈｻﾞｻ
1079 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ウヱナルヨヲジ ｳｴﾅﾙﾖｵｼﾞ
1080 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヲモザコ ｵﾓｻﾞｺ
1081 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
1082 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ホリタ ﾎﾘﾀ
1083 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ クサダキ ｸｻﾀﾞｷ
1084 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヒガシ ﾋｶﾞｼ
1085 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ サキノヤマ ｻｷﾉﾔﾏ
1086 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ サキノハヱ ｻｷﾉﾊｴ
1087 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ミヤシタ ﾐﾔｼﾀ
1088 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ツヱノハタ ﾂｴﾉﾊﾀ
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1089 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ノヂ ﾉﾁﾞ
1090 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ クロバカタニ ｸﾛﾊﾞｶﾀﾆ
1091 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヒダカノサコ ﾋﾀﾞｶﾉｻｺ
1092 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヨビバ ﾖﾋﾞﾊﾞ
1093 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ビヤタキ ﾋﾞﾔﾀｷ
1094 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ イツホンマツ ｲﾂﾎﾝﾏﾂ
1095 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ シタハエ ｼﾀﾊｴ
1096 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ノヂノウヱ ﾉﾁﾞﾉｳｴ
1097 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ノヂノムカイ ﾉﾁﾞﾉﾑｶｲ
1098 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ テンジンミヤ ﾃﾝｼﾞﾝﾐﾔ
1099 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ サンノヲ ｻﾝﾉｵ
1100 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ トサキ ﾄｻｷ
1101 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヲクサンノヲ ｵｸｻﾝﾉｵ
1102 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
1103 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ カサマツ ｶｻﾏﾂ
1104 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1105 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
1106 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ウヱハヱ ｳｴﾊｴ
1107 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ミツイシ ﾐﾂｲｼ
1108 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ム子ノヂ ﾑﾈﾉﾁﾞ
1109 01吾川 崎ノ山 ｻｷﾉﾔﾏ ヒソヲラ ﾋｿｦﾗ
1110 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
1111 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ウ子ノシタ ｳﾈﾉｼﾀ
1112 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾐﾄ
1113 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヒソヲラ ﾋｿｵﾗ
1114 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ノヂノヲク ﾉﾁﾞﾉｵｸ
1115 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ノヂ ﾉﾁﾞ
1116 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カバギウ子 ｶﾊﾞｷﾞｳﾈ
1117 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シダノハナ ｼﾀﾞﾉﾊﾅ
1118 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タビラノヂ ﾀﾋﾞﾗﾉﾁﾞ
1119 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カミナロ ｶﾐﾅﾛ
1120 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タナバタケ ﾀﾅﾊﾞﾀｹ
1121 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
1122 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ マガリ ﾏｶﾞﾘ
1123 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
1124 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヲヲイシノモト ｵｵｲｼﾉﾓﾄ
1125 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
1126 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イワガサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
1127 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ユワノサコ ﾕﾜﾉｻｺ
1128 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ バンシヨハヤシ ﾊﾞﾝｼﾖﾊﾔｼ
1129 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カミタケ ｶﾐﾀｹ
1130 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヌタミヅ ﾇﾀﾐﾂﾞ
1131 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タニ ﾀﾆ
1132 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タニヲク ﾀﾆｵｸ
1133 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ アライワ ｱﾗｲﾜ
1134 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ナカヘヱリ ﾅｶﾍｴﾘ
1135 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ マツノヒラ ﾏﾂﾉﾋﾗ
1136 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ナカヱハタ ﾅｶｴﾊﾀ
1137 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タテノ ﾀﾃﾉ
1138 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タテウチ ﾀﾃｳﾁ
1139 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ハヘカゲ ﾊﾍｶｹﾞ
1140 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ
1141 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イノノウ子 ｲﾉﾉｳﾈ
1142 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ サコクチ ｻｺｸﾁ
1143 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イノノタキ ｲﾉﾉﾀｷ
1144 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カキノキウ子 ｶｷﾉｷｳﾈ
1145 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カキノキ谷 ｶｷﾉｷﾀﾆ
1146 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ アカタキタニ ｱｶﾀｷﾀﾆ
1147 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ アカダキシモ ｱｶﾀﾞｷｼﾓ
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1148 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ アカタキ ｱｶﾀｷ
1149 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イノノサキ ｲﾉﾉｻｷ
1150 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ススノモト ｽｽﾉﾓﾄ
1151 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ クロタキ ｸﾛﾀｷ
1152 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ツルイサコ ﾂﾙｲｻｺ
1153 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ アヲダキ ｱｦﾀﾞｷ
1156 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ミヤノノ ﾐﾔﾉﾉ
1157 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ クロカウ子 ｸﾛｶｳﾈ
1158 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ノタケ ﾉﾀｹ
1159 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カバキガサコ ｶﾊﾞｷｶﾞｻｺ
1160 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ スカノカミ ｽｶﾉｶﾐ
1161 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ スズノモト ｽｽﾞﾉﾓﾄ
1162 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヲゴケイシ ｵｺﾞｹｲｼ
1163 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ タケハタ ﾀｹﾊﾀ
1164 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ロクロキ ﾛｸﾛｷ
1165 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ アマイチゴ ｱﾏｲﾁｺﾞ
1166 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ミヅイワヤ ﾐﾂﾞｲﾜﾔ
1167 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カミツヱノノ ｶﾐﾂｴﾉﾉ
1168 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
1169 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ コンゲン ｺﾝｹﾞﾝ
1170 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ オオヒラミ ｵｵﾋﾗﾐ
1171 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ムカイ ﾑｶｲ
1172 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ オイモヲジリ ｵｲﾓｵｼﾞﾘ
1173 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツヱノノ ﾂｴﾉﾉ
1174 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツヱノカゲ ﾂｴﾉｶｹﾞ
1175 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ガヤガタキ ｶﾞﾔｶﾞﾀｷ
1176 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヲヲコシ ｵｵｺｼ
1177 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
1178 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
1179 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ミコシバ ﾐｺｼﾊﾞ
1180 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ バウヤゴヲ ﾊﾞｳﾔｺﾞｵ
1181 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヒラゾヲ ﾋﾗｿﾞｦ
1182 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ コヲナロガワ ｺｵﾅﾛｶﾞﾜ
1183 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ キノクガチ ｷｸﾉｶﾞﾁ
1184 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ カドイワ ｶﾄﾞｲﾜ
1185 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ハ子 ﾊﾈ
1186 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヌタノナロ ﾇﾀﾉﾅﾛ
1187 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ フルヤ ﾌﾙﾔ
1188 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ シシモリ ｼｼﾓﾘ
1189 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ シシモリウ子 ｼｼﾓﾘｳﾈ
1190 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ケヤケノモト ｹﾔｹﾉﾓﾄ
1191 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ノイ子 ﾉｲﾈ
1192 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ タケノシモ ﾀｹﾉｼﾓ
1193 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヤナキカサコ ﾔﾅｷｶｻｺ
1194 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
1195 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ナロノマエ ﾅﾛﾉﾏｴ
1196 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ゴロガタキ ｺﾞﾛｶﾞﾀｷ
1197 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
1198 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ タケノカミ ﾀｹﾉｶﾐ
1199 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ タケノウ子 ﾀｹﾉｳﾈ
1200 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ハカンダ ﾊｶﾝﾀﾞ
1201 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ シモサデ ｼﾓｻﾃﾞ
1202 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ トラズハタ ﾄﾗｽﾞﾊﾀ
1203 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ユヅリハ ﾕﾂﾞﾘﾊ
1204 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ブンゾヲギリ ﾌﾞﾝｿﾞｵｷﾞﾘ
1205 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ツヱジリ ﾂｴｼﾞﾘ
1206 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヤザイハタ ﾔｻﾞｲﾊﾀ
1207 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ツヱスリ ﾂｴｽﾘ
1208 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ツヱ ﾂｴ
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1209 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ スギノタヲ ｽｷﾞﾉﾀｵ
1210 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ クレイシ ｸﾚｲｼ
1211 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
1212 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ タニヲク ﾀﾆｵｸ
1213 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ シモゴヤシ ｼﾓｺﾞﾔｼ
1214 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ イナヤシキ ｲﾅﾔｼｷ
1215 01吾川 下北川 ｼﾓｷﾀｶﾞﾜ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
1216 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ シモサデ ｼﾓｻﾃﾞ
1217 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ タケダニ ﾀｹﾀﾞﾆ
1218 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ シモゴミ ｼﾓｺﾞﾐ
1219 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
1220 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヤシキノモト ﾔｼｷﾉﾓﾄ
1221 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲカタ ｵｶﾀ
1222 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ 井デノモト ｲﾃﾞﾉﾓﾄ
1223 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ミヤノムカイ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
1224 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナカノヂ ﾅｶﾉﾁﾞ
1225 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ススノウ子ノニシ ｽｽﾉｳﾈﾉﾆｼ
1226 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ サカイノタニ ｻｶｲﾉﾀﾆ
1227 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ サカイノタニノウエ ｻｶｲﾉﾀﾆﾉｳｴ
1228 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イタヅリガサコ ｲﾀﾂﾞﾘｶﾞｻｺ
1229 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナツイカトヲ ﾅﾂｲｶﾄｵ
1230 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イタヅリバタ ｲﾀﾂﾞﾘﾊﾞﾀ
1231 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
1232 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナシノキウ子 ﾅｼﾉｷｳﾈ
1233 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イクウ子ノウヱ ｲｸｳﾈﾉｳｴ
1234 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ カゲイワカイチ ｶｹﾞｲﾜｶｲﾁ
1235 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イワガイチ ｲﾜｶﾞｲﾁ
1236 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イタダカレ ｲﾀﾀﾞｶﾚ
1237 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ シタギリ ｼﾀｷﾞﾘ
1238 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
1239 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ハシモトシタノウ子 ﾊｼﾓﾄｼﾀﾉｳﾈ
1240 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ シタキリシタノウ子 ｼﾀｷﾘｼﾀﾉｳﾈ
1241 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ドヲドキ ﾄﾞｵﾄﾞｷ
1242 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヂヨヲガハタ ﾁﾞﾖｦｶﾞﾊﾀ
1243 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ クワノキノシタ ｸﾜﾉｷﾉｼﾀ
1244 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ギヨバタ ｷﾞﾖﾊﾞﾀ
1245 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ニシムキノシタ ﾆｼﾑｷﾉｼﾀ
1246 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ニシムキ ﾆｼﾑｷ
1247 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ウドヲ ｳﾄﾞｵ
1248 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナカヒガシ ﾅｶﾋｶﾞｼ
1249 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
1250 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲヲゴシノシタ ｵｵｺﾞｼﾉｼﾀ
1251 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ カサマツ ｶｻﾏﾂ
1252 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナカヒガシノシタ ﾅｶﾋｶﾞｼﾉｼﾀ
1253 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ イシノモト ｲｼﾉﾓﾄ
1254 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲサキ ｵｻｷ
1255 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ モモノトヲ ﾓﾓﾉﾄｵ
1256 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ツンゴヱ ﾂﾝｺﾞｴ
1257 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヤマトガクボ ﾔﾏﾄｶﾞｸﾎﾞ
1258 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヤマトガクボノニシ ﾔﾏﾄｶﾞｸﾎﾞﾉﾆｼ
1259 01吾川 津江 ﾂｴ ウツゲバタ ｳﾂｹﾞﾊﾞﾀ
1260 01吾川 津江 ﾂｴ ミヤノマエ ﾐﾔﾉﾏｴ
1261 01吾川 津江 ﾂｴ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1262 01吾川 津江 ﾂｴ イケガナロ ｲｹｶﾞﾅﾛ
1263 01吾川 津江 ﾂｴ ヤナギガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
1264 01吾川 津江 ﾂｴ ススモキ ｽｽﾓｷ
1265 01吾川 津江 ﾂｴ ススモキノマヱ ｽｽﾓｷﾉﾏｴ
1266 01吾川 津江 ﾂｴ ナミスギ ﾅﾐｽｷﾞ
1267 01吾川 津江 ﾂｴ ミヨトイワ ﾐﾖﾄｲﾜ
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1268 01吾川 津江 ﾂｴ ミヨトイワノカミ ﾐﾖﾄｲﾜﾉｶﾐ
1269 01吾川 津江 ﾂｴ イノイワヤ ｲﾉｲﾜﾔ
1270 01吾川 津江 ﾂｴ イタヅリバタ ｲﾀﾂﾞﾘﾊﾞﾀ
1271 01吾川 津江 ﾂｴ マツノウチ ﾏﾂﾉｳﾁ
1272 01吾川 津江 ﾂｴ マツノウチノシタ ﾏﾂﾉｳﾁﾉｼﾀ
1273 01吾川 津江 ﾂｴ 下ドヲセンバタ ｼﾀﾄﾞｵｾﾝﾊﾞﾀ
1274 01吾川 津江 ﾂｴ 中ドヲセンバタ ﾅｶﾄﾞｵｾﾝﾊﾞﾀ
1275 01吾川 津江 ﾂｴ ヲヲサコノシタ ｵｵｻｺﾉｼﾀ
1276 01吾川 津江 ﾂｴ イケノシリノシタ ｲｹﾉｼﾘﾉｼﾀ
1277 01吾川 津江 ﾂｴ コロノモト畝 ｺﾛﾉﾓﾄｳﾈ
1278 01吾川 津江 ﾂｴ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
1279 01吾川 津江 ﾂｴ ヲヲサコノウエ ｵｵｻｺﾉｳｴ
1280 01吾川 津江 ﾂｴ タケノヒノヂ ﾀｹﾉﾋﾉﾁﾞ
1281 01吾川 津江 ﾂｴ ナガヤブカゲ ﾅｶﾞﾔﾌﾞｶｹﾞ
1282 01吾川 津江 ﾂｴ シタナガヤブ ｼﾀﾅｶﾞﾔﾌﾞ
1283 01吾川 津江 ﾂｴ イワガルモ ｲﾜｶﾞﾙﾓ
1284 01吾川 津江 ﾂｴ 中ナガヤブ ﾅｶﾅｶﾞﾔﾌﾞ
1285 01吾川 津江 ﾂｴ ナガヤブウ子 ﾅｶﾞﾔﾌﾞｳﾈ
1286 01吾川 津江 ﾂｴ ウヱナガヤブ ｳｴﾅｶﾞﾔﾌﾞ
1287 01吾川 津江 ﾂｴ ウリギバタシタ ｳﾘｷﾞﾊﾞﾀｼﾀ
1288 01吾川 津江 ﾂｴ 中ウリギ畑 ﾅｶｳﾘｷﾞﾊﾞﾀ
1289 01吾川 津江 ﾂｴ 上ナガヤブウ子 ｳｴﾅｶﾞﾔﾌﾞｳﾈ
1290 01吾川 津江 ﾂｴ ニホンゴクノシタ ﾆﾎﾝｺﾞｸﾉｼﾀ
1291 01吾川 津江 ﾂｴ ニホンゴク ﾆﾎﾝｺﾞｸ
1292 01吾川 津江 ﾂｴ クツウチ ｸﾂｳﾁ
1293 01吾川 津江 ﾂｴ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
1294 01吾川 津江 ﾂｴ ミヤマガヤスバ ﾐﾔﾏｶﾞﾔｽﾊﾞ
1295 01吾川 津江 ﾂｴ ナベラガウチ ﾅﾍﾞﾗｶﾞｳﾁ
1296 01吾川 津江 ﾂｴ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
1297 01吾川 津江 ﾂｴ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
1298 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヤマシタ ﾔﾏｼﾀ
1299 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ナヘラ ﾅﾍﾗ
1300 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ナカ ﾅｶ
1301 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コヲカミ ｺｵｶﾐ
1302 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ウヘマツ ｳﾍﾏﾂ
1303 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コヲカミヲク ｺｵｶﾐｵｸ
1304 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マツワラ ﾏﾂﾜﾗ
1305 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヤシロ ﾔｼﾛ
1306 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ハゴノモト ﾊｺﾞﾉﾓﾄ
1307 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ニ子ントチ ﾆﾈﾝﾄﾁ
1308 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ミヨトイワ ﾐﾖﾄｲﾜ
1309 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ミヤノマヱ ﾐﾔﾉﾏｴ
1310 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1311 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ 藤ケ瀧 ﾌﾁﾞｶﾞﾀｷ
1312 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒガシバタ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
1313 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒガシバタノウヘ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀﾉｳｴ
1314 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ フヂガタキノシモ ﾌﾁﾞｶﾞﾀｷﾉｼﾓ
1315 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ フヂガタキ上ヘ ﾌﾁﾞｶﾞﾀｷｳｴ
1316 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ シモヤマノシタ ｼﾓﾔﾏﾉｼﾀ
1317 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ シモヤマ ｼﾓﾔﾏ
1318 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ シモヤマノウエ ｼﾓﾔﾏﾉｳｴ
1319 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ハコノモトノウヘ ﾊｺﾉﾓﾄﾉｳｴ
1320 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ハゴノ谷ノ前 ﾊｺﾞﾉﾀﾆﾉﾏｴ
1321 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マガリノマヱ ﾏｶﾞﾘﾉﾏｴ
1322 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒノキグヘ ﾋﾉｷｸﾞｴ
1323 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒノキグヘノ北浦 ﾋﾉｷｸﾞﾍﾉｷﾀｳﾗ
1324 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒノキグヘノウエ ﾋﾉｷｸﾞﾍﾉｳｴ
1325 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マガリ ﾏｶﾞﾘ
1326 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ゴウシヨガキ ｺﾞｳｼﾖｶﾞｷ
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1327 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マルヤマノマヘ ﾏﾙﾔﾏﾉﾏｴ
1328 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マルヤマノウエ ﾏﾙﾔﾏﾉｳｴ
1329 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ シモウトヲガナロ ｼﾓｳﾄｵｶﾞﾅﾛ
1330 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ウドガナロ ｳﾄﾞｶﾞﾅﾛ
1331 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ トヲズバタウ子 ﾄｵｽﾞﾊﾞﾀｳﾈ
1332 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ トラズバタ ﾄﾗｽﾞﾊﾞﾀ
1333 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ トラズバタノカミ ﾄﾗｽﾞﾊﾞﾀﾉｶﾐ
1334 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ トラズバタノマエ ﾄﾗｽﾞﾊﾞﾀﾉﾏｴ
1335 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ 長坂山 ﾅｶﾞｻｶﾔﾏ
1336 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヲクトラズバタノウヘ ｵｸﾄﾗｽﾞﾊﾞﾀﾉｳｴ
1337 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヲクトラズバタ ｵｸﾄﾗｽﾞﾊﾞﾀ
1338 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ カマノクチヲク ｶﾏﾉｸﾁｵｸ
1339 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ カマノクチノウヘ ｶﾏﾉｸﾁﾉｳｴ
1340 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
1341 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ 釜ノ口シモ ｶﾏﾉｸﾁｼﾓ
1342 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コトコガ谷ノ瀧奥 ｺﾄｺｶﾞﾀﾆﾉﾀｷｵｸ
1343 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヒノキグヘノマヱ ﾋﾉｷｸﾞﾍﾉﾏｴ
1344 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヤシロノウヘ ﾔｼﾛﾉｳｴ
1345 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コトコ谷 ｺﾄｺﾀﾆ
1346 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コトコ谷明ト岩 ｺﾄｺﾀﾞﾆﾐﾖﾄｲﾜ
1347 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ コトコ谷シモ ｺﾄｺﾀﾞﾆｼﾓ
1348 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ウヘ松ノウラ ｳｴﾏﾂﾉｳﾗ
1349 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヲズソノウヘ ｵｽﾞｿﾉｳｴ
1350 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ キタバタ ｷﾀﾊﾞﾀ
1351 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヤスバウ子 ﾔｽﾊﾞｳﾈ
1352 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ 北畑ノ前 ｷﾀﾊﾞﾀﾉﾏｴ
1353 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヲズソ ｵｽﾞｿ
1623 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 山ベリ畝 ﾔﾏﾍﾞﾘｳﾈ
1624 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 山ベリノ北大道ノ上 ﾔﾏﾍﾞﾘﾉｷﾀｵｵﾐﾁﾉｳｴ
1625 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コトコ谷ノ南 ｺﾄｺﾀﾞﾆﾉﾐﾅﾐ
1626 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 笠松 ｶｻﾏﾂ
1627 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヲコリ岩道ノ上 ｵｺﾘｲﾜﾐﾁﾉｳｴ
1628 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イラズ大道ノ上 ｲﾗｽﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
1629 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 井ラズノ上 ｲﾗｽﾞﾉｳｴ
1630 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 立道ノ西 ﾀﾁﾐﾁﾉﾆｼ
1631 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 下タクボ ｼﾀｸﾎﾞ
1632 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 呼石 ﾖﾋﾞｲｼ
1633 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大タヲ ｵｵﾀｵ
1634 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ
1635 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カゲ ｶｹﾞ
1636 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハメ石 ﾊﾒｲｼ
1637 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 豆腐石 ﾄｳﾌｲｼ
1638 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 黒森瀧ノ下タ ｸﾛﾓﾘﾀﾞｷﾉｼﾀ
1639 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 茶ヱン堂 ﾁｬｴﾝﾄﾞｳ
1640 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 茶園堂ノ東 ﾁｬｴﾝﾄﾞｳﾉﾋｶﾞｼ
1641 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ セイモト ｾｲﾓﾄ
1642 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 中ノ休場 ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
1643 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 中ノ休場ノ下タ ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
1644 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ アカヅヱ ｱｶﾂﾞｴ
1645 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハ子ヅリ ﾊﾈﾂﾞﾘ
1646 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 上ヘ豆シリ ｳｴﾏﾒｼﾘ
1647 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 堺ノ畝 ｻｶｲﾉｳﾈ
1648 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 森田 ﾓﾘﾀ
1649 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 四畝町田 ﾖｾﾏﾁﾀﾞ
1650 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 沖田 ｵｷﾀ
1651 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 北檜生 ｷﾀﾋﾉｷｳ
1652 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 赤瀧 ｱｶﾀﾞｷ
1653 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大畝 ｵｵｳﾈ
1654 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大竹サコ ｵｵﾀｹｻｺ
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1655 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
1656 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 下モノコヱ ｼﾓﾉｺｴ
1657 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 下ノサコ ｼﾓﾉｻｺ
1658 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 丸石 ﾏﾙｲｼ
1659 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 下モ向 ｼﾓﾑｶｲ
1660 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 丸畠ノ下タ ﾏﾙﾊﾀﾉｼﾀ
1661 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 丸畠 ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
1662 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コトコノモリ ｺﾄｺﾉﾓﾘ
1663 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヌタ ﾇﾀ
1664 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大豆地 ﾀﾞｲｽﾞﾁ
1665 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 茶ウス石 ﾁｬｳｽｲｼ
1666 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 安明寺 ｱﾝﾐｮｳｼﾞ
1667 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ナベラダ ﾅﾍﾞﾗﾀﾞ
1668 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 安明寺ダバ ｱﾝﾐｮｳｼﾞﾀﾞﾊﾞ
1669 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ススガ峠 ｽｽｶﾞﾄｳｹﾞ
1670 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ススノ下タ ｽｽﾉｼﾀ
1671 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ノヂ ﾉｼﾞ
1672 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハゴノ畝 ﾊｺﾞﾉｳﾈ
1673 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 南スス ﾐﾅﾐｽｽ
1674 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハコノウチ ﾊｺﾉｳﾁ
1675 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヤキウサコ ﾔｷｳｻｺ
1676 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 中畑タ ﾅｶﾊﾀ
1677 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハゴノサコ ﾊｺﾞﾉｻｺ
1678 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ツ江ノタチ ﾂﾃﾉﾀﾁ
1679 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 畝クビ ｳﾈｸﾋﾞ
1680 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 北ワタボヲシ ｷﾀﾜﾀﾎﾞｵｼ
1681 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 北黒タキ ｷﾀｸﾛﾀｷ
1682 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 黒タキ ｸﾛﾀｷ
1683 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ワタコボシ ﾜﾀｺﾎﾞｼ
1684 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イノ野上江 ｲﾉﾉｳｴ
1685 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イノ野畝 ｲﾉﾉｳﾈ
1686 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 畝尻リ ｳﾈｼﾞﾘ
1687 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イノ野シタ ｲﾉﾉｼﾀ
1688 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ テンノヤマ ﾃﾝﾉﾔﾏ
1689 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 上江テンノヤマ ｳｴﾃﾝﾉﾔﾏ
1690 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ フルタガサコ ﾌﾙﾀｶﾞｻｺ
1691 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 池川口 ｲｹｶﾞﾜｸﾞﾁ
1692 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 江ビガイシ ｴﾋﾞｶﾞｲｼ
1693 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ リウケ水 ﾘｳｹﾐｽﾞ
1694 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
1695 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ タカイシ ﾀｶｲｼ
1696 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ホコイシウ子 ﾎｺｲｼｳﾈ
1697 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ フルタ ﾌﾙﾀ
1698 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ホコイシ ﾎｺｲｼ
1699 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヒキリ ﾋｷﾘ
1700 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カサナリイシ ｶｻﾅﾘｲｼ
1701 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イナキイシ ｲﾅｷｲｼ
1702 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ シンカヤマ ｼﾝｶﾔﾏ
1703 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ウドガウチ ｳﾄﾞｶﾞｳﾁ
1704 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
1705 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 岩屋本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
1706 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ アカバガタヲ ｱｶﾊﾞｶﾞﾀｵ
1707 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハ子 ﾊﾈ
1708 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 茂平作 ﾓﾍｲﾂﾞｸﾘ
1709 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾁ
1710 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヒ江イナキ ﾋｴｲﾅｷ
1711 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1712 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ダバノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
1713 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ドヲノ下 ﾄﾞｳﾉｼﾀ
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1714 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ノヂ ﾉﾁﾞ
1715 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ シモヂ ｼﾓﾁﾞ
1716 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲカノマエ ｵｶﾉﾏｴ
1717 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
1718 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ノヂノ上 ﾉﾁﾞﾉｳｴ
1719 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ウチコシ ｳﾁｺｼ
1720 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下西ノ谷 ｼﾓﾆｼﾉﾀﾆ
1721 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1722 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ドヲサン ﾄﾞｵｻﾝ
1723 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲモ畝野地 ｵﾓｳﾈﾉﾁﾞ
1724 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ アカシダ ｱｶｼﾀﾞ
1725 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲモウ子 ｵﾓｳﾈ
1726 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲモ畝石元 ｵﾓｳﾈｲｼﾓﾄ
1727 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 山ノ神カゲ ﾔﾏﾉｶﾐｶｹﾞ
1728 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ババガ岩ヤ ﾊﾞﾊﾞｶﾞｲﾜﾔ
1729 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ カゲフナキ ｶｹﾞﾌﾅｷ
1730 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ホヲノキワダ ﾎｵﾉｷﾜﾀﾞ
1731 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ユキヤケ ﾕｷﾔｹ
1732 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ナカザコ ﾅｶｻﾞｺ
1733 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 岩ケサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
1734 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ バショ谷 ﾊﾞｼｮﾀﾆ
1735 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 石神畝 ｲｼｶﾐｳﾈ
1736 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ シモコミ ｼﾓｺﾐ
1737 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ナカノヂ ﾅｶﾉﾁﾞ
1738 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
1739 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ センタカ畝 ｾﾝﾀｶｳﾈ
1740 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ シリナシ畝 ｼﾘﾅｼｳﾈ
1741 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 大カケ ｵｵｶｹ
1742 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ スミカマ ｽﾐｶﾏ
1743 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ カチハタコエ ｶﾁﾊﾀｺｴ
1744 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ カミヤナセ ｶﾐﾔﾅｾ
1745 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
1746 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 下ヤナゼ ｼﾀﾔﾅｾﾞ
1747 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヌタノ峠 ﾇﾀﾉﾄｳｹﾞ
1748 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ サルアソビ ｻﾙｱｿﾋﾞ
1749 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヨコハシリ ﾖｺﾊｼﾘ
1750 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 上ミ渡瀬 ｶﾐﾜﾀｾ
1751 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ノヂ ﾉﾁﾞ
1752 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ダバノ上 ﾀﾞﾊﾞﾉｳｴ
1753 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ノヂノ上 ﾉﾁﾞﾉｳｴ
1754 01吾川 桜 ｻｸﾗ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
1755 01吾川 桜 ｻｸﾗ イワガサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
1756 01吾川 桜 ｻｸﾗ シダノヲカ ｼﾀﾞﾉｵｶ
1757 01吾川 桜 ｻｸﾗ カシバヱ ｶｼﾊﾞｴ
1758 01吾川 桜 ｻｸﾗ 上ヘムラシデ ｳｴﾑﾗｼﾃﾞ
1759 01吾川 桜 ｻｸﾗ タカノヂ ﾀｶﾉﾁﾞ
1760 01吾川 桜 ｻｸﾗ カツトロ ｶﾂﾄﾛ
1761 01吾川 桜 ｻｸﾗ 上ヘユキヤケ ｳｴﾕｷﾔｹ
1762 01吾川 桜 ｻｸﾗ ニウドヤブ ﾆｳﾄﾞﾔﾌﾞ
1763 01吾川 桜 ｻｸﾗ ツエダニ ﾂｴﾀﾞﾆ
1764 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヨビイシノシタ ﾖﾋﾞｲｼﾉｼﾀ
1765 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
1766 01吾川 桜 ｻｸﾗ カツトロノ上 ｶﾂﾄﾛﾉｳｴ
1767 01吾川 桜 ｻｸﾗ クリバヱ ｸﾘﾊﾞｴ
1768 01吾川 桜 ｻｸﾗ シンバヱ ｼﾝﾊﾞｴ
1769 01吾川 桜 ｻｸﾗ 上カラタニ ｳｴｶﾗﾀﾆ
1770 01吾川 桜 ｻｸﾗ ハギノトヲ ﾊｷﾞﾉﾄｵ
1771 01吾川 桜 ｻｸﾗ ナルヨウジ ﾅﾙﾖｳｼﾞ
1772 01吾川 桜 ｻｸﾗ ムカイノコエ ﾑｶｲﾉｺｴ
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1773 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヨシダニ ﾖｼﾀﾞﾆ
1774 01吾川 桜 ｻｸﾗ タシロザカ ﾀｼﾛｻﾞｶ
1775 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヲヲヤブ ｵｵﾔﾌﾞ
1776 01吾川 桜 ｻｸﾗ ミヤカゲ ﾐﾔｶｹﾞ
1777 01吾川 桜 ｻｸﾗ ミヤノモリ ﾐﾔﾉﾓﾘ
1778 01吾川 桜 ｻｸﾗ マツヲカ ﾏﾂｵｶ
1779 01吾川 桜 ｻｸﾗ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
1780 01吾川 桜 ｻｸﾗ ニシノウ子 ﾆｼﾉｳﾈ
1781 01吾川 桜 ｻｸﾗ クレイシ ｸﾚｲｼ
1782 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ
1783 01吾川 桜 ｻｸﾗ カキノクボ ｶｷﾉｸﾎﾞ
1784 01吾川 桜 ｻｸﾗ アリノキゴエ ｱﾘﾉｷｺﾞｴ
1785 01吾川 桜 ｻｸﾗ カラユワ ｶﾗﾕﾜ
1786 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤスミイシ ﾔｽﾐｲｼ
1787 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤサブロヤシキ ﾔｻﾌﾞﾛﾔｼｷ
1788 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヅモリ ﾂﾞﾓﾘ
1789 01吾川 桜 ｻｸﾗ キタノサコ ｷﾀﾉｻｺ
1790 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヒウラ ﾋｳﾗ
1791 01吾川 桜 ｻｸﾗ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
1792 01吾川 桜 ｻｸﾗ アサダガウ子 ｱｻﾀﾞｶﾞｳﾈ
1793 01吾川 桜 ｻｸﾗ クチイワヤ ｸﾁｲﾜﾔ
1794 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤマグチカゲ ﾔﾏｸﾞﾁｶｹﾞ
1795 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
1796 01吾川 桜 ｻｸﾗ ウルシバタケ ｳﾙｼﾊﾞﾀｹ
1797 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヤクチダニ ﾔｸﾁﾀﾞﾆ
1798 01吾川 桜 ｻｸﾗ ミヨトイワ ﾐﾖﾄｲﾜ
1799 01吾川 桜 ｻｸﾗ イツポンスキ ｲﾂﾎﾟﾝｽｷ
1800 01吾川 桜 ｻｸﾗ スギノヤブ ｽｷﾞﾉﾔﾌﾞ
1801 01吾川 桜 ｻｸﾗ ドイヂ ﾄﾞｲﾁﾞ
1802 01吾川 桜 ｻｸﾗ ツルイ ﾂﾙｲ
1803 01吾川 桜 ｻｸﾗ エノキガナロ ｴﾉｷｶﾞﾅﾛ
1804 01吾川 桜 ｻｸﾗ エノキヤスバ ｴﾉｷﾔｽﾊﾞ
1805 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヲゝモリガトコ ｵｵﾓﾘｶﾞﾄｺ
1806 01吾川 桜 ｻｸﾗ シチホンガツラ ｼﾁﾎﾝｶﾞﾂﾗ
1807 01吾川 桜 ｻｸﾗ スゝガサコ ｽｽｶﾞｻｺ
1808 01吾川 桜 ｻｸﾗ フルタノヒウラ ﾌﾙﾀﾉﾋｳﾗ
1809 01吾川 桜 ｻｸﾗ フルタ ﾌﾙﾀ
1810 01吾川 桜 ｻｸﾗ クロマツカゲ ｸﾛﾏﾂｶｹﾞ
1811 01吾川 桜 ｻｸﾗ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
1812 01吾川 桜 ｻｸﾗ ソヲシロウ子 ｿｵｼﾛｳﾈ
1813 01吾川 桜 ｻｸﾗ ヒソガタニ ﾋｿｶﾞﾀﾆ
1814 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 上ハ向ヒ ｳﾜﾜﾑｶｲ
1815 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ソバトコ ｿﾊﾞﾄｺ
1816 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
1817 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
1818 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ アリノ木 ｱﾘﾉｷ
1819 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 黒松カゲ ｸﾛﾏﾂｶｹﾞ
1820 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ヲヤヘンヂ ｵﾔﾍﾝﾁﾞ
1821 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
1822 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ トコロバヤシ ﾄｺﾛﾊﾞﾔｼ
1823 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ カラガタニ ｶﾗｶﾞﾀﾆ
1824 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 北畑 ｷﾀﾊﾞﾀ
1825 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ノヂ ﾉﾁﾞ
1826 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 鹿森 ｼｼﾓﾘ
1827 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
1828 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ シタムカイ ｼﾀﾑｶｲ
1829 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ タキ畑 ﾀｷﾊﾞﾀ
1830 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 西ノ越 ﾆｼﾉｺｴ
1831 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カヂヤブン ｶﾁﾞﾔﾌﾞﾝ
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1832 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ コヲシン ｺｵｼﾝ
1833 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヨヲタノモリ ﾖｵﾀﾉﾓﾘ
1834 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ウルシノサコカゲ ｳﾙｼﾉｻｺｶｹﾞ
1835 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ウルシノサコ ｳﾙｼﾉｻｺ
1836 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 三本松日ノ地 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾋﾉﾁﾞ
1837 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 三本松カゲ ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂｶｹﾞ
1838 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ キリノ木元 ｷﾘﾉｷﾓﾄ
1839 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カミノヲク日ノ地 ｶﾐﾉｵｸﾋﾉﾁﾞ
1840 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ミコノウチ ﾐｺﾉｳﾁ
1841 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
1842 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヌタノ畝首 ﾇﾀﾉｳﾈｸﾋﾞ
1843 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 三ツ頭 ﾐﾂｶｼﾗ
1844 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 峯カヤバ ﾐﾈｶﾔﾊﾞ
1845 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 布滝サコ ﾇﾉﾀｷｻｺ
1846 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヌタノ畝 ﾇﾀﾉｳﾈ
1847 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 上ミコノウチ ｶﾐﾐｺﾉｳﾁ
1848 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 布瀧 ﾇﾉﾀｷ
1849 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヒヱイナキカケ ﾋｴｲﾅｷｶｹ
1850 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 藤コソ ﾌｼﾞｺｿ
1851 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 扇畑 ｵｳｷﾞﾊﾞﾀ
1852 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ スカノモト ｽｶﾉﾓﾄ
1853 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 大森カトコ ｵｵﾓﾘｶﾄｺ
1854 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カゲ ｶｹﾞ
1855 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ イナキノ畝 ｲﾅｷﾉｳﾈ
1856 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ トビガタキカゲ ﾄﾋﾞｶﾞﾀｷｶｹﾞ
1857 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 引切畝 ﾋｷｷﾘｳﾈ
1858 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ トビガ瀧 ﾄﾋﾞｶﾞﾀｷ
1859 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 柳サコ ﾔﾅｷﾞｻｺ
1860 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ シタイナキノ畝 ｼﾀｲﾅｷﾉｳﾈ
1861 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 由ゴヲ松カゲ ﾕｺﾞｵﾏﾂｶｹﾞ
1862 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 由ゴヲ松 ﾕｺﾞｵﾏﾂ
1863 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 上ノヲク下日ノ地 ｳｴﾉｵｸｼﾀﾋﾉﾁﾞ
1864 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
1865 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カミ地ノ上 ｶﾐﾁﾉｳｴ
1866 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ユゴヲ松ウ子 ﾕｺﾞｵﾏﾂｳﾈ
1867 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ スモモノサコ ｽﾓﾓﾉｻｺ
1868 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 軸ケ瀧 ｼﾞｸｶﾞﾀﾞｷ
1869 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヒタカ畝 ﾋﾀｶｳﾈ
1870 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 足谷 ｱｼﾀﾞﾆ
1871 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 鍛治屋ノヲク ｶﾁﾞﾔﾉｵｸ
1872 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下モアシ谷 ｼﾓｱｼﾀﾆ
1873 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ミヤマ谷 ﾐﾔﾏﾀﾆ
1874 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1875 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下モカラヒ ｼﾓｶﾗﾋ
1876 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カラヒ ｶﾗﾋ
1877 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲシトコワタ ｵｼﾄｺﾜﾀ
1878 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下タ檜木生 ｼﾀﾋﾉｷｳ
1879 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 重リ石 ｶｻﾅﾘｲｼ
1880 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ シン道 ｼﾝﾐﾁ
1881 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ サカヱダ ｻｶｴﾀﾞ
1882 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 桧木生長サコ ﾋﾉｷｳﾅｶﾞｻｺ
1883 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ シリ木 ｼﾘｷﾞ
1884 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 堺ノ畝 ｻｶｲﾉｳﾈ
1885 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 尻木ガラク ｼﾘｷｶﾞﾗｸ
1886 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 上ヱヘツリ谷 ｳｴﾍﾂﾘﾀﾞﾆ
1887 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 中ヘツリ谷 ﾅｶﾍﾂﾘﾀﾆ
1888 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下タヘツリ谷 ｼﾀﾍﾂﾘﾀﾆ
1889 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 尻木ハネヅリ ｼﾘｷﾊﾈﾂﾞﾘ
1890 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヱンジ畑 ｴﾝｼﾞﾊﾞﾀ
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1891 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
1892 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 椎ノ木瀧 ｼｲﾉｷﾀﾞｷ
1893 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ タカノス ﾀｶﾉｽ
1894 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ミノアナ ﾐﾉｱﾅ
1895 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ タテガトヲ ﾀﾃｶﾞﾄｵ
1896 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 仲畝 ﾅｶｳﾈ
1897 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
1898 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 上ハ日ノ畝 ｳｴﾊﾋﾉｳﾈ
1899 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 冨貴松 ﾌｷﾏﾂ
1900 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 下タ日ノ畝 ｼﾀﾋﾉｳﾈ
1901 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 樫瀧 ｶｼﾀﾞｷ
1902 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 大ヌキ地 ｵｵﾇｷﾁ
1903 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
1904 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ウハシヨブ ｳﾊｼｮﾌﾞ
1905 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1906 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ トノ石 ﾄﾉｲｼ
1907 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 中瀧 ﾅｶﾀﾞｷ
1908 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ウドンコヲ ｳﾄﾞﾝｺｵ
1909 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
1910 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 神明ノ下 ｼﾞﾝﾐｮｳﾉｼﾀ
1911 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 石ツチ瀧カケ ｲｼﾂﾁﾀｷｶｹ
1912 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヲモヂ ｵﾓﾁﾞ
1913 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ススガウ子 ｽｽｶﾞｳﾈ
1914 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
1915 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
1916 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ タキノ前 ﾀｷﾉﾏｴ
1917 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ アカシダコシ ｱｶｼﾀﾞｺｼ
1918 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 高野地 ﾀｶﾉｼﾞ
1919 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 道アイ ﾐﾁｱｲ
1920 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
1921 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ジンガクボ ｼﾞﾝｶﾞｸﾎﾞ
1922 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 西タカノ地 ﾆｼﾀｶﾉｼﾞ
1923 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ ヨビ石 ﾖﾋﾞｲｼ
1924 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 水ノ元サコ ﾐｽﾞﾉﾓﾄｻｺ
1925 01吾川 岩戸 ｲﾜﾄﾞ 松ハヤシ ﾏﾂﾊﾔｼ
1926 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
1927 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
1928 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 耳渡 ﾐﾐﾄﾞ
1929 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ノヂ ﾉﾁﾞ
1930 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ツエノ耳 ﾂｴﾉﾐﾐ
1931 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 大ゴワレ ｵｵｺﾞﾊﾚ
1932 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1933 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ クリガヘナ ｸﾘｶﾞﾍﾅ
1934 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 大アシヲク ｵｵｱｼｵｸ
1935 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 西条 ｻｲｼﾞｮｳ
1936 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ウスギ ｳｽｷﾞ
1937 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 大平 ｵｵﾋﾗ
1938 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
1939 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ビシャゴ ﾋﾞｼｬｺﾞ
1940 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ サヽガタニ ｻｻｶﾞﾀﾆ
1941 01吾川 鹿森 ｼｼﾓﾘ ヒロゾヲ ﾋﾛｿﾞｵ
1942 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 山崎 ﾔﾏｻｷ
1943 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
1944 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ カハキガサコ ｶﾊｷｶﾞｻｺ
1945 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ショブ谷 ｼｮﾌﾞﾀﾆ
1946 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ヒシヤコノヒウラ ﾋｼﾔｺﾉﾋｳﾗ
1947 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 大江 ｵｵｴ
1948 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ヒノキゼ ﾋﾉｷｾﾞ
1949 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ミコノヲ ﾐｺﾉｵ
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1950 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ホコイシ ﾎｺｲｼ
1951 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ガラク ｶﾞﾗｸ
1952 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ヲクノヂ ｵｸﾉﾁﾞ
1953 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ミヤマウ子 ﾐﾔﾏｳﾈ
1954 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 二ノ石 ﾆﾉｲｼ
1955 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ユノサコ ﾕﾉｻｺ
1956 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ コエノウ子 ｺｴﾉｳﾈ
1957 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ カンサコ ｶﾝｻｺ
1958 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ サガリヤマ ｻｶﾞﾘﾔﾏ
1959 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ヨコエン ﾖｺｴﾝ
1960 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ニエ ﾆｴ
1961 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 長屋 ﾅｶﾞﾔ
1962 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ 前田 ﾏｴﾀﾞ
1963 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ アヲ ｱｵ
1964 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ カミコダキ ｶﾐｺﾀﾞｷ
1965 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ユノ向ヒ ﾕﾉﾑｶｲ
1966 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ カキノクボ ｶｷﾉｸﾎﾞ
1967 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ヱブスヂ ｴﾌﾞｽﾁﾞ
1968 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ミツギガサコ ﾐﾂｷﾞｶﾞｻｺ
1969 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ カケノクチ ｶｹﾉｸﾁ
1970 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
1971 01吾川 長屋 ﾅｶﾞﾔ イタカフチノ上 ｲﾀｶﾌﾁﾉｳｴ
1972 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ハシヅメノカミ ﾊｼﾂﾞﾒﾉｶﾐ
1973 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ハシツメ ﾊｼﾂﾒ
1974 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
1975 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カヂヤコヤシ ｶﾁﾞﾔｺﾔｼ
1976 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カヂヤダバ ｶﾁﾞﾔﾀﾞﾊﾞ
1977 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲホウチゼ ｵﾎｳﾁｾﾞ
1978 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タシロヤシキ ﾀｼﾛﾔｼｷ
1979 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
1980 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イケノモト ｲｹﾉﾓﾄ
1981 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クボコヤシ ｸﾎﾞｺﾔｼ
1982 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミヤシキノマヘ ｶﾐﾔｼｷﾉﾏｴ
1983 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲキヤシキノマヱ ｵｷﾔｼｷﾘﾏｴ
1984 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミゴミ ｶﾐｺﾞﾐ
1985 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲカダニ ｵｶﾀﾞﾆ
1986 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タナカヤシキ ﾀﾅｶﾔｼｷ
1987 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
1988 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ナカヱ ﾅｶｴ
1989 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヤマモト ﾔﾏﾓﾄ
1990 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ナカナシヤシキ ﾅｶﾅｼﾔｼｷ
1991 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イノタニ ｲﾉﾀﾆ
1992 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲクタ ｵｸﾀ
1993 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ キタノウ子 ｷﾀﾉｳﾈ
1994 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヂクノキカゲ ﾁﾞｸﾉｷｶｹﾞ
1995 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タキワキ ﾀｷﾜｷ
1996 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タキワキノウヘ ﾀｷﾜｷﾉｳｴ
1997 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タキクヒ山堅道ノ西 ﾀｷｸﾋﾔﾏｶﾀﾐﾁﾉﾆｼ
1998 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タキノクヒ山タテミチ ﾀｷﾉｸﾋﾔﾏﾀﾃﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
1999 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
2000 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヤケダキ道ノシタ ﾔｹﾀﾞｷﾐﾁﾉｼﾀ
2001 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シヨジガウチ ｼﾖｼﾞｶﾞｳﾁ
2002 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ スズレノシタ ｽｽﾞﾚﾉｼﾀ
2003 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ゲタミチノシタ ｹﾞﾀﾐﾁﾉｼﾀ
2004 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クレイシミチノシタ ｸﾚｲｼﾐﾁﾉｼﾀ
2005 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カメイシ ｶﾒｲｼ
2006 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カシノモトミチノシタ ｶｼﾉﾓﾄﾐﾁﾉｼﾀ
2007 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヒノキゼ ﾋﾉｷｾﾞ
2008 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ コゞエノウ子ザキ ｺｺﾞｴﾉｳﾈｻﾞｷ
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2009 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ コゴヱ ｺｺﾞｴ
2010 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ コゴヱノウヘ ｺｺﾞｴﾉｳｴ
2011 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イツカンハタノウヘ ｲﾂｶﾝﾊﾀﾉｳｴ
2012 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イツカンバタ ｲﾂｶﾝﾊﾞﾀ
2013 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カシノモトミチノウヘ ｶｼﾉﾓﾄﾐﾁﾉｳｴ
2014 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クスノキサコ ｸｽﾉｷｻｺ
2015 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クスノキサコノウヘ ｸｽﾉｷｻｺﾉｳｴ
2016 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲヽノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
2017 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ユノキガサコ ﾕﾉｷｶﾞｻｺ
2018 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ゲダノヒウラ ｹﾞﾀﾞﾉﾋｳﾗ
2019 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クレイシミチノウヘ ｸﾚｲｼﾐﾁﾉｳｴ
2020 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヘンドヲガイワヤ ﾍﾝﾄﾞｵｶﾞｲﾜﾔ
2021 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ゲダ ｹﾞﾀﾞ
2022 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ゲダノサコ ｹﾞﾀﾞﾉｻｺ
2023 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ マツワラノサキ ﾏﾂﾜﾗﾉｻｷ
2024 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ウストコ ｳｽﾄｺ
2025 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ベニイシ ﾍﾞﾆｲｼ
2026 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
2027 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ミヤウチウ ﾐﾔｳﾁｳ
2028 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ノヂノコヱ ﾉﾁﾞﾉｺｴ
2029 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ホコイシ ﾎｺｲｼ
2030 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ トビワタリノヒウラ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾉﾋｳﾗ
2031 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ アキヲシカノヒウラ ｱｷｵｼｶﾉﾋｳﾗ
2032 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ アキヲシカノミチノウ ｱｷｵｼｶﾉﾐﾁﾉｳｴ
2033 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ アキヲシカ ｱｷｵｼｶ
2034 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ アキヲシカノカゲ ｱｷｵｼｶﾉｶｹﾞ
2035 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ソコビキカゲ ｿｺﾋﾞｷｶｹﾞ
2036 01吾川 加枝 ｶｴ 度法畑 ﾄﾉﾘﾊﾞﾀ
2037 01吾川 加枝 ｶｴ 長瀧 ﾅｶﾞﾀｷ
2038 01吾川 加枝 ｶｴ 弥助畑 ﾔｽｹﾊﾞﾀ
2039 01吾川 加枝 ｶｴ ハ子ヅリ ﾊﾈﾂﾞﾘ
2040 01吾川 加枝 ｶｴ ザレ ｻﾞﾚ
2041 01吾川 加枝 ｶｴ 中ゾ ﾅｶｿﾞ
2042 01吾川 加枝 ｶｴ ワサビ ﾜｻﾋﾞ
2043 01吾川 加枝 ｶｴ 東弥助畑 ﾋｶﾞｼﾔｽｹﾊﾞﾀ
2044 01吾川 加枝 ｶｴ 六ツ内 ﾑﾂｳﾁ
2045 01吾川 加枝 ｶｴ 赤ノ田 ｱｶﾉﾀ
2046 01吾川 加枝 ｶｴ 狸岩 ﾀﾇｷｲﾜ
2047 01吾川 加枝 ｶｴ 村松 ﾑﾗﾏﾂ
2048 01吾川 加枝 ｶｴ 大ギリ山 ｵｵｷﾞﾘﾔﾏ
2049 01吾川 加枝 ｶｴ 作兵衛畑 ｻｸﾍｲﾊﾞﾀ
2050 01吾川 加枝 ｶｴ 下丸岩 ｼﾀﾏﾙｲﾜ
2051 01吾川 加枝 ｶｴ 上丸岩 ｶﾐﾏﾙｲﾜ
2052 01吾川 加枝 ｶｴ 丸石 ﾏﾙｲｼ
2053 01吾川 加枝 ｶｴ 大休場 ｵｵﾔｽﾊﾞ
2054 01吾川 加枝 ｶｴ カバゲ内 ｶﾊﾞｶﾞｳﾁ
2055 01吾川 加枝 ｶｴ クボヲリ ｸﾎﾞｵﾘ
2056 01吾川 加枝 ｶｴ 白瀧 ｼﾛﾀｷ
2057 01吾川 久喜 ｸｷ 相名川 ｱｲﾅｶﾞﾜ
2058 01吾川 久喜 ｸｷ クマウス ｸﾏｳｽ
2059 01吾川 久喜 ｸｷ 蛇瀧 ｼﾞｬﾀﾞｷ
2060 01吾川 久喜 ｸｷ 中ミヤマ ﾅｶﾐﾔﾏ
2061 01吾川 久喜 ｸｷ 高橋 ﾀｶﾊｼ
2062 01吾川 久喜 ｸｷ 横畝 ﾖｺｳﾈ
2063 01吾川 久喜 ｸｷ キヂコヤ ｷﾁﾞｺﾔ
2064 01吾川 久喜 ｸｷ タソヅクリ ﾀｿﾂﾞｸﾘ
2065 01吾川 久喜 ｸｷ 升石 ﾏｽｲｼ
2066 01吾川 久喜 ｸｷ イナキトコ ｲﾅｷﾄｺ
2067 01吾川 久喜 ｸｷ 一ケ谷奥山 ｲﾁｶﾞﾀﾆｵｸﾔﾏ
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2068 01吾川 久喜 ｸｷ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
2069 01吾川 久喜 ｸｷ 南登リ上リ ﾐﾅﾐﾉﾎﾞﾘｱｶﾞﾘ
2070 01吾川 久喜 ｸｷ ミヅタル ﾐﾂﾞﾀﾙ
2071 01吾川 久喜 ｸｷ ウ子ハナ ｳﾈﾊﾅ
2072 01吾川 久喜 ｸｷ 中畝 ﾅｶｳﾈ
2073 01吾川 久喜 ｸｷ ホド山 ﾎﾄﾞﾔﾏ
2074 01吾川 久喜 ｸｷ 糸衛打 ｲﾄｴｳﾁ
2075 01吾川 久喜 ｸｷ 北登リ上リ ｷﾀﾉﾎﾞﾘｱｶﾞﾘ
2076 01吾川 久喜 ｸｷ 槇尾 ﾏｷｵ
2077 01吾川 久喜 ｸｷ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
2078 01吾川 久喜 ｸｷ 上川 ｶﾐｶﾜ
2079 01吾川 久喜 ｸｷ 樽ノ元 ﾀﾙﾉﾓﾄ
2080 01吾川 久喜 ｸｷ ウトウギ ｳﾄｳｷﾞ
2081 01吾川 久喜 ｸｷ 丸畑 ﾏﾙﾊﾞﾀ
2082 01吾川 久喜 ｸｷ オホバシラ ｵｵﾊﾞｼﾗ
2083 01吾川 久喜 ｸｷ ガヤノ木 ｶﾞﾔﾉｷ
2084 01吾川 久喜 ｸｷ 石本 ｲｼﾓﾄ
2085 01吾川 久喜 ｸｷ クボタ ｸﾎﾞﾀ
2086 01吾川 久喜 ｸｷ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
2087 01吾川 久喜 ｸｷ 南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ
2088 01吾川 久喜 ｸｷ 北中山 ｷﾀﾅｶﾔﾏ
2089 01吾川 久喜 ｸｷ 宮ノ下モ ﾐﾔﾉｼﾓ
2090 01吾川 久喜 ｸｷ 西田 ﾆｼﾀﾞ
2091 01吾川 久喜 ｸｷ 高ギシ ﾀｶｷﾞｼ
2092 01吾川 久喜 ｸｷ カバガトウ ｶﾊﾞｶﾞﾄｳ
2093 01吾川 久喜 ｸｷ コダチメ ｺﾀﾞﾁﾒ
2094 01吾川 久喜 ｸｷ ナガサキ ﾅｶﾞｻｷ
2095 01吾川 久喜 ｸｷ 大川向 ｵｵｶﾜﾑｶｲ
2096 01吾川 久喜 ｸｷ 瀧ノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
2097 01吾川 久喜 ｸｷ 西山 ﾆｼﾔﾏ
2098 01吾川 久喜 ｸｷ 麦地 ﾑｷﾞﾁ
2099 01吾川 久喜 ｸｷ 大石 ｵｵｲｼ
2100 01吾川 久喜 ｸｷ 楠ノ木畝 ｸｽﾉｷｳﾈ
2101 01吾川 久喜 ｸｷ 休場 ﾔｽﾊﾞ
2102 01吾川 久喜 ｸｷ 長茶畑 ﾅｶﾞﾁｬﾊﾞﾀ
2103 01吾川 久喜 ｸｷ 大森矢 ｵﾓﾘﾔ
2104 01吾川 久喜 ｸｷ コヅミ ｺﾂﾞﾐ
2105 01吾川 久喜 ｸｷ 粟尻 ｱﾜｼﾞﾘ
2106 01吾川 久喜 ｸｷ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
2107 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ フナト ﾌﾅﾄ
2108 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
2109 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲイワヤ ｵｵｲﾜﾔ
2110 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ タデノコミ ﾀﾃﾞﾉｺﾐ
2111 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナガレイシ ﾅｶﾞﾚｲｼ
2112 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハガンダ ﾊｶﾞﾝﾀﾞ
2113 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カサナリ ｶｻﾅﾘ
2114 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハグロダキ ﾊｸﾞﾛﾀﾞｷ
2115 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ スカノウシロ ｽｶﾉｳｼﾛ
2116 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ミヤノマエ ﾐﾔﾉﾏｴ
2117 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ アヲギノモト ｱｵｷﾞﾉﾓﾄ
2118 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ワラビウ子 ﾜﾗﾋﾞｳﾈ
2119 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ シゲヒロ ｼｹﾞﾋﾛ
2120 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲズノウ子 ｵｽﾞﾉｳﾈ
2121 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ イシヤスバウ子 ｲｼﾔｽﾊﾞｳﾈ
2122 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ タケカウ子 ﾀｹｶｳﾈ
2123 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハチロヅヱ丸畑 ﾊﾁﾛﾂﾞｴﾏﾙﾊﾞﾀｹ
2124 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
2125 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハシコタニ ﾊｼｺﾀﾆ
2126 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ イフネタニ ｲﾌﾈﾀﾆ
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2127 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ムクノキタニ ﾑｸﾉｷﾀﾆ
2128 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカヱダニ ﾅｶｴﾀﾞﾆ
2129 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲウ子 ｵｵｳﾈ
2130 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲモウ子 ｵﾓｳﾈ
2131 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ イマナゴ ｲﾏﾅｺﾞ
2132 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ アシダニ ｱｼﾀﾞﾆ
2133 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハメガウ子 ﾊﾒｶﾞｳﾈ
2134 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ サカイノウ子 ｻｶｲﾉｳﾈ
2135 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ オリカケダニ ｵﾘｶｹﾀﾞﾆ
2136 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
2137 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカエノウ子 ﾅｶｴﾉｳﾈ
2138 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカエ ﾅｶｴ
2139 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナコウ子 ﾅｺｳﾈ
2140 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ シミツ ｼﾐﾂ
2141 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カワギウ子 ｶﾜｷﾞｳﾈ
2142 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ シロツチウ子 ｼﾛﾂﾁｳﾈ
2143 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 岩戸川 ｲﾜﾄｶﾞﾜ
2144 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ キトコ ｷﾄｺ
2145 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 地藏床 ﾁﾞｿﾞｳﾄｺ
2146 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 辻ノ畝 ﾂｼﾞﾉｳﾈ
2147 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 福婆ケ谷 ﾌｸﾊﾞｶﾞﾀﾆ
2148 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ドダン ﾄﾞﾀﾞﾝ
2149 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ カマツチ ｶﾏﾂﾁ
2150 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
2151 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ミナクチ ﾐﾅｸﾁ
2152 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ
2153 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 楠峠 ｸｽﾉｷﾄｳｹﾞ
2154 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ クヨヲトコ ｸﾖｵﾄｺ
2155 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
2156 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 曽平ケ谷 ｿﾍｲｶﾞﾀﾆ
2157 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 川地尻 ｶﾜﾁｼﾞﾘ
2158 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ウシロダ ｳｼﾛﾀﾞ
2159 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 中屋 ﾅｶﾔ
2160 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 横畝 ﾖｺｳﾈ
2161 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
2162 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ サカツラ ｻｶﾂﾗ
2163 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ クリョウヂ ｸﾘｮｳｼﾞ
2164 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ヘ馬場 ｳｴｳﾏﾊﾞ
2165 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
2166 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ トヲカチ ﾄｵｶﾁ
2167 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 前加田 ﾏｴｶﾀﾞ
2168 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 中馬場 ﾅｶﾊﾞﾊﾞ
2169 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 梼ノ木越 ﾕｽﾉｷｺﾞｴ
2170 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヒビノキ ﾋﾋﾞﾉｷ
2171 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 笹ケ瀬 ｻｻｶﾞｾ
2172 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 下モ古味 ｼﾓｺﾐ
2173 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 中ノ越 ﾅｶﾉｺｴ
2174 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ カバギノ畝 ｶﾊﾞｷﾞﾉｳﾈ
2175 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 兵右ヱ門ワダ ﾍｳｴﾓﾝﾜﾀﾞ
2176 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ トビケタキ ﾄﾋﾞｹﾀｷ
2177 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ
2178 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上六郎ケ石 ｳｴﾛｸﾛｳｶﾞｲｼ
2179 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 下六郎ケ石 ｼﾀﾛｸﾛｳｶﾞｲｼ
2180 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 馬ノホ子石 ｳﾏﾉﾎﾈｲｼ
2181 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 桃ノ木サコ ﾓﾓﾉｷｻｺ
2182 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ アカヅエ ｱｶﾂﾞｴ
2183 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 楠元 ｸｽﾓﾄ
2184 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ホゼバタケ ﾎｾﾞﾊﾞﾀｹ
2185 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ トホヲゼ ﾄﾎｵｾﾞ
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2186 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ フル川 ﾌﾙｶﾜ
2187 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ノラガマ ﾉﾗｶﾞﾏ
2188 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヲリト ｵﾘﾄ
2189 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ コモデン ｺﾓﾃﾞﾝ
2190 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ミヲリト ｶﾐｵﾘﾄ
2191 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ストコ ｽﾄｺ
2192 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 岩屋ケサコ ｲﾜﾔｹｻｺ
2193 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
2194 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
2195 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ カンスノハ ｶﾝｽﾉﾊ
2196 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
2197 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヲモウチ ｵﾓｳﾁ
2198 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ツラシロタキ ﾂﾗｼﾛﾀｷ
2199 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上江ノ越江 ｳｴﾉｺｴ
2200 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 小森 ｺﾓﾘ
2201 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ハトノ峯 ﾊﾄﾉﾐﾈ
2202 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 久万ノ内 ｸﾏﾉｳﾁ
2203 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 大森 ｵｵﾓﾘ
2204 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
2205 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 西カラ谷 ﾆｼｶﾗﾀﾆ
2206 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 東大サシデ ﾋｶﾞｼｵｵｻｼﾃﾞ
2207 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 西大サシデ ﾆｼｵｵｻｼﾃﾞ
2208 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ ヲンドサコ ｵﾝﾄﾞｻｺ
2209 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ サラガタヲ ｻﾗｶﾞﾀｵ
2210 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ヱヒカリ岩 ｳｴﾋｶﾘｲﾜ
2211 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 下タヒカリ岩 ｼﾀﾋｶﾘｲﾜ
2212 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 大リモシ ｵｵﾘﾓｼ
2213 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 丸畑 ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
2214 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ヱ麦ヤシキ ｳｴﾑｷﾞﾔｼｷ
2215 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ シタナロ ｼﾀﾅﾛ
2216 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上江鹿場坂口 ｳｴｼｼﾊﾞｻｶｸﾞﾁ
2217 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 弘平畑 ｺｳﾍｲﾊﾞﾀ
2218 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ イワヤノ上江 ｲﾜﾔﾉｳｴ
2219 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 上ヱ鹿場 ｳｴｼｼﾊﾞ
2220 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 鹿場 ｼｼﾊﾞ
2221 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 中タキ ﾅｶﾀｷ
2222 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 石小ツキ ｲｼｺﾂｷ
2223 01吾川 寺村 ﾃﾗﾑﾗ 石カミ ｲｼｶﾐ
2224 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ウド ｳﾄﾞ
2225 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ クリミサカ ｸﾘﾐｻｶ
2226 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シモツエ ｼﾓﾂｴ
2227 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ タカノヂ ﾀｶﾉﾁﾞ
2228 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 中タカノヂ ﾅｶﾀｶﾉﾁﾞ
2229 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ヒラバ ﾋﾗﾊﾞ
2230 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シタツエ ｼﾀﾂｴ
2231 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 子ゴシサコ ﾈｺﾞｼｻｺ
2232 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ガラク ｶﾞﾗｸ
2233 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上エタカノヂ ｳｴﾀｶﾉﾁﾞ
2234 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ジンガクボ ｼﾞﾝｶﾞｸﾎﾞ
2235 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上エカゲ ｳｴｶｹﾞ
2236 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シタカゲ ｼﾀｶｹﾞ
2237 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ブンノトリ ﾌﾞﾝﾉﾄﾘ
2238 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ヲモテダ ｵﾓﾃﾀﾞ
2239 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ キホヲインタキ ｷﾎｵｲﾝﾀｷ
2240 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カミカゲ ｶﾐｶｹﾞ
2241 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 西アカシダ ﾆｼｱｶｼﾀﾞ
2242 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ クロマツウ子 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
2243 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カミヤマ ｶﾐﾔﾏ
2244 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ヤマノムカイ ﾔﾏﾉﾑｶｲ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 20/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

2245 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ クワガイチ ｸﾜｶﾞｲﾁ
2246 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ナカスカ ﾅｶｽｶ
2247 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シタシリナシ ｼﾀｼﾘﾅｼ
2248 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ミヨジヨバタ ﾐﾖｼﾞﾖﾊﾞﾀ
2249 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ソコビキ ｿｺﾋﾞｷ
2250 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ツボノウ子ミチノシタ ﾂﾎﾞﾉｳﾈﾐﾁﾉｼﾀ
2251 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヤマノカミウ子 ﾔﾏﾉｶﾐｳﾈ
2252 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ コビサコ ｺﾋﾞｻｺ
2253 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シンミチノシタ ｼﾝﾐﾁﾉｼﾀ
2254 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シンヲヂ ｼﾝｵﾁﾞ
2255 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イワガチ ｲﾜｶﾞﾁ
2256 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ イワガチノウヘ ｲﾜｶﾞﾁﾉｳｴ
2257 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミガリヤヒガシノタ ｶﾐｶﾞﾘﾔﾋｶﾞｼﾉﾀﾆﾉｳｴ
2258 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
2259 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ハチノスノシタ ﾊﾁﾉｽﾉｼﾀ
2260 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
2261 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲカハナヨリノウヘ ｦｶﾊﾅﾖﾘﾉｳﾍ
2262 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミガリヤ ｶﾐｶﾞﾘﾔ
2263 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミガリヤコヤトコ ｶﾐｶﾞﾘﾔｺﾔﾄｺ
2264 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シタダバ ｼﾀﾀﾞﾊﾞ
2265 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ノヂヤシキ ﾉﾁﾞﾔｼｷ
2266 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヒウラ ﾋｳﾗ
2267 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シイノキゴエ ｼｲﾉｷｺﾞｴ
2268 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ クチノヲガイシ ｸﾁﾉｵｶﾞｲｼ
2269 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ セシヤウダニ ｾｼﾔｳﾀﾞﾆ
2270 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ セシヤウダニノウヘ ｾｼﾔｳﾀﾞﾆﾉｳｴ
2271 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲホヒラ ｵｵﾋﾗ
2272 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ マツナ ﾏﾂﾅ
2273 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲクハシツメ ｵｸﾊｼﾂﾒ
2274 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ツヱノヒラ ﾂｴﾉﾋﾗ
2275 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ツヱノヒラノウヘ ﾂｴﾉﾋﾗﾉｳｴ
2276 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シミヅノキタヂ ｼﾐｽﾞﾉｷﾀﾁﾞ
2277 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シミヅ ｼﾐｽﾞ
2278 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カミシミヅ ｶﾐｼﾐｽﾞ
2279 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲトメ ｵﾄﾒ
2280 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ シモシミヅ ｼﾓｼﾐｽﾞ
2281 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ウワヤスバ ｳﾜﾔｽﾊﾞ
2282 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ヲトメノウヘ ｵﾄﾒﾉｳｴ
2283 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ ホヲノキ ﾎｵﾉｷ
2284 01吾川 田村 ﾀﾑﾗ カヂヤカゲ ｶｼﾞﾔｶｹﾞ
2285 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ オクハシヅメ ｵｸﾊｼﾂﾞﾒ
2286 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ カツラガ谷 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
2287 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シモツエ谷 ｼﾓﾂｴﾀﾞﾆ
2288 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シモノヂ ｼﾓﾉﾁﾞ
2289 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
2290 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
2291 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シタゴヤシ ｼﾀｺﾞﾔｼ
2292 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ウシロヂ ｳｼﾛﾁﾞ
2293 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ クリカアチ ｸﾘｶｱﾁ
2294 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ トクイチ ﾄｸｲﾁ
2295 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ウヅカ ｳﾂﾞｶ
2296 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ウエヂヤ ｳｴﾁﾞﾔ
2297 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカヂ ﾅｶﾁﾞ
2298 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
2299 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ニシ ﾆｼ
2300 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヒガシゴヤシ ﾋｶﾞｼｺﾞﾔｼ
2301 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ キチゴヤシ ｷﾁｺﾞﾔｼ
2302 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲクニシ ｵｸﾆｼ
2303 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ マツガハナ ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
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2304 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ニラウ子 ﾆﾗｳﾈ
2305 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ダバノウエ ﾀﾞﾊﾞﾉｳｴ
2306 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ミヅノナロ ﾐﾂﾞﾉﾅﾛ
2307 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ハサコウ子 ﾊｻｺｳﾈ
2308 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカニシ ﾅｶﾆｼ
2309 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲカタ ｵｶﾀ
2310 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ キシノシタ ｷｼﾉｼﾀ
2311 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ スゲノモト ｽｹﾞﾉﾓﾄ
2312 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ツエ谷 ﾂｴﾀﾆ
2313 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲヲヒラ ｵｵﾋﾗ
2314 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
2315 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
2316 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
2317 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ノヂガシラ ﾉﾁﾞｶﾞｼﾗ
2318 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
2319 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカヱヤシキ ﾅｶｴﾔｼｷ
2320 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ イブシ ｲﾌﾞｼ
2321 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲリド ｵﾘﾄﾞ
2322 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ フシトコ ﾌｼﾄｺ
2323 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ フルタ ﾌﾙﾀ
2324 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ タニヲク ﾀﾆｵｸ
2325 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ オクノサキ ｵｸﾉｻｷ
2326 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ウヱスギ ｳｴｽｷﾞ
2327 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカゴヲラ ﾅｶｺﾞｵﾗ
2328 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ
2329 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ サキダバ ｻｷﾀﾞﾊﾞ
2330 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカノ ﾅｶﾉ
2331 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲヲサレ ｵｵｻﾚ
2332 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ キノミ子 ｷﾉﾐﾈ
2333 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ サセブノキ ｻｾﾌﾞﾉｷ
2334 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シンノ ｼﾝﾉ
2335 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
2336 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ハトノス ﾊﾄﾉｽ
2337 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ タツノ ﾀﾂﾉ
2338 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヲサワジリ ｵｻﾜｼﾞﾘ
2339 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカタル ﾅｶﾀﾙ
2340 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ヒノキクイ ﾋﾉｷｸｲ
2341 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ミヨガ ﾐﾖｶﾞ
2342 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ キウチガバタ ｷｳﾁｶﾞﾊﾞﾀ
2343 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ カバキガウチ ｶﾊﾞｷｶﾞｳﾁ
2344 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ミダレダキ ﾐﾀﾞﾚﾀﾞｷ
2345 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
2346 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ ナカスカ ﾅｶｽｶ
2347 01吾川 宗津 ｿｳﾂﾞ イラワラ ｲﾗﾜﾗ
2348 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヲゝワダ ｵｵﾜﾀﾞ
2349 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヤナギノシタ ﾔﾅｷﾞﾉｼﾀ
2350 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カワクボ ｶﾜｸﾎﾞ
2351 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カワクボ大道ノシタ ｶﾜｸﾎﾞｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
2352 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ タカヤマ ﾀｶﾔﾏ
2353 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ クレイシ ｸﾚｲｼ
2354 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ サクラガサコ ｻｸﾗｶﾞｻｺ
2355 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ シチクダニ ｼﾁｸﾀﾞﾆ
2356 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヨココヤシ ﾖｺｺﾔｼ
2357 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
2358 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカミチ ﾅｶﾐﾁ
2359 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ モミノキウ子 ﾓﾐﾉｷｳﾈ
2360 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
2361 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
2362 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲリカケミメヨシ ｵﾘｶｹﾐﾒﾖｼ
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2363 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ オリカケヲヲイシノモ ｵﾘｶｹｵｵｲｼﾉﾓﾄ
2364 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ キヨウヅカウ子 ｷﾖｳﾂｶﾞｳﾈ
2365 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ニシノミ子 ﾆｼﾉﾐﾈ
2366 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ミナミガサコ ﾐﾅﾐｶﾞｻｺ
2367 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ニシノシタ ﾆｼﾉｼﾀ
2368 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ トチノキ ﾄﾁﾉｷ
2369 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ スタノシタ ｽﾀﾉｼﾀ
2370 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ クロトコウ子 ｸﾛﾄｺｳﾈ
2371 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ マツノキウ子 ﾏﾂﾉｷｳﾈ
2372 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ タシロ ﾀｼﾛ
2373 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカノ ﾅｶﾉ
2374 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヱジリ ｴｼﾞﾘ
2375 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ウワタニ ｳﾜﾀﾆ
2376 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カリヱ ｶﾘｴ
2377 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カキワラ ｶｷﾜﾗ
2378 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ コダニ ｺﾀﾞﾆ
2379 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ニシノウエ ﾆｼﾉｳｴ
2380 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハエノタニ ﾊｴﾉﾀﾆ
2381 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ イツホンキ ｲﾂﾎﾝｷ
2382 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲイシノモト ｵｵｲｼﾉﾓﾄ
2383 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲヲイシクビ ｵｵｲｼｸﾋﾞ
2384 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲリカケシリナシ ｵﾘｶｹｼﾘﾅｼ
2385 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ マロヲノナカエヂ ﾏﾛｵﾉﾅｶｴﾁﾞ
2386 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ マロヲノナカハタケ ﾏﾛｵﾉﾅｶﾊﾀｹ
2387 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ マロヲノヲノハチ ﾏﾛｵﾉｵﾉﾊﾁ
2388 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ マロヲノゴニングミ ﾏﾛｵﾉｺﾞﾆﾝｸﾞﾐ
2389 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ナカド子 ﾅｶﾄﾞﾈ
2390 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ イノノクビ ｲﾉﾉｸﾋﾞ
2391 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ニシノヲキ ﾆｼﾉｵｷ
2392 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カキワラヲキ ｶｷﾜﾗｵｷ
2393 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ミナクチ ﾐﾅｸﾁ
2394 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ カミノキハラ ｶﾐﾉｷﾊﾗ
2395 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ クロスガ ｸﾛｽｶﾞ
2396 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ キチロクバタ ｷﾁﾛｸﾊﾞﾀ
2397 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ シンゾヲニシヂ ｼﾝｿﾞｵﾆｼﾁﾞ
2398 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ジンゾヲヲモリガトコ ｼﾞﾝｿﾞｵｵﾓﾘｶﾞﾄｺ
2399 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
2400 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ヲクハチロヅヱ ｵｸﾊﾁﾛﾂﾞｴ
2401 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ コマドチ ｺﾏﾄﾞﾁ
2402 01吾川 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ 橘山 ﾀﾁﾊﾞﾅﾔﾏ
2403 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ フナト ﾌﾅﾄ
2404 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
2405 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カガミノイシ ｶｶﾞﾐﾉｲｼ
2406 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カガミノイシノ東 ｶｶﾞﾐﾉｲｼﾉﾋｶﾞｼ
2407 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ クボ ｸﾎﾞ
2408 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ワクボゴヘ ﾜｸﾎﾞｺﾞｴ
2409 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2410 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ワカミヤ ﾜｶﾐﾔ
2411 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ヲカタヤシキ ｵｶﾀﾔｼｷ
2412 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ホトケガウ子 ﾎﾄｹｶﾞｳﾈ
2413 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ トビイシ ﾄﾋﾞｲｼ
2414 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ナカバシリ ﾅｶﾊﾞｼﾘ
2415 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ナガハシリノシモ ﾅｶﾞﾊｼﾘﾉｼﾓ
2416 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ヒラワ ﾋﾗﾜ
2417 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カラタニノナカ ｶﾗﾀﾆﾉﾅｶ
2418 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カラタニノシタ ｶﾗﾀﾆﾉｼﾀ
2419 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ フヂガウチ ﾌﾁﾞｶﾞｳﾁ
2420 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
2421 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ミノコシノ東 ﾐﾉｺｼﾉﾋｶﾞｼ
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2422 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カラヒ ｶﾗﾋ
2423 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
2424 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ミメヨシ ﾐﾒﾖｼ
2425 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シデノキノヘナ ｼﾃﾞﾉｷﾉﾍﾅ
2426 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ヱノキノシタ ｴﾉｷﾉｼﾀ
2427 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ イシアイ ｲｼｱｲ
2428 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 久保ノウヘ ｸﾎﾞﾉｳｴ
2429 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ イシダン ｲｼﾀﾞN
2430 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シダノヘナ ｼﾀﾞﾉﾍﾅ
2431 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シリダカ ｼﾘﾀﾞｶ
2432 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 岡ノハナ大道ノウヘ ｵｶﾉﾊﾅｵｵﾐﾁﾉｳｴ
2433 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ウスギカウ子 ｳｽｷﾞｶｳﾈ
2434 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ナカヘナ ﾅｶﾍﾅ
2435 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ハチロヲヅ ﾊﾁﾛｵﾂﾞ
2436 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ハチロヲヅ大道ノウへ ﾊﾁﾛｵﾂﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
2437 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ヨラジバタ ﾖﾗｼﾞﾊﾞﾀ
2438 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
2439 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ カラタニノウヱ ｶﾗﾀﾆﾉｳｴ
2440 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ツボノモト ﾂﾎﾞﾉﾓﾄ
2441 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ホヲノキガサコ ﾎｵﾉｷｶﾞｻｺ
2442 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
2443 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 水ノ本 ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
2444 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シリボソ ｼﾘﾎﾞｿ
2445 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シリボソノウエ ｼﾘﾎﾞｿﾉｳｴ
2446 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ クロツチ ｸﾛﾂﾁ
2447 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ショウジガウチ ｼｮｳｼﾞｶﾞｳﾁ
2448 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ショウジガウチノ南 ｼｮｳｼﾞｶﾞｳﾁﾉﾐﾅﾐ
2449 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 水ノ本ノ上ヘ ﾐｽﾞﾉﾓﾄﾉｳｴ
2450 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ロクジザヲ ﾛｸｼﾞｻﾞｵ
2451 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ シシノ子ヤ ｼｼﾉﾈﾔ
2452 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 北クロマツウ子 ｷﾀｸﾛﾏﾂｳﾈ
2453 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ フルカワナカゾ ﾌﾙｶﾜﾅｶｿﾞ
2454 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ ニシヂノタヲ ﾆｼﾁﾞﾉﾀｵ
2455 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
2456 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲナロ ｵｵﾅﾛ
2457 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
2458 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲヒトノアト ｵｵﾋﾄﾉｱﾄ
2459 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ クロカン子 ｸﾛｶﾝﾈ
2460 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ハエノマエ ﾊｴﾉﾏｴ
2461 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ キルノキガサコ ｷﾙﾉｷｶﾞｻｺ
2462 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シタザレ ｼﾀｻﾞﾚ
2463 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ウワザレ ｳﾜｻﾞﾚ
2464 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ササガチ ｻｻｶﾞﾁ
2465 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ カジキガナロ ｶｼﾞｷｶﾞﾅﾛ
2466 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヂンガモリ ﾁﾞﾝｶﾞﾓﾘ
2467 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
2468 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2469 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ トヲガチフダバ ﾄｵｶﾞﾁﾌﾀﾞﾊﾞ
2470 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ トヲガチ ﾄｵｶﾞﾁ
2471 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ヤマシタ ﾔﾏｼﾀ
2472 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ 竹ノウシロ ﾀｹﾉｳｼﾛ
2473 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ 鶴井 ﾂﾙｲ
2474 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ サルワラ ｻﾙﾜﾗ
2475 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ トヲノミヤ ﾄｵﾉﾐﾔ
2476 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
2477 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヤノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
2478 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ エボシイハ ｴﾎﾞｼｲﾊ
2479 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ シリタカウ子 ｼﾘﾀｶｳﾈ
2480 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ 西屋敷ノ下 ﾆｼﾔｼｷﾉｼﾀ
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2481 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヤノシタウ子 ﾐﾔﾉｼﾀｳﾈ
2482 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヤノサキ道下 ﾐﾔﾉｻｷﾐﾁﾉｼﾀ
2483 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヅノ本クチ ﾐﾂﾞﾉﾓﾄｸﾁ
2484 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヅノモトクチ ﾐﾂﾞﾉﾓﾄｸﾁ
2485 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
2486 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ニシヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
2487 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ユウノキサコ ﾕｳﾉｷｻｺ
2488 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ヒビノキサコ ﾋﾋﾞﾉｷｻﾞｺ
2489 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ヲスノウ子 ｵｽﾉｳﾈ
2490 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ カガイシ ｶｶﾞｲｼ
2491 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ シノベノハナ ｼﾉﾍﾞﾉﾊﾅ
2492 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イシカミウ子ノ西ノ下 ｲｼｶﾐｳﾈﾉﾆｼﾉｼﾀ
2493 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ヨコノヂ ﾖｺﾉﾁﾞ
2494 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イツホンマツミチノ上 ｲﾂﾎﾝﾏﾂﾉﾐﾁｳｴ
2495 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ケヤケノモト ｹﾔｹﾉﾓﾄ
2496 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ タキノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
2497 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ツラシロタキノシタ ﾂﾗｼﾛﾀｷﾉｼﾀ
2498 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ マタシロ ﾏﾀｼﾛ
2499 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イノノハナ ｲﾉﾉﾊﾅ
2500 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ カバキ原 ｶﾊﾞｷﾊﾗ
2501 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミヤノサキ道ノ上 ﾐﾔﾉｻｷﾐﾁﾉｳｴ
2502 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ トヲノミヤクビ ﾄｵﾉﾐﾔｸﾋﾞ
2503 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ シラヲヲクビ ｼﾗｵｵｸﾋﾞ
2504 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イワヅシ ｲﾜﾂﾞｼ
2505 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イタハシ ｲﾀﾊｼ
2506 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
2507 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ハシガタニ ﾊｼｶﾞﾀﾆ
2508 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ トヲヤスバ ﾄｵﾔｽﾊﾞ
2509 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
2510 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イワノサコイワヤノモ ｲﾜﾉｻｺｲﾜﾔﾉﾓﾄ
2511 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ イワノサコノクチ ｲﾜﾉｻｺﾉｸﾁ
2512 01吾川 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ ヌタクボ ﾇﾀｸﾎﾞ
2513 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ クリワラ ｸﾘﾜﾗ
2514 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヨソゴヱ ﾖｿｺﾞｴ
2515 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヒラレイシ ﾋﾗﾚｲｼ
2516 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
2517 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ シタヤスバ ｼﾀﾔｽﾊﾞ
2518 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ワラガタキ ﾜﾗｶﾞﾀｷ
2519 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ガニゼ ｶﾞﾆｾﾞ
2520 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲモザコ ｵﾓｻﾞｺ
2521 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハヤマ ﾊﾔﾏ
2522 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ イワヅシ ｲﾜﾂﾞｼ
2523 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲサキ ｵｻｷ
2524 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲサキヒガシシタ ｵｻｷﾋｶﾞｼｼﾀ
2525 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ カキノガワチ ｶｷﾉｶﾞﾜﾁ
2526 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲヲヒラノヂ ｵｵﾋﾗﾉﾁﾞ
2527 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
2528 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ツノイワ ﾂﾉｲﾜ
2529 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
2530 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
2531 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ フタツイワ ﾌﾀﾂｲﾜ
2532 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ カキノキザカ ｶｷﾉｷｻﾞｶ
2533 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ クスノキザコ ｸｽﾉｷｻﾞｺ
2534 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲヲイワヤ ｵｵｲﾜﾔ
2535 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ アキバニシヒラ ｱｷﾊﾞﾆｼﾋﾗ
2536 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ アキバミナミウケ ｱｷﾊﾞﾐﾅﾐｳｹ
2537 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ウヱヂヤ ｳｴﾁﾞﾔ
2538 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲクノサコ ｵｸﾉｻｺ
2539 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ワタリバ ﾜﾀﾘﾊﾞ
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2540 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
2541 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ テイキ ﾃｲｷ
2542 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ テイキザカ ﾃｲｷｻﾞｶ
2543 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハシガタニ ﾊｼｶﾞﾀﾆ
2544 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ カブウチ ｶﾌﾞｳﾁ
2545 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハギワラニシウケ ﾊｷﾞﾜﾗﾆｼｳｹ
2546 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ミナミノクボ ﾐﾅﾐﾉｸﾎﾞ
2547 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ クリノカ ｸﾘﾉｶ
2548 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ マルバタケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
2549 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ナカム子 ﾅｶﾑﾈ
2550 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ミナミクリノカ ﾐﾅﾐｸﾘﾉｶ
2551 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ 南谷北 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆｷﾀ
2552 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヲモテダ ｵﾓﾃﾀﾞ
2553 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カミドヲ ｶﾐﾄﾞｵ
2554 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
2555 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ フナザコ ﾌﾅｻﾞｺ
2556 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
2557 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ムメノキ ﾑﾒﾉｷ
2558 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ スゲガサコ ｽｹﾞｶﾞｻｺ
2559 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ イノタニ ｲﾉﾀﾆ
2560 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ サデ ｻﾃﾞ
2561 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カゲサデ ｶｹﾞｻﾃﾞ
2562 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ サンジガイワヤ ｻﾝｼﾞｶﾞｲﾜﾔ
2563 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ハタウ子 ﾊﾀｳﾈ
2564 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
2565 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ツラジロノ南 ﾂﾗｼﾞﾛﾉﾐﾅﾐ
2566 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ タルノウヘ ﾀﾙﾉｳｴ
2567 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ サクラギ ｻｸﾗｷﾞ
2568 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ クロダ ｸﾛﾀﾞ
2569 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ノマズ水 ﾉﾏｽﾞﾐｽﾞ
2570 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
2571 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナカゾノ北地 ﾅｶｿﾞﾉｷﾀﾁﾞ
2572 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヱノキナロ ｴﾉｷﾅﾛ
2573 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヲゝスカ ｵｵｽｶ
2574 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ 下タヲゝスカ ｼﾀｵｵｽｶ
2575 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ 上ヘカゲサデ ｳｴｶｹﾞｻﾃﾞ
2576 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ トチノキダニ ﾄﾁﾉｷﾀﾞﾆ
2577 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ クスノキ ｸｽﾉｷ
2578 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
2579 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ チヨウクロヲ ﾁﾖｳｸﾛｵ
2580 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ 上ハ久保 ｳﾜｸﾎﾞ
2581 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナミノキ ﾅﾐﾉｷ
2582 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナミノキノ西 ﾅﾐﾉｷﾉﾆｼ
2583 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カキノクボ ｶｷﾉｸﾎﾞ
2584 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カキノクボウワナロ ｶｷﾉｸﾎﾞｳﾜﾅﾛ
2585 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ トチノキ谷ノ上ヘ ﾄﾁﾉｷﾀﾆﾉｳｴ
2586 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ トチノキ谷 ﾄﾁﾉｷﾀﾞﾆ
2587 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ トチノキ谷カゲ ﾄﾁﾉｷﾀﾆｶｹﾞ
2588 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ エノキガナロ ｴﾉｷｶﾞﾅﾛ
2589 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
2590 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ヒキヲトシ ﾋｷｵﾄｼ
2591 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｵｻｺ
2592 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ デコヲ ﾃﾞｺｵ
2593 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ソヲヅヤシキ ｿｵﾂﾞﾔｼｷ
2594 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ツンコエ ﾂﾝｺｴ
2595 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ハゴイバウ子 ﾊｺﾞｲﾊﾞｳﾈ
2596 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナカダン ﾅｶﾀﾞﾝ
2597 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
2598 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ト子 ﾄﾈ
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2599 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ リシャウイン ﾘｼｬｳｲﾝ
2600 01吾川 本村 ﾎﾝﾑﾗ ボヲソ ﾎﾞｵｿ
2601 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トビノイシ ﾄﾋﾞﾉｲｼ
2602 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イチ井ノキ谷 ｲﾁｲﾉｷﾀﾞﾆ
2603 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウ子ノコヱ ｳﾈﾉｺｴ
2604 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
2605 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シモノヂ ｼﾓﾉﾁﾞ
2606 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イケノモト ｲｹﾉﾓﾄ
2607 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トヲジバタ ﾄｵｼﾞﾊﾞﾀ
2608 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
2609 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ
2610 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タケヤシキウ子 ﾀｹﾔｼｷｳﾈ
2611 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
2612 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カサマツ ｶｻﾏﾂ
2613 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タルノウヱ ﾀﾙﾉｳｴ
2614 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イワヤガサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
2615 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤドリキ ﾔﾄﾞﾘｷ
2616 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ サルヤガトヲ ｻﾙﾔｶﾞﾄｵ
2617 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タケノモリ ﾀｹﾉﾓﾘ
2618 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ロンデウ子 ﾛﾝﾃﾞｳﾈ
2619 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカテヤマ ﾅｶﾃﾔﾏ
2620 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ハゴノタキ ﾊｺﾞﾉﾀｷ
2621 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲヲタニ ｵｵﾀﾆ
2622 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イケノヲク ｲｹﾉｵｸ
2623 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ノヂ ﾉﾁﾞ
2624 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
2625 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カゲ ｶｹﾞ
2626 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲヽサコ ｵｵｻｺ
2627 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
2628 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワウスキ ｳﾜｳｽｷ
2629 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタウスキ ｼﾀｳｽｷ
2630 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
2631 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マルダキ ﾏﾙﾀﾞｷ
2632 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ホヲシダニウヱ ﾎｵｼﾀﾞﾆｳｴ
2633 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ホウシダニ ﾎｳｼﾀﾞﾆ
2634 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トヲメンノウエ ﾄｵﾒﾝﾉｳｴ
2635 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カメノイシ ｶﾒﾉｲｼ
2636 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ホヲシダニヒガシヒラ ﾎｳｼﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
2637 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ホコイシ ﾎｺｲｼ
2638 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トヲメン ﾄｵﾒﾝ
2639 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ショブガタニ ｼｮﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2640 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
2641 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ サトヲカモト ｻﾄｦｶﾓﾄ
2642 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ スキヨカイシ ｽｷﾖｶｲｼ
2643 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シロイシ ｼﾛｲｼ
2644 01吾川 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニシウラ ﾆｼｳﾗ
2645 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ トヲメン ﾄｵﾒﾝ
2646 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ アヲギダニ ｱｵｷﾞﾀﾞﾆ
2647 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ミナミ ﾐﾅﾐ
2648 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
2649 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
2650 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ウエノハタ ｳｴﾉﾊﾀ
2651 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ニシノタキ ﾆｼﾉﾀｷ
2652 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ スズレ ｽｽﾞﾚ
2653 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ イシヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
2654 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ キヂゴヤ ｷﾁﾞｺﾞﾔ
2655 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ アヲツエ ｱｵﾂｴ
2656 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲヤマ ｵｵﾔﾏ
2657 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヲジンノイワヤ ｺｵｼﾞﾝﾉｲﾜﾔ
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2658 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワサビダニ ﾜｻﾋﾞﾀﾞﾆ
2659 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲタ子ドチ ｵﾀﾈﾄﾞﾁ
2660 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハチクボ ﾊﾁｸﾎﾞ
2661 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハラゴヲ ﾊﾗｺﾞｵ
2662 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シチホントガ ｼﾁﾎﾝﾄｶﾞ
2663 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
2664 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミノヲニンガタキ ｶﾐﾉｵﾆﾝｶﾞﾀｷ
2665 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ノヲニンガタキ ﾉｵﾆﾝｶﾞﾀｷ
2666 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シガキノカゲ ｼｶﾞｷﾉｶｹﾞ
2667 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シガキノシタ ｼｶﾞｷﾉｼﾀ
2668 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲシロノカミ ｵｵｼﾛﾉｶﾐ
2669 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲシロ ｵｵｼﾛ
2670 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マツナ ﾏﾂﾅ
2671 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタマツナ ｼﾀﾏﾂﾅ
2672 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ スヤザキ ｽﾔｻﾞｷ
2673 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミナミ ﾐﾅﾐ
2674 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クボ ｸﾎﾞ
2675 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ドイワ ﾄﾞｲﾜ
2676 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒキヲトシ ﾋｷｵﾄｼ
2677 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タカワチ ﾀｶﾜﾁ
2678 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヤノタニスソ ｺﾔﾉﾀﾆｽｿ
2679 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナヘラノカミ ﾅﾍﾗﾉｶﾐ
2680 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミダカワチ ｶﾐﾀﾞｶﾜﾁ
2681 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲサコジリ ｵｵｻｺｼﾞﾘ
2682 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲサコノワキ ｵｵｻｺﾉﾜｷ
2683 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シマントチノウヱ ｼﾏﾝﾄﾁﾉｳｴ
2684 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲジミノシタ ｵｵｼﾞﾐﾉｼﾀ
2685 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカヲヲサコ ﾅｶｵｵｻｺ
2686 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヤノモト ｺﾔﾉﾓﾄ
2687 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コダイバタウ子 ｺﾀﾞｲﾊﾞﾀｳﾈ
2688 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コダイバタカゲ ｺﾀﾞｲﾊﾞﾀｶｹﾞ
2689 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コダイバタ ｺﾀﾞｲﾊﾞﾀ
2690 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
2691 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲヤマノヂ ｵｵﾔﾏﾉﾁﾞ
2692 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタナロ ｼﾀﾅﾛ
2693 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワゴヤノタニ ｳﾜｺﾞﾔﾉﾀﾆ
2694 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
2695 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハ子 ﾊﾈ
2696 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コブドチ ｺﾌﾞﾄﾞﾁ
2697 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タケノモト ﾀｹﾉﾓﾄ
2698 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタハチクボ ｼﾀﾊﾁｸﾎﾞ
2699 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 子ツルサカゲ ﾈﾂﾙｻｶｹﾞ
2700 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 子ツルサウ子 ﾈﾂﾙｻｳﾈ
2701 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ アナノモト ｱﾅﾉﾓﾄ
2702 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲヂミ ｵｵﾁﾞﾐ
2703 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲサコグチ ｵｵｻｺｸﾞﾁ
2704 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タヲ ﾀｵ
2705 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハチカゲ ﾊﾁｶｹﾞ
2706 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タテミチ ﾀﾃﾐﾁ
2707 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クワノキモト ｸﾜﾉｷﾓﾄ
2708 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
2709 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウシロヤマ ｳｼﾛﾔﾏ
2710 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナミノキノナロ ﾅﾐﾉｷﾉﾅﾛ
2711 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミアヲツヱ ｶﾐｱｵﾂｴ
2712 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタナカウ子 ｼﾀﾅｶｳﾈ
2713 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカウ子ジリ ﾅｶｳﾈｼﾞﾘ
2714 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トビキ ﾄﾋﾞｷ
2715 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 上ワヲクヒラゾヲ ｳﾜｵｸﾋﾗｿﾞｵ
2716 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワトチノキバタ ｳﾜﾄﾁﾉｷﾊﾞﾀ
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2717 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタヒキイワ ｼﾀﾋｷｲﾜ
2718 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワモリミチ ｳﾜﾓﾘﾐﾁ
2719 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イワガサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
2720 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒラノウヱ ﾋﾗﾉｳｴ
2721 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤドロギ ﾔﾄﾞﾛｷﾞ
2722 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワヤドロギ ｳﾜﾔﾄﾞﾛｷﾞ
2723 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ サバガタ ｻﾊﾞｶﾞﾀ
2724 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カワムカイ ｶﾜﾑｶｲ
2725 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲジロ ｵｵｼﾞﾛ
2726 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イワガサコウ子 ｲﾜｶﾞｻｺｳﾈ
2727 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウエイワガサコ ｳｴｲﾜｶﾞｻｺ
2728 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フヂキ ﾌﾁﾞｷ
2729 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ サコグチ ｻｺｸﾞﾁ
2730 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワヲヲジロ ｳﾜｵｵｼﾞﾛ
2731 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハイトコ（一） ﾊｲﾄｺ(1)
2732 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワハイトコ ｳﾜﾊｲﾄｺ
2733 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マメガモリ ﾏﾒｶﾞﾓﾘ
2734 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
2735 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニシカヲカミダニ ﾆｼｶｵｶﾐﾀﾞﾆ
2736 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヲカミザコ ｺｵｶﾐｻﾞｺ
2737 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタタヅ ｼﾀﾀﾂﾞ
2738 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カサモミ ｶｻﾓﾐ
2739 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タテウチ ﾀﾃｳﾁ
2740 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カタギノモト ｶﾀｷﾞﾉﾓﾄ
2741 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タニヲク（一） ﾀﾆｵｸ(1)
2742 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タニヲクウ子 ﾀﾆｵｸｳﾈ
2743 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニイヱダニ ﾆｲｴﾀﾞﾆ
2744 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニイヱウ子 ﾆｲｴｳﾈ
2745 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クヨヲヨシ ｸﾖｵﾖｼ
2746 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ノヂノウエ ﾉﾁﾞﾉｳｴ
2747 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲクボ ｵｵｸﾎﾞ
2748 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲクボノハ子 ｵｵｸﾎﾞﾉﾊﾈ
2749 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カバキウ子 ｶﾊﾞｷｳﾈ
2750 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タケノヂ ﾀｹﾉﾁﾞ
2751 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タニヲク（二） ﾀﾆｵｸ(2)
2752 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ドイノウシロ ﾄﾞｲﾉｳｼﾛ
2753 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミノウ子 ｶﾐﾉｳﾈ
2754 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クロヲオ ｸﾛｵｵ
2755 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イシヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
2756 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナロヤスバ ﾅﾛﾔｽﾊﾞ
2757 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ キリノキノモト ｷﾘﾉｷﾉﾓﾄ
2758 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤスバウ子 ﾔｽﾊﾞｳﾈ
2759 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マキガタニ ﾏｷｶﾞﾀﾆ
2760 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ユミキガハナ ﾕﾐｷｶﾞﾊﾅ
2761 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミガタキ ｶﾐｶﾞﾀｷ
2762 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハヱクビ ﾊｴｸﾋﾞ
2763 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コザコ ｺｻﾞｺ
2764 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シモワタリ ｼﾓﾜﾀﾘ
2765 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クワノキ ｸﾜﾉｷ
2766 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フルヤウ子ズソ ﾌﾙﾔｳﾈｽﾞｿ
2767 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フルヤウ子 ﾌﾙﾔｳﾈ
2768 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒヨヲヱヤシキノスソ ﾋﾖｵｴﾔｼｷﾉｽｿ
2769 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フルハタノシタ ﾌﾙﾊﾀﾉｼﾀ
2770 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フルハタ ﾌﾙﾊﾀ
2771 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ダンナゴヤ ﾀﾞﾝﾅｺﾞﾔ
2772 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 子ズキウ子 ﾈｽﾞｷｳﾈ
2773 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 子ズキウ子ワキ ﾈｽﾞｷｳﾈﾜｷ
2774 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワフルバタ ｳﾜﾌﾙﾊﾞﾀ
2775 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒヨヲヱヤシキ ﾋﾖｦｴﾔｼｷ
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2776 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トヲフガイワヤ ﾄｵﾌｶﾞｲﾜﾔ
2777 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ツゲガウ子ズソ ﾂｹﾞｶﾞｴﾈｽﾞｿ
2778 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
2779 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタハイトコ ｼﾀﾊｲﾄｺ
2780 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハイトコノミナミウラ ﾊｲﾄｺﾉﾐﾅﾐｳﾗ
2781 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナロヤスバカゲ ﾅﾛﾔｽﾊﾞｶｹﾞ
2782 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハイトコ（二） ﾊｲﾄｺ(2)
2783 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ モミノモト ﾓﾐﾉﾓﾄ
2784 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ダンゴバタノサコ ﾀﾞﾝｺﾞﾊﾞﾀﾉｻｺ
2785 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
2786 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
2787 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヤワキ ﾐﾔﾜｷ
2788 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワタケノヂ ｳﾜﾀｹﾉﾁﾞ
2789 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カバキウ子ワキ ｶﾊﾞｷｳﾈﾜｷ
2790 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワクボノハ子 ﾜｸﾎﾞﾉﾊﾈ
2791 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クヨヲヨシサコ ｸﾖｵﾖｼｻｺ
2792 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イノタニノシタ ｲﾉﾀﾆﾉｼﾀ
2793 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
2794 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イツホンマツ ｲﾂﾎﾝﾏﾂ
2795 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤナギカサコ ﾔﾅｷﾞｶｻｺ
2796 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワクボ ﾜｸﾎﾞ
2797 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワクボノコブ ﾜｸﾎﾞﾉｺﾌﾞ
2798 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワクボノヒガシウラ ﾜｸﾎﾞﾉﾋｶﾞｼｳﾗ
2799 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ツゲウ子サコグチ ﾂｹﾞｳﾈｻｺｸﾞﾁ
2800 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ツゲガウ子ワキ ﾂｹﾞｶﾞｳﾈﾜｷ
2801 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ツゲガウ子 ﾂｹﾞｶﾞｳﾈ
2802 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ユワヤノカシラ ﾕﾜﾔﾉｶｼﾗ
2803 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲワサヅクリ ｵﾜｻﾂﾞｸﾘ
2804 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲワサイシ ｵﾜｻｲｼ
2805 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トヲフノウワザコ ﾄｵﾌﾉｳﾜｻﾞｺ
2806 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタミヅタマリ ｼﾀﾐﾂﾞﾀﾏﾘ
2807 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヅタマリノヒガシワ ﾐﾂﾞﾀﾏﾘﾉﾋｶﾞｼﾜ
2808 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタヲヲカメ ｼﾀｵｵｶﾒ
2809 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲカメ ｵｵｶﾒ
2810 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シヤクヂョキ ｼﾔｸﾁﾞｮｷ
2811 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カラカイ ｶﾗｶｲ
2812 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナバゴヤトコ ﾅﾊﾞｺﾞﾔﾄｺ
2813 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヱボシユワ ｴﾎﾞｼﾕﾜ
2814 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカヤブタキ ﾅｶﾔﾌﾞﾀｷ
2815 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナガヤブ ﾅｶﾞﾔﾌﾞ
2816 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウハナガヤブ ｳﾊﾅｶﾞﾔﾌﾞ
2817 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ツルイノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
2818 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤシキノモト ﾔｼｷﾉﾓﾄ
2819 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワツルイ ｳﾜﾂﾙｲ
2820 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フンギリ ﾌﾝｷﾞﾘ
2821 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミトリヤアセ ﾐﾄﾘﾔｱｾ
2822 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワフンギリ ｳﾜﾌﾝｷﾞﾘ
2823 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ スゲノモトウワヂミ ｽｹﾞﾉﾓﾄｳﾜﾁﾞﾐ
2824 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フンギリウ子 ﾌﾝｷﾞﾘｳﾈ
2825 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
2826 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シモカラヒ ｼﾓｶﾗﾋ
2827 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミガラヒ ｶﾐｶﾞﾗﾋ
2828 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤナギガウチ ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾁ
2829 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シウジヤブカゲ ｼｳｼﾞﾔﾌﾞｶｹﾞ
2830 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シヤウジヤブ ｼﾔｳｼﾞﾔﾌﾞ
2831 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フンギリカゲ ﾌﾝｷﾞﾘｶｹﾞ
2832 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲウチ塲 ｵｳﾁﾊﾞ
2833 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナベラガウチ ﾅﾍﾞﾗｶﾞｳﾁ
2834 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マキノウ子 ﾏｷﾉｳﾈ
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2835 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マキガウ子クビ ﾏｷｶﾞｳﾈｸﾋﾞ
2836 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
2837 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タキカゲ ﾀｷｶｹﾞ
2838 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ スミカマトコ ｽﾐｶﾏﾄｺ
2839 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタナガバタケ ｼﾀﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
2840 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ 子ズキウ子タヲ ﾈｽﾞｷｳﾈﾀｵ
2841 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカダキ ﾅｶﾀﾞｷ
2842 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヅタマリ ﾐﾂﾞﾀﾏﾘ
2843 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲウ子 ｵｵｳﾈ
2844 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ジロベノヂ ｼﾞﾛﾍﾞﾉﾁﾞ
2845 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イノタニヲクサコ ｲﾉﾀﾆｵｸｻｺ
2846 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナガダキサコ ﾅｶﾞﾀﾞｷｻｺ
2847 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
2848 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニ子ントチ ﾆﾈﾝﾄﾁ
2849 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒタキ ﾋﾀｷ
2850 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒノキヲズソ ﾋﾉｷｵｽﾞｿ
2851 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ケヤケガウチ ｹﾔｹｶﾞｳﾁ
2852 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カラタニズソ ｶﾗﾀﾆｽﾞｿ
2853 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ムノナロ ﾑﾉﾅﾛ
2854 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ サクラノモト ｻｸﾗﾉﾓﾄ
2855 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲモダニ ｵﾓﾀﾞﾆ
2856 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒタキウ子 ﾋﾀｷｳﾈ
2857 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲグリノモト ｵｵｸﾞﾘﾉﾓﾄ
2858 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒタキダニ ﾋﾀｷﾀﾞﾆ
2859 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
2860 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒノクチウ子 ﾋﾉｸﾁｳﾈ
2861 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シレイシ ｼﾚｲｼ
2862 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シレイシウワサコ ｼﾚｲｼｳﾜｻｺ
2863 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ジヱモンガ子ヤ ｼﾞｴﾓﾝｶﾞﾈﾔ
2864 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マロイシバタ ﾏﾛｲｼﾊﾞﾀ
2865 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナルヨヲシウ子 ﾅﾙﾖｵｼｳﾈ
2866 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カヅラヤブ ｶﾂﾞﾗﾔﾌﾞ
2867 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カヅラヤブタニ ｶﾂﾞﾗﾔﾌﾞﾀﾆ
2868 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウラヤマ ｳﾗﾔﾏ
2869 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハチクダニ ﾊﾁｸﾀﾞﾆ
2870 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タテウチザコ ﾀﾃｳﾁｻﾞｺ
2871 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
2872 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナガサキ（一） ﾅｶﾞｻｷ(1)
2873 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タルノモト ﾀﾙﾉﾓﾄ
2874 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ キグロトコ ｷｸﾞﾛﾄｺ
2875 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲブチ ｵｵﾌﾞﾁ
2876 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ スボジリ ｽﾎﾞｼﾞﾘ
2877 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミナガハタ ｶﾐﾅｶﾞﾊﾀ
2878 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タヅ ﾀﾂﾞ
2879 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナマズダニ ﾅﾏｽﾞﾀﾞﾆ
2880 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウヱタヅ ｳｴﾀﾂﾞ
2881 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲコヤ ｵｵｺﾔ
2882 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カサナリ ｶｻﾅﾘ
2883 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヌタクボウ子 ﾇﾀｸﾎﾞｳﾈ
2884 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イケノモト ｲｹﾉﾓﾄ
2885 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタヌタクボ ｼﾀﾇﾀｸﾎﾞ
2886 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニガキ ﾆｶﾞｷ
2887 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ キヂナロ ｷﾁﾞﾅﾛ
2888 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ キヂミ子 ｷﾁﾞﾐﾈ
2889 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トビギサコ ﾄﾋﾞｷﾞｻｺ
2890 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イナヤガクボ ｲﾅﾔｶﾞｸﾎﾞ
2891 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トビギウ子クビ ﾄﾋﾞｷﾞｳﾈｸﾋﾞ
2892 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カラヌタ ｶﾗﾇﾀ
2893 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
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2894 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウマガ子ヤ ｳﾏｶﾞﾈﾔ
2895 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イワヤノモト ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
2896 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒトツウチ ﾋﾄﾂｳﾁ
2897 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
2898 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トカノウ子 ﾄｶﾉｳﾈ
2899 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ アヲツヱクビ ｱｵﾂｴｸﾋﾞ
2900 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワウシロヤマ ｳﾜｳｼﾛﾔﾏ
2901 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ワサビダニグチ ﾜｻﾋﾞﾀﾞﾆｸﾞﾁ
2902 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ユワシユリキ ﾕﾜｼﾕﾘｷ
2903 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニゴヲヅ ﾆｺﾞｵﾂﾞ
2904 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ユキヅエ ﾕｷﾂﾞｴ
2905 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シマンドチ ｼﾏﾝﾄﾞﾁ
2906 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シモシマントチ ｼﾓｼﾏﾝﾄﾁ
2907 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミツイシ ﾐﾂｲｼ
2908 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
2909 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イチガタニウ子 ｲﾁｶﾞﾀﾆｳﾈ
2910 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イチガタニ ｲﾁｶﾞﾀﾆ
2911 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マルノコブ ﾏﾙﾉｺﾌﾞ
2912 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シンヤ ｼﾝﾔ
2913 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カゲ ｶｹﾞ
2914 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲマガリ ｵｵﾏｶﾞﾘ
2915 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トラガフチ ﾄﾗｶﾞﾌﾁ
2916 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
2917 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヨヲケン ﾐﾖｵｹﾝ
2918 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ アイノヲ ｱｲﾉｵ
2919 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲスソノウラ ｵｽｿﾉｳﾗ
2920 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シヲリノニシ ｼｵﾘﾉﾆｼ
2921 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クロガ子 ｸﾛｶﾞﾈ
2922 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シラヲヲ ｼﾗｵｵ
2923 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲヒラミ ｵｵﾋﾗﾐ
2924 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナマゼ ﾅﾏｾﾞ
2925 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ アマノジヤク ｱﾏﾉｼﾞﾔｸ
2926 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シモサデ ｼﾓｻﾃﾞ
2927 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミサデ ｶﾐｻﾃﾞ
2928 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ クズコヤ ｸｽﾞｺﾔ
2929 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フキノタニ山 ﾌｷﾉﾀﾆﾔﾏ
2930 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イツポンギ ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
2931 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヨヲジン ﾐﾖｵｼﾞﾝ
2932 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナガサキ（二） ﾅｶﾞｻｷ(2)
2933 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カライケ ｶﾗｲｹ
2934 01吾川 北 ｷﾀ 堂ノ岡 ﾄﾞｳﾉｵｶ
2935 01吾川 北 ｷﾀ カナメハラ ｶﾅﾒﾊﾗ
2936 01吾川 北 ｷﾀ 谷向キ ﾀﾆﾑｷ
2937 01吾川 北 ｷﾀ 小瀬ケ谷 ｵｾﾞｶﾞﾀﾆ
2938 01吾川 北 ｷﾀ 赤岳 ｱｶﾀﾞｹ
2939 01吾川 北 ｷﾀ クスノキウ子 ｸｽﾉｷｳﾈ
2940 01吾川 北 ｷﾀ 松木畝 ﾏﾂﾉｷｳﾈ
2941 01吾川 北 ｷﾀ 畝ノ前 ｳﾈﾉﾏｴ
2942 01吾川 北 ｷﾀ 菊野岡 ｷｸﾉｵｶ
2943 01吾川 北 ｷﾀ 宮ノ森 ﾐﾔﾉﾓﾘ
2944 01吾川 北 ｷﾀ 河那魯 ｺｳﾅﾛ
2945 01吾川 北 ｷﾀ 加古道ヨリ前ヘ ｶｺﾐﾁﾖﾘﾏｴ
2946 01吾川 北 ｷﾀ 加古岳ノ前ヘ ｶｺﾀﾞｹﾉﾏｴ
2947 01吾川 北 ｷﾀ 加古岳 ｶｺﾀﾞｹ
2948 01吾川 北 ｷﾀ 向ウ田 ﾑｺｳﾀﾞ
2949 01吾川 北 ｷﾀ クロダルノマエ ｸﾛﾀﾞﾙﾉﾏｴ
2950 01吾川 北 ｷﾀ 休塲ノ下モ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾓ
2951 01吾川 北 ｷﾀ 野地 ﾉｼﾞ
2952 01吾川 北 ｷﾀ 野地ノ南 ﾉｼﾞﾉﾐﾅﾐ
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2953 01吾川 北 ｷﾀ 堂ノ後 ﾄﾞｳﾉｳｼﾛ
2954 01吾川 北 ｷﾀ 菊ノ岡道ヨリ上 ｷｸﾉｵｶﾐﾁﾖﾘｳｴ
2955 01吾川 北 ｷﾀ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ
2956 01吾川 北 ｷﾀ ミゾノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ
2957 01吾川 北 ｷﾀ クレイシ ｸﾚｲｼ
2958 01吾川 北 ｷﾀ クレイシ下向 ｸﾚｲｼｼﾓﾑｷ
2959 01吾川 北 ｷﾀ 平畝子 ﾋﾗｳﾈ
2960 01吾川 北 ｷﾀ ロクロダニ ﾛｸﾛﾀﾞﾆ
2961 01吾川 北 ｷﾀ 久衛作リ ﾋｻｴﾂﾞｸﾘ
2962 01吾川 北 ｷﾀ 藤吾屋敷 ﾄｳｺﾞﾔｼｷ
2963 01吾川 北 ｷﾀ 峠地 ﾄｳｹﾞｼﾞ
2964 01吾川 北 ｷﾀ 伊ノ谷ザコ ｲﾉﾀﾞﾆｻﾞｺ
2965 01吾川 北 ｷﾀ 頭細ノ下タ ｶｼﾗﾎﾞｿﾉｼﾀ
2966 01吾川 北 ｷﾀ 伊野谷越 ｲﾉﾀﾆｺﾞｴ
2967 01吾川 北 ｷﾀ タルノモト ﾀﾙﾉﾓﾄ
2968 01吾川 北 ｷﾀ ヱビヤケ ｴﾋﾞﾔｹ
2969 01吾川 北 ｷﾀ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
2970 01吾川 北 ｷﾀ トガノニシ ﾄｶﾞﾉﾆｼ
2971 01吾川 北 ｷﾀ タケノクビ ﾀｹﾉｸﾋﾞ
2972 01吾川 北 ｷﾀ コトノカウ ｺﾄﾉｶｳ
2973 01吾川 北 ｷﾀ オモウチ ｵﾓｳﾁ
2974 01吾川 北 ｷﾀ 下モウスノトオ ｼﾓｳｽﾉﾄｵ
2975 01吾川 北 ｷﾀ 休塲ノ前ヘ ﾔｽﾊﾞﾉﾏｴ
2976 01吾川 北 ｷﾀ 休塲ノ上ミ ﾔｽﾊﾞﾉｶﾐ
2977 01吾川 北 ｷﾀ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
2978 01吾川 北 ｷﾀ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
2979 01吾川 北 ｷﾀ 堀切リ下タ ﾎﾘｷﾘｼﾀ
2980 01吾川 北 ｷﾀ オモウチダニ ｵﾓｳﾁﾀﾞﾆ
2981 01吾川 北 ｷﾀ カラヒ ｶﾗﾋ
2982 01吾川 北 ｷﾀ サブガハタ ｻﾌﾞｶﾞﾊﾞﾀ
2983 01吾川 北 ｷﾀ ヲロツケバ ｵﾛﾂｹﾊﾞ
2984 01吾川 北 ｷﾀ カンゾヲノ前ヘ ｶﾝｿﾞｵﾉﾏｴ
2985 01吾川 北 ｷﾀ ホトケガウネ ﾎﾄｹｶﾞｳﾈ
2986 01吾川 北 ｷﾀ チンガモリ ﾁﾝｶﾞﾓﾘ
2987 01吾川 北 ｷﾀ 太郎畝 ﾀﾛｳｳﾈ
2988 01吾川 北 ｷﾀ エジリ ｴｼﾞﾘ
2989 01吾川 北 ｷﾀ シンバエ ｼﾝﾊﾞﾍ
2990 01吾川 北 ｷﾀ ウチノガトウ ｳﾁﾉｶﾞﾄｳ
2991 01吾川 北 ｷﾀ 鈴原 ｽｽﾞﾊﾗ
2992 01吾川 235 ヲキヤシキノマヱ ｵｷﾔｼｷﾉﾏｴ
2993 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コゴエ ｺｺﾞｴ
2994 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
2995 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コヲノムカイ ｺｦﾉﾑｶｲ
2996 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ユノウエ ﾕﾉｳｴ
2997 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
2998 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ
2999 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤナギサコニシ ﾔﾅｷﾞｻｺﾆｼ
3000 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ マツノソヲタ ﾏﾂﾉｿｳﾀ
3001 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
3002 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タニクチガワラ ﾀﾆｸﾁｶﾞﾜﾗ
3003 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ソヲハキ ｿｦﾊｷ
3004 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3005 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニシノサコ ﾆｼﾉｻｺ
3006 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニシダニ ﾆｼﾀﾞﾆ
3007 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
3008 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ スケカサコ ｽｹｶｻｺ
3009 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ スゲガタニ ｽｹﾞｶﾞﾀﾆ
3010 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コエト ｺｴﾄ
3011 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アハシマウ子 ｱﾜｼﾏｳﾈ
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3012 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロイシ ｸﾛｲｼ
3013 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ベニウト ﾍﾞﾆｳﾄ
3014 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ノヂ ﾉｼﾞ
3015 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツエダニ ﾂｴﾀﾞﾆ
3016 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ホコイシ ﾎｺｲｼ
3017 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミツグイ ﾐﾂｸﾞｲ
3018 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロトコ ｸﾛﾄｺ
3019 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イワヤカサコ ｲﾜﾔｶｻｺ
3020 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒガシウ子 ﾋｶﾞｼｳﾈ
3021 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
3022 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ 子ザサ ﾈｻﾞｻ
3023 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤマクビ ﾔﾏｸﾋﾞ
3024 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クダガモト ｸﾀﾞｶﾞﾓﾄ
3025 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミナミヤマクビ ﾐﾅﾐﾔﾏｸﾋﾞ
3026 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シタムカイ ｼﾀﾑｶｲ
3027 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒウラ ﾋｳﾗ
3028 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミナミコシ ﾐﾅﾐｺｼ
3029 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヂクノモト ﾁﾞｸﾉﾓﾄ
3030 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アナトリ ｱﾅﾄﾘ
3031 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナベダニ ﾅﾍﾞﾀﾞﾆ
3032 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウルシガサコ ｳﾙｼｶﾞｻｺ
3033 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
3034 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ デグチ ﾃﾞｸﾞﾁ
3035 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ホリタノキタ ﾎﾘﾀﾉｷﾀ
3036 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カイマワリ ｶｲﾏﾜﾘ
3037 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
3038 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イチノタニ ｲﾁﾉﾀﾆ
3039 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウブヤガサコ ｳﾌﾞﾔｶﾞｻｺ
3040 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウブヤガタニ ｳﾌﾞﾔｶﾞﾀﾆ
3041 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミヤムカイ ﾐﾔﾑｶｲ
3042 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニシノコエ ﾆｼﾉｺｴ
3043 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イッチキ ｲｯﾁｷ
3044 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ノイ子シリ ﾉｲﾈｼﾘ
3045 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イゲダニ ｲｹﾞﾀﾞﾆ
3046 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナカタニ ﾅｶﾀﾆ
3047 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカノハナ ｵｶﾉﾊﾅ
3048 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カワナロ ｶﾜﾅﾛ
3049 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ゴミ ｺﾞﾐ
3050 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ インキョ ｲﾝｷｮ
3051 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハエノモト ﾊｴﾉﾓﾄ
3052 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハ子ツリ ﾊﾈﾂﾘ
3053 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニシガナロ ﾆｼｶﾞﾅﾛ
3054 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
3055 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒガザカ ﾋｶﾞｻﾞｶ
3056 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アカサカ ｱｶｻｶ
3057 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ソヲゴヲチダニ ｿｦｺﾞｵﾁﾀﾞﾆ
3058 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ テラマチ ﾃﾗﾏﾁ
3059 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アカイシノウエ ｱｶｲｼﾉｳｴ
3060 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フルヤシロ ﾌﾙﾔｼﾛ
3061 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒノワキ ﾋﾉﾜｷ
3062 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クスノキ ｸｽﾉｷ
3063 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カヂヤザカ ｶﾁﾞﾔｻﾞｶ
3064 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フモンジ ﾌﾓﾝｼﾞ
3065 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ リョチバタ ﾘｮﾁﾊﾞﾀ
3066 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カマノフチ ｶﾏﾉﾌﾁ
3067 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
3068 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカ ｵｶ
3069 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ バショノモト ﾊﾞｼｮﾉﾓﾄ
3070 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカノウエ ｵｶﾉｳｴ
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3071 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
3072 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ホキ ﾎｷ
3073 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クスノキサコ ｸｽﾉｷｻｺ
3074 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フセゴエ ﾌｾｺﾞｴ
3075 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
3076 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ スヤサキ ｽﾔｻｷ
3077 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ケゴヤ ｹｺﾞﾔ
3078 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカノサキ ｵｶﾉｻｷ
3079 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タノハナ ﾀﾉﾊﾅ
3080 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロタキ ｸﾛﾀｷ
3081 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カミカハラ ｶﾐｶﾜﾗ
3082 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロイシノウ子 ｸﾛｲｼﾉｳﾈ
3083 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イケノキタ ｲｹﾉｷﾀ
3084 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハラキリウ子 ﾊﾗｷﾘｳﾈ
3085 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヨシウ ﾖｼｳ
3086 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コモリハタ ｺﾓﾘﾊﾀ
3087 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミナミハタ ﾐﾅﾐﾊﾀ
3088 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フドヲタキ ﾌﾄﾞｳﾀｷ
3089 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
3090 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミマヤクヒ ﾐﾏﾔｸﾋ
3091 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カカミヲヲ ｶｶﾐｦｦ
3092 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミヤコ ﾐﾔｺ
3093 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
3094 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミタキ ﾐﾀｷ
3095 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
3096 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ソバシリ ｿﾊﾞｼﾘ
3097 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲモヲジリ ｵﾓｦｼﾞﾘ
3098 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クイモト ｸｲﾓﾄ
3099 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
3100 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カサハヤ ｶｻﾊﾔ
3101 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハエノシタ ﾊｴﾉｼﾀ
3102 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イデノワキ ｲﾃﾞﾉﾜｷ
3103 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニガノモト ﾆｶﾞﾉﾓﾄ
3104 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
3105 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲヲタヲ ｵｵﾀｦ
3106 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒツキリ ﾋﾂｷﾘ
3107 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミヤガナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
3108 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シロボヲソ ｼﾛﾎﾞｦｿ
3109 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツクリミチ ﾂｸﾘﾐﾁ
3110 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イラス ｲﾗｽ
3111 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲベンイシ ｵﾍﾞﾝｲｼ
3112 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アンサモリ ｱﾝｻﾓﾘ
3113 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タカラコヲ ﾀｶﾗｺｦ
3114 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フナサコ ﾌﾅｻｺ
3115 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハランホヲ ﾊﾗﾝﾎｵ
3116 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナジリ ﾅｼﾞﾘ
3117 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クリミガサコ ｸﾘﾐｶﾞｻｺ
3118 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナカミズノモト ﾅｶﾐｽﾞﾉﾓﾄ
3119 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲンジ ｵﾝｼﾞ
3120 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ロクロヲキ ﾛｸﾛｵｷ
3121 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タニワキ ﾀﾆﾜｷ
3122 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヌスビトイシ ﾇｽﾋﾞﾄｲｼ
3123 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
3124 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲコゼイシ ｵｺｾﾞｲｼ
3125 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ドヲ子リ ﾄﾞｦﾈﾘ
3126 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
3127 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナベラタニ ﾅﾍﾞﾗﾀﾆ
3128 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コミヤマ ｺﾐﾔﾏ
3129 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤマカキ ﾔﾏｶｷ
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3130 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クシゲ ｸｼｹﾞ
3131 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シデガヒラ ｼﾃﾞｶﾞﾋﾗ
3132 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
3133 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナガフチノキタ ﾅｶﾞﾌﾁﾉｷﾀ
3134 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ テラサカ ﾃﾗｻｶ
3135 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ススレタキ ｽｽﾚﾀｷ
3136 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コヲレハタ ｺｦﾚﾊﾀ
3137 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カシノキダニ ｶｼﾉｷﾀﾞﾆ
3138 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヂクノキ ﾁﾞｸﾉｷ
3139 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
3140 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クスハラ ｸｽﾜﾗ
3141 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クチキ ｸﾁｷ
3142 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
3143 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ホコイワ ﾎｺｲﾜ
3144 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
3145 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヨボシイシ ﾖﾎﾞｼｲｼ
3146 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イナキガトヲ ｲﾅｷｶﾞﾄｵ
3147 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タカヤブ ﾀｶﾔﾌﾞ
3148 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ゴヲダイ ｺﾞｵﾀﾞｲ
3149 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
3150 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ マガリノモト ﾏｶﾞﾘﾉﾓﾄ
3151 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツエ ﾂｴ
3152 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ワタリアガリ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
3153 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
3154 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ フルハタ ﾌﾙﾊﾀ
3155 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
3156 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アカマツ ｱｶﾏﾂ
3157 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
3158 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アミノコヲ ｱﾐﾉｺｵ
3159 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タニジリ ﾀﾆｼﾞﾘ
3160 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ドヲガウチ ﾄﾞｵｶﾞｳﾁ
3161 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカダニ ｵｶﾀﾞﾆ
3162 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲカハナ ｵｶﾊﾅ
3163 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハザコグチ ﾊｻﾞｺｸﾞﾁ
3164 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
3165 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タキノミナミ ﾀｷﾉﾐﾅﾐ
3166 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ミヨトイシ ﾐﾖﾄｲｼ
3167 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウ子 ｳﾈ
3168 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ボヲソ ﾎﾞｳｿ
3169 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イチゴヲ ｲﾁｺﾞｵ
3170 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ トリヤイ ﾄﾘﾔｲ
3171 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
3172 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イデガサコ ｲﾃﾞｶﾞｻｺ
3173 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タニグチバタ ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
3174 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ハラ ﾊﾗ
3175 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ユスヤマ ﾕｽﾔﾏ
3176 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ コヲナロバタ ｺｦﾅﾛﾊﾞﾀ
3177 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ カノヲマツ ｶﾉｦﾏﾂ
3178 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ サカノニシ ｻｶﾉﾆｼ
3179 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
3180 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲモヤタニ ｵﾓﾔﾀﾆ
3181 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ガラク ｶﾞﾗｸ
3182 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クヤウギ ｸﾔｳｷﾞ
3183 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
3184 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヤスバノキタ ﾔｽﾊﾞﾉｷﾀ
3185 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
3186 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
3187 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タルヤマ ﾀﾙﾔﾏ
3188 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ タルノキタ ﾀﾙﾉｷﾀ
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3189 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツボイゴエ ﾂﾎﾞｲｺﾞｴ
3190 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ トヤ ﾄﾔ
3191 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ 子ズ ﾈｽﾞ
3192 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウラヤマ ｳﾗﾔﾏ
3193 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヲクノベラ ｵｸﾉﾍﾞﾗ
3194 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ゴミトチ ｺﾞﾐﾄﾁ
3195 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
3196 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
3197 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ マルハエ ﾏﾙﾊｴ
3198 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イワグロ ｲﾜｸﾞﾛ
3199 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ キウザイバタ ｷｳｻﾞｲﾊﾞﾀ
3200 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ゴヲラ ｺﾞｦﾗ
3201 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ヒジリダニ ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ
3202 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イノトヲ ｲﾉﾄｵ
3203 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツボイ ﾂﾎﾞｲ
3204 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イケ ｲｹ
3205 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ クマノイワヤ ｸﾏﾉｲﾜﾔ
3206 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ アスヤマ ｱｽﾔﾏ
3207 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ツボヲイ ﾂﾎﾞｦｲ
3208 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ニシツボヲイ ﾆｼﾂﾎﾞｵｲ
3209 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウワベニウドニシヂ ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞﾆｼﾁﾞ
3210 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ウハベニウド ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞ
3211 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ベニウドイリクチ ﾍﾞﾆｳﾄﾞｲﾘｸﾁ
3212 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ イケノヲク ｲｹﾉｵｸ
3213 01吾川 土居甲 ﾄﾞｲｺｳ ゴホヲガモリ ｺﾞﾎｵｶﾞﾓﾘ
3214 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コゴエ ｺｺﾞｴ
3215 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
3216 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コヲノムカイ ｺｦﾉﾑｶｲ
3217 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ユノウエ ﾕﾉｳｴ
3218 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
3219 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ
3220 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤナギサコニシ ﾔﾅｷﾞｻｺﾆｼ
3221 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ マツノソヲタ ﾏﾂﾉｿｳﾀ
3222 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
3223 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タニクチガワラ ﾀﾆｸﾁｶﾞﾜﾗ
3224 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ソヲハキ ｿｦﾊｷ
3225 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3226 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニシノサコ ﾆｼﾉｻｺ
3227 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニシダニ ﾆｼﾀﾞﾆ
3228 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
3229 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ スケカサコ ｽｹｶｻｺ
3230 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ スゲガタニ ｽｹﾞｶﾞﾀﾆ
3231 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コエト ｺｴﾄ
3232 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アハシマウ子 ｱﾜｼﾏｳﾈ
3233 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロイシ ｸﾛｲｼ
3234 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ベニウト ﾍﾞﾆｳﾄ
3235 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ノヂ ﾉｼﾞ
3236 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツエダニ ﾂｴﾀﾞﾆ
3237 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ホコイシ ﾎｺｲｼ
3238 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミツグイ ﾐﾂｸﾞｲ
3239 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロトコ ｸﾛﾄｺ
3240 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イワヤカサコ ｲﾜﾔｶｻｺ
3241 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒガシウ子 ﾋｶﾞｼｳﾈ
3242 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
3243 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ 子ザサ ﾈｻﾞｻ
3244 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤマクビ ﾔﾏｸﾋﾞ
3245 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クダガモト ｸﾀﾞｶﾞﾓﾄ
3246 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミナミヤマクビ ﾐﾅﾐﾔﾏｸﾋﾞ
3247 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シタムカイ ｼﾀﾑｶｲ
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3248 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒウラ ﾋｳﾗ
3249 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミナミコシ ﾐﾅﾐｺｼ
3250 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヂクノモト ﾁﾞｸﾉﾓﾄ
3251 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アナトリ ｱﾅﾄﾘ
3252 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナベダニ ﾅﾍﾞﾀﾞﾆ
3253 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウルシガサコ ｳﾙｼｶﾞｻｺ
3254 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
3255 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ デグチ ﾃﾞｸﾞﾁ
3256 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ホリタノキタ ﾎﾘﾀﾉｷﾀ
3257 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カイマワリ ｶｲﾏﾜﾘ
3258 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
3259 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イチノタニ ｲﾁﾉﾀﾆ
3260 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウブヤガサコ ｳﾌﾞﾔｶﾞｻｺ
3261 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウブヤガタニ ｳﾌﾞﾔｶﾞﾀﾆ
3262 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミヤムカイ ﾐﾔﾑｶｲ
3263 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニシノコエ ﾆｼﾉｺｴ
3264 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イッチキ ｲｯﾁｷ
3265 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ノイ子シリ ﾉｲﾈｼﾘ
3266 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イゲダニ ｲｹﾞﾀﾞﾆ
3267 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナカタニ ﾅｶﾀﾆ
3268 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカノハナ ｵｶﾉﾊﾅ
3269 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カワナロ ｶﾜﾅﾛ
3270 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ゴミ ｺﾞﾐ
3271 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ インキョ ｲﾝｷｮ
3272 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハエノモト ﾊｴﾉﾓﾄ
3273 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハ子ツリ ﾊﾈﾂﾘ
3274 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニシガナロ ﾆｼｶﾞﾅﾛ
3275 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
3276 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒガザカ ﾋｶﾞｻﾞｶ
3277 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アカサカ ｱｶｻｶ
3278 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ソヲゴヲチダニ ｿｦｺﾞｵﾁﾀﾞﾆ
3279 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ テラマチ ﾃﾗﾏﾁ
3280 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アカイシノウエ ｱｶｲｼﾉｳｴ
3281 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フルヤシロ ﾌﾙﾔｼﾛ
3282 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒノワキ ﾋﾉﾜｷ
3283 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クスノキ ｸｽﾉｷ
3284 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カヂヤザカ ｶﾁﾞﾔｻﾞｶ
3285 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フモンジ ﾌﾓﾝｼﾞ
3286 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ リョチバタ ﾘｮﾁﾊﾞﾀ
3287 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カマノフチ ｶﾏﾉﾌﾁ
3288 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
3289 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカ ｵｶ
3290 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ バショノモト ﾊﾞｼｮﾉﾓﾄ
3291 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカノウエ ｵｶﾉｳｴ
3292 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
3293 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ホキ ﾎｷ
3294 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クスノキサコ ｸｽﾉｷｻｺ
3295 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フセゴエ ﾌｾｺﾞｴ
3296 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
3297 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ スヤサキ ｽﾔｻｷ
3298 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ケゴヤ ｹｺﾞﾔ
3299 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカノサキ ｵｶﾉｻｷ
3300 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タノハナ ﾀﾉﾊﾅ
3301 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロタキ ｸﾛﾀｷ
3302 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カミカハラ ｶﾐｶﾜﾗ
3303 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロイシノウ子 ｸﾛｲｼﾉｳﾈ
3304 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イケノキタ ｲｹﾉｷﾀ
3305 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハラキリウ子 ﾊﾗｷﾘｳﾈ
3306 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヨシウ ﾖｼｳ
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3307 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コモリハタ ｺﾓﾘﾊﾀ
3308 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミナミハタ ﾐﾅﾐﾊﾀ
3309 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フドヲタキ ﾌﾄﾞｳﾀｷ
3310 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
3311 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミマヤクヒ ﾐﾏﾔｸﾋ
3312 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カカミヲヲ ｶｶﾐｦｦ
3313 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミヤコ ﾐﾔｺ
3314 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
3315 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミタキ ﾐﾀｷ
3316 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
3317 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ソバシリ ｿﾊﾞｼﾘ
3318 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲモヲジリ ｵﾓｦｼﾞﾘ
3319 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クイモト ｸｲﾓﾄ
3320 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
3321 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カサハヤ ｶｻﾊﾔ
3322 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハエノシタ ﾊｴﾉｼﾀ
3323 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イデノワキ ｲﾃﾞﾉﾜｷ
3324 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニガノモト ﾆｶﾞﾉﾓﾄ
3325 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
3326 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲヲタヲ ｵｵﾀｦ
3327 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒツキリ ﾋﾂｷﾘ
3328 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミヤガナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
3329 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シロボヲソ ｼﾛﾎﾞｦｿ
3330 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツクリミチ ﾂｸﾘﾐﾁ
3331 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イラス ｲﾗｽ
3332 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲベンイシ ｵﾍﾞﾝｲｼ
3333 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アンサモリ ｱﾝｻﾓﾘ
3334 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タカラコヲ ﾀｶﾗｺｦ
3335 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フナサコ ﾌﾅｻｺ
3336 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハランホヲ ﾊﾗﾝﾎｵ
3337 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナジリ ﾅｼﾞﾘ
3338 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クリミガサコ ｸﾘﾐｶﾞｻｺ
3339 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナカミズノモト ﾅｶﾐｽﾞﾉﾓﾄ
3340 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲンジ ｵﾝｼﾞ
3341 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ロクロヲキ ﾛｸﾛｵｷ
3342 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タニワキ ﾀﾆﾜｷ
3343 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヌスビトイシ ﾇｽﾋﾞﾄｲｼ
3344 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
3345 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲコゼイシ ｵｺｾﾞｲｼ
3346 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ドヲ子リ ﾄﾞｦﾈﾘ
3347 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
3348 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナベラタニ ﾅﾍﾞﾗﾀﾆ
3349 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コミヤマ ｺﾐﾔﾏ
3350 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤマカキ ﾔﾏｶｷ
3351 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クシゲ ｸｼｹﾞ
3352 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シデガヒラ ｼﾃﾞｶﾞﾋﾗ
3353 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
3354 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナガフチノキタ ﾅｶﾞﾌﾁﾉｷﾀ
3355 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ テラサカ ﾃﾗｻｶ
3356 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ススレタキ ｽｽﾚﾀｷ
3357 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コヲレハタ ｺｦﾚﾊﾀ
3358 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カシノキダニ ｶｼﾉｷﾀﾞﾆ
3359 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヂクノキ ﾁﾞｸﾉｷ
3360 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
3361 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クスハラ ｸｽﾜﾗ
3362 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クチキ ｸﾁｷ
3363 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
3364 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ホコイワ ﾎｺｲﾜ
3365 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コヤトコ ｺﾔﾄｺ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 39/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

3366 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヨボシイシ ﾖﾎﾞｼｲｼ
3367 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イナキガトヲ ｲﾅｷｶﾞﾄｵ
3368 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タカヤブ ﾀｶﾔﾌﾞ
3369 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ゴヲダイ ｺﾞｵﾀﾞｲ
3370 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
3371 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ マガリノモト ﾏｶﾞﾘﾉﾓﾄ
3372 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツエ ﾂｴ
3373 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ワタリアガリ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
3374 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
3375 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ フルハタ ﾌﾙﾊﾀ
3376 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
3377 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アカマツ ｱｶﾏﾂ
3378 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
3379 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アミノコヲ ｱﾐﾉｺｵ
3380 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タニジリ ﾀﾆｼﾞﾘ
3381 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ドヲガウチ ﾄﾞｵｶﾞｳﾁ
3382 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカダニ ｵｶﾀﾞﾆ
3383 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲカハナ ｵｶﾊﾅ
3384 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハザコグチ ﾊｻﾞｺｸﾞﾁ
3385 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
3386 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タキノミナミ ﾀｷﾉﾐﾅﾐ
3387 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ミヨトイシ ﾐﾖﾄｲｼ
3388 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウ子 ｳﾈ
3389 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ボヲソ ﾎﾞｳｿ
3390 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イチゴヲ ｲﾁｺﾞｵ
3391 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ トリヤイ ﾄﾘﾔｲ
3392 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
3393 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イデガサコ ｲﾃﾞｶﾞｻｺ
3394 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タニグチバタ ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
3395 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ハラ ﾊﾗ
3396 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ユスヤマ ﾕｽﾔﾏ
3397 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ コヲナロバタ ｺｦﾅﾛﾊﾞﾀ
3398 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ カノヲマツ ｶﾉｦﾏﾂ
3399 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ サカノニシ ｻｶﾉﾆｼ
3400 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
3401 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲモヤタニ ｵﾓﾔﾀﾆ
3402 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ガラク ｶﾞﾗｸ
3403 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クヤウギ ｸﾔｳｷﾞ
3404 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
3405 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヤスバノキタ ﾔｽﾊﾞﾉｷﾀ
3406 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
3407 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
3408 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タルヤマ ﾀﾙﾔﾏ
3409 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ タルノキタ ﾀﾙﾉｷﾀ
3410 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツボイゴエ ﾂﾎﾞｲｺﾞｴ
3411 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ トヤ ﾄﾔ
3412 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ 子ズ ﾈｽﾞ
3413 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウラヤマ ｳﾗﾔﾏ
3414 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヲクノベラ ｵｸﾉﾍﾞﾗ
3415 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ゴミトチ ｺﾞﾐﾄﾁ
3416 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
3417 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
3418 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ マルハエ ﾏﾙﾊｴ
3419 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イワグロ ｲﾜｸﾞﾛ
3420 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ キウザイバタ ｷｳｻﾞｲﾊﾞﾀ
3421 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ゴヲラ ｺﾞｦﾗ
3422 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ヒジリダニ ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ
3423 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イノトヲ ｲﾉﾄｵ
3424 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツボイ ﾂﾎﾞｲ
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3425 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イケ ｲｹ
3426 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ クマノイワヤ ｸﾏﾉｲﾜﾔ
3427 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ アスヤマ ｱｽﾔﾏ
3428 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ツボヲイ ﾂﾎﾞｵｲ
3429 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ニシツボヲイ ﾆｼﾂﾎﾞｵｲ
3430 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウワベニウドニシヂ ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞﾆｼﾁﾞ
3431 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ウハベニウド ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞ
3432 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ベニウドイリクチ ﾍﾞﾆｳﾄﾞｲﾘｸﾁ
3433 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ イケノヲク ｲｹﾉｵｸ
3434 01吾川 土居乙 ﾄﾞｲｵﾂ ゴホヲガモリ ｺﾞﾎｵｶﾞﾓﾘ
5762 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ スギノ西 ｽｷﾞﾉﾆｼ
5763 01吾川 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ 子ヅノモト ﾈﾂﾞﾉﾓﾄ
5764 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナミスギ ﾅﾐｽｷﾞ
5765 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ マキノ谷ノシモ ﾏｷﾉﾀﾆﾉｼﾓ
5766 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ 五郎サンガイワヤ ｺﾞﾛｳｻﾝｶﾞｲﾜﾔ
5767 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 朴ノ木サコ道ノ上ヱ ﾎﾞｸﾉｷｻｺﾐﾁﾉｳｴ
5770 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヲドリ石 ｵﾄﾞﾘｲｼ
5771 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 山口ノ上 ﾔﾏｸﾞﾁﾉｳｴ
5772 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ サデ ｻﾃﾞ
5773 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ シバツカ ｼﾊﾞﾂｶ
5774 01吾川 加枝 ｶｴ ドヲ子ンボウ ﾄﾞｦﾈﾝﾎﾞｳ
5775 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シモモリコブ ｼﾓﾓﾘｺﾌﾞ
5776 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ チヨオザイヂ ﾁﾖｵｻﾞｲﾁﾞ
5777 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タナノウチ ﾀﾅﾉｳﾁ
5778 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シモタカツエ ｼﾓﾀｶﾂｴ
5779 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タカツエノクビ ﾀｶﾂｴﾉｸﾋﾞ
5780 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シミヅガサコ ｼﾐﾂﾞｶﾞｻｺ
5781 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オチウチ ｵﾁｳﾁ
5782 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ コイチヅクリ ｺｲﾁﾂﾞｸﾘ
5783 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ トヤガサコ ﾄﾔｶﾞｻｺ
5784 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミノウチ ﾐﾉｳﾁ
5785 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イハノモト ｲﾊﾉﾓﾄ
5786 01吾川 加枝 ｶｴ 門石 ｶﾄﾞｲｼ
5787 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オオナラ ｵｵﾅﾗ
5788 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ タニヲク ﾀﾆｵｸ
5789 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ 上ミムカイ ｶﾐﾑｶｲ
5790 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ カミ ｶﾐ
5791 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ コヲヂウ子 ｺｵﾁﾞｳﾈ
5792 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヲヲウ子 ｵｵｳﾈ
5793 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ウチノナロ ｳﾁﾉﾅﾛ
5794 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヲモサコ ｵﾓｻｺ
5795 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヘナ ｺﾍﾅ
5796 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヘナサコ ｺﾍﾅｻｺ
5797 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コベナタニ ｺﾍﾞﾅﾀﾆ
5798 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヲモウ子 ｵﾓｳﾈ
5799 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カンタノチ ｶﾊﾀﾉﾁ
5800 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ 子ササウ子 ﾈｻｻｳﾈ
5801 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カケタニ ｶｹﾀﾆ
5802 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ フルノ ﾌﾙﾉ
5803 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ト子 ﾄﾈ
5804 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヨコト子 ﾖｺﾄﾈ
5805 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ クロイシ ｸﾛｲｼ
5806 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ウネヲ ｳﾈｵ
5807 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ クサバ ｸｻﾊﾞ
5808 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ナカト子クヒ ﾅｶﾄﾈｸﾋ
5809 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ナカト子 ﾅｶﾄﾈ
5810 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
5811 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ トチワキ ﾄﾁﾜｷ
5812 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カヤノタニ ｶﾔﾉﾀﾆ
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5813 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カヤノウ子 ｶﾔﾉｳﾈ
5814 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ユワヤ ﾕﾜﾔ
5815 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ スカクロ ｽｶｸﾛ
5816 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヤノサキ ｺﾔﾉｻｷ
5817 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コマツノシタ ｺﾏﾂﾉｼﾀ
5818 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ フ子 ﾌﾈ
5819 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コマツ ｺﾏﾂ
5820 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
5821 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヤノカミ ｺﾔﾉｶﾐ
5822 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ユヅリハ ﾕﾂﾞﾘﾊ
5823 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ カササコ ｶｻｻｺ
5824 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ユヅリハウ子 ﾕﾂﾞﾘﾊｳﾈ
5825 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シタカゲ ｼﾀｶｹﾞ
5826 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シモト子 ｼﾓﾄﾈ
5827 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シタカゲヤマ ｼﾀｶｹﾞﾔﾏ
5828 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シモウ子 ｼﾓｳﾈ
5829 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ クマチコ ｸﾏﾁｺ
5830 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タキノカミ ﾀｷﾉｶﾐ
5831 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シモヒノヂ ｼﾓﾋﾉﾁﾞ
5832 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ シモノヂ ｼﾓﾉﾁﾞ
5833 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ サスノタニ ｻｽﾉﾀﾆ
5834 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ サスコツクラ ｻｽｺﾂｸﾗ
5835 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ イナカ ｲﾅｶ
5836 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ サスノウ子 ｻｽﾉｳﾈ
5837 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ スミカマシタ ｽﾐｶﾏｼﾀ
5838 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ スミカマトコ ｽﾐｶﾏﾄｺ
5839 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ スミ山 ｽﾐﾔﾏ
5840 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
5841 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コヂレサコシタ ｺﾁﾞﾚｻｺｼﾀ
5842 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ 子チレサコ ﾈﾁﾚｻｺ
5843 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ヲクト子 ｵｸﾄﾈ
5844 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タカト子 ﾀｶﾄﾈ
5845 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タカトヤ ﾀｶﾄﾔ
5846 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ミ子サコ ﾐﾈｻｺ
5847 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ サノコクチ ｻﾉｺｸﾁ
5848 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ コウ子 ｺｳﾈ
5849 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ タカウ子 ﾀｶｳﾈ
5850 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ クツウチ ｸﾂｳﾁ
5851 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 井ナガタニ ｲﾅｶﾞﾀﾆ
5852 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シモトオドイワ ｼﾓﾄｵﾄﾞｲﾜ
5853 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 井ワヤノモト ｲﾜﾔﾉﾓ
5854 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヌケズワリ ﾇｹｽﾞﾜﾘ
5855 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ イケノモト ｲｹﾉﾓﾄ
5856 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
5857 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ガヤノヒラ ｶﾞﾔﾉﾋﾗ
5858 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツヱノミミ ﾂｴﾉﾐﾐ
5859 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ イナキガトヲ ｲﾅｷｶﾞﾄｵ
5860 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツタイシ ﾂﾀｲｼ
5861 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
5862 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カミトオドイワ ｶﾐﾄｵﾄﾞｲﾜ
5863 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ニライシ ﾆﾗｲｼ
5864 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ サカ ｻｶ
5865 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
5866 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ クロダル ｸﾛﾀﾞﾙ
5867 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ソバキダニ ｿﾊﾞｷﾀﾞﾆ
5868 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
5869 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ マルイワ ﾏﾙｲﾜ
5870 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シモツヱナロ ｼﾓﾂｴﾅﾛ
5871 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツヱナロ ﾂｴﾅﾛ
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5872 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ハゲササ ﾊｹﾞｻｻ
5873 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ハゴノタニ ﾊｺﾞﾉﾀﾆ
5874 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ アカツチ ｱｶﾂﾁ
5875 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ トクサガタニ ﾄｸｻｶﾞﾀﾆ
5876 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ マツバ ﾏﾂﾊﾞ
5877 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
5878 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ハザコウ子 ﾊｻﾞｺｳﾈ
5879 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ オカ ｵｶ
5880 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナカウ子ノキタ ﾅｶｳﾈﾉｷﾀ
5881 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ アタラシ ｱﾀﾗｼ
5882 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ツチノウ子 ﾂﾁﾉｳﾈ
5883 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ウバガタニ ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
5884 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ コオコヲヅクリ ｺｵｺｵﾂﾞｸﾘ
5885 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ソヲゴヤ ｿｦｺﾞﾔ
5886 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ウワヤスバ ｳﾜﾔｽﾊﾞ
5887 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ サセブゴヤ ｻｾﾌﾞｺﾞﾔ
5888 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シラサレ ｼﾗｻﾚ
5889 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナカノウ子 ﾅｶﾉｳﾈ
5890 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ タカクイ ﾀｶｸｲ
5891 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ デバシ ﾃﾞﾊﾞｼ
5892 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シモタナノウチ ｼﾓﾀﾅﾉｳﾁ
5893 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ モリコブ ﾓﾘｺﾌﾞ
5894 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カミクロダル ｶﾐｸﾛﾀﾞﾙ
5895 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シタトヤ ｼﾀﾄﾔ
5896 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
5897 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ニクダキ ﾆｸﾀﾞｷ
5898 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タテミチ ﾀﾃﾐﾁ
5899 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウエタテミチ ｳｴﾀﾃﾐﾁ
5900 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ エボシイワ ｴﾎﾞｼｲﾜ
5901 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ユバチ ﾕﾊﾞﾁ
5902 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヅヅエ ﾐﾂﾞﾂﾞｴ
5903 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ テラヂ ﾃﾗﾁﾞ
5904 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ マゴスウチ ﾏｺﾞｽｳﾁ
5905 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ トヤ ﾄﾔ
5906 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ イシカキ ｲｼｶｷ
5907 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ クジケナラ ｸｼﾞｹﾅﾗ
5908 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シモヂ ｼﾓﾁﾞ
5909 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オオナロ ｵｵﾅﾛ
5910 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ニシヤマノカミ ﾆｼﾔﾏﾉｶﾐ
5911 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ナカノモリヤ ﾅｶﾉﾓﾘﾔ
5912 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ムカイモリヤ ﾑｶｲﾓﾘﾔ
5913 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オカバナヂ ｵｶﾊﾞﾅﾁﾞ
5914 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヤダニ ﾐﾔﾀﾞﾆ
5915 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シモシミヅガサコ ｼﾓｼﾐﾂﾞｶﾞｻｺ
5916 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ アカヅエ ｱｶﾂﾞｴ
5917 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
5918 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ササノモト ｻｻﾉﾓﾄ
5919 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
5920 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ サンボオガツジ ｻﾝﾎﾞｵｶﾞﾂｼﾞ
5921 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ クロツチ ｸﾛﾂﾁ
5922 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ワラガタキ ﾜﾗｶﾞﾀｷ
5923 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ウシノハエ ｳｼﾉﾊｴ
5924 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ カミサラエバ ｶﾐｻﾗｴﾊﾞ
5925 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ツボエ ﾂﾎﾞｴ
5926 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ タケムカワ ﾀｹﾑｶﾜ
5927 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ トヲガチ道ノ下 ﾄｵｶﾞﾁﾐﾁﾉｼﾀ
5928 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ウマヤキバ ｳﾏﾔｷﾊﾞ
5929 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミヅフ子 ﾐﾂﾞﾌﾈ
5930 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ウワタシロ ｳﾜﾀｼﾛ
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5931 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シタタシロ ｼﾀﾀｼﾛ
5932 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲムカイ ｵｵﾑｶｲ
5933 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イデノタニ ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
5934 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シズメガヲカ ｼｽﾞﾒｶﾞｵｶ
5935 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ツエノタニ ﾂｴﾉﾀﾆ
5936 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ズノキダニ ｽﾞﾉｷﾀﾞﾆ
5937 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ウド ｳﾄﾞ
5938 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
5939 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ケゴヤゴヲ ｹｺﾞﾔｺﾞｵ
5940 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ケゴヤ ｹｺﾞﾔ
5941 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒガシムキ ﾋｶﾞｼﾑｷ
5942 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒラバ ﾋﾗﾊﾞ
5943 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒノシタ ﾋﾉｼﾀ
5944 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ニシムキ ﾆｼﾑｷ
5945 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ カギノウ子 ｶｷﾞﾉｳﾈ
5946 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シモカギノウ子 ｼﾓｶｷﾞﾉｳﾈ
5947 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヨコエン ﾖｺｴﾝ
5948 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
5949 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ クスゼ ｸｽｾﾞ
5950 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イシコロビ ｲｼｺﾛﾋﾞ
5951 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イワセトヲ ｲﾜｾﾄｵ
5952 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ アリノキ ｱﾘﾉｷ
5953 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ クスリミヅ ｸｽﾘﾐﾂﾞ
5954 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ニシホトケドヲ ﾆｼﾎﾄｹﾄﾞｵ
5955 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒガシホトケドヲ ﾋｶﾞｼﾎﾄｹﾄﾞｵ
5956 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヨシワラ ﾖｼﾜﾗ
5957 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ドイヂ ﾄﾞｲﾁﾞ
5958 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミヤノサキ ﾐﾔﾉｻｷ
5959 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イノキガチ ｲﾉｷｶﾞﾁ
5960 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
5961 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シヨフジヤクヂ ｼﾖﾌｼﾞﾔｸﾁﾞ
5962 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミ子ノヤシキ ﾐﾈﾉﾔｼｷ
5963 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ タカノヂノシタ ﾀｶﾉﾁﾞﾉｼﾀ
5964 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ コヲヂ ｺｵﾁﾞ
5965 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヨコノヂ ﾖｺﾉﾁﾞ
5966 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ニシタカノヂ ﾆｼﾀｶﾉﾁﾞ
5967 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ 東タカノヂ ﾋｶﾞｼﾀｶﾉﾁﾞ
5968 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ニシジャウゴン ﾆｼｼﾞｬｳｺﾞﾝ
5969 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヌノダキクビ ﾇﾉﾀﾞｷｸﾋﾞ
5970 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フルミヤゾヱ ﾌﾙﾐﾔｿﾞｴ
5971 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フルミヤ ﾌﾙﾐﾔ
5972 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カガミヤマノウエ ｶｶﾞﾐﾔﾏﾉｳｴ
5973 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ サキダニクビ ｻｷﾀﾞﾆｸﾋﾞ
5974 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカラコヲ ﾀｶﾗｺｵ
5975 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フルミヤクビ ﾌﾙﾐﾔｸﾋﾞ
5976 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マメイガウ子 ﾏﾒｲｶﾞｳﾈ
5977 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタフナザコ ｼﾀﾌﾅｻﾞｺ
5978 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウハフナザコ ｳﾊﾌﾅｻﾞｺ
5979 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フナザコノクチ ﾌﾅｻﾞｺﾉｸﾁ
5980 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカモリザコ ﾀｶﾓﾘｻﾞｺ
5981 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカモリ ﾀｶﾓﾘ
5982 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クツウチ ｸﾂｳﾁ
5983 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカモリノシタ ﾀｶﾓﾘﾉｼﾀ
5984 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ワタリウチ ﾜﾀﾘｳﾁ
5985 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカラコヲノニシ ﾀｶﾗｺｵﾉﾆｼ
5986 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲオクボ ｵｵｸﾎﾞ
5987 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲオクボノ子セ ｵｵｸﾎﾞﾉﾈｾ
5988 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲクボノハ子 ｵｵｸﾎﾞﾉﾊﾈ
5989 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシヲオクボ ﾆｼｵｵｸﾎﾞ
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5990 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フナノヂ ﾌﾅﾉﾁﾞ
5991 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノトヲ ﾐﾂﾞﾉﾄｦ
5992 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノトヲノシタ ﾐﾂﾞﾉﾄｵﾉｼﾀ
5993 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノトヲノウ子 ﾐﾂﾞﾉﾄｵﾉｳﾈ
5994 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウエイシガウチ ｳｴｲｼｶﾞｳﾁ
5995 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イシガウチ ｲｼｶﾞｳﾁ
5996 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イシガウチノタニ ｲｼｶﾞｳﾁﾉﾀﾆ
5997 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニエダ ﾀﾆｴﾀﾞ
5998 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カヤデノキ ｶﾔﾃﾞﾉｷ
5999 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヨコノヂ ﾖｺﾉﾁﾞ
6000 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヒラマツ ﾋﾗﾏﾂ
6001 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニエダヨコバタ ﾀﾆｴﾀﾞﾖｺﾊﾞﾀ
6002 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
6003 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシクボ ﾆｼｸﾎﾞ
6004 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシクボノウエ ﾆｼｸﾎﾞﾉｳｴ
6005 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ユカタノニシ ﾕｶﾀﾉﾆｼ
6006 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タユウガウチ ﾀﾕｳｶﾞｳﾁ
6007 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ツエノヒガシタニ ﾂｴﾉﾋｶﾞｼﾀﾆ
6008 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホレノウエ ﾎﾚﾉｳｴ
6009 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシクボノニシ ﾆｼｸﾎﾞﾉﾆｼ
6010 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲギバタ ｵｵｷﾞﾊﾞﾀ
6011 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲギバタノウエ ｵｵｷﾞﾊﾞﾀﾉｳｴ
6012 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ サレノウエ ｻﾚﾉｳｴ
6013 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカトヲバタ ﾅｶﾄｵﾊﾞﾀ
6014 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ サレ ｻﾚ
6015 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホレガタニヤマドヲ ﾎﾚｶﾞﾀﾆﾔﾏﾄﾞｵ
6016 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホレガタニミチノマエ ﾎﾚｶﾞﾀﾆﾐﾁﾉﾏｴ
6017 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲサコグチ ｵｵｻｺｸﾞﾁ
6018 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
6019 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミメヨシ ﾐﾒﾖｼ
6020 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トビノスタニ ﾄﾋﾞﾉｽﾀﾆ
6021 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
6022 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ オオサコノシタ ｵｵｻｺﾉｼﾀ
6023 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウドヲダニノニシ ｳﾄﾞｵﾀﾞﾆﾉﾆｼ
6024 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシノカワラノウエタ ﾆｼﾉｶﾜﾗﾉｳｴﾀｷﾔﾏ
6025 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カドユワ ｶﾄﾞﾕﾜ
6026 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
6027 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シモワタゼノヒガシ ｼﾓﾜﾀｾﾞﾉﾋｶﾞｼ
6028 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シモワタゼ ｼﾓﾜﾀｾﾞ
6029 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ キヂヤノシタ ｷﾁﾞﾔﾉｼﾀ
6030 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ キヂヤ ｷﾁﾞﾔ
6031 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
6032 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シデカウチ ｼﾃﾞｶｳﾁ
6033 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シデカウチノシモ ｼﾃﾞｶｳﾁﾉｼﾓ
6034 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シモコヲナロ ｼﾓｺｵﾅﾛ
6035 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲンボヲノシタカワブ ｵﾝﾎﾞｦﾉｼﾀｶﾜﾌﾞﾁ
6036 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ オンボヲ ｵﾝﾎﾞｳ
6037 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナガブチノウエ ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾉｳｴ
6038 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナロガワブチ ﾅﾛｶﾞﾜﾌﾞﾁ
6039 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シンツエ ｼﾝﾂｴ
6040 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ドヲチンウ子 ﾄﾞｵﾁﾝｳﾈ
6041 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヤゾエ ﾐﾔｿﾞｴ
6042 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ソヲゴヲチ ｿｵｺﾞｵﾁ
6043 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヤノタニノシモカワ ﾐﾔﾉﾀﾆﾉｼﾓｶﾜﾌﾞﾁ
6044 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
6045 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ノゾキウ子 ﾉｿﾞｷｳﾈ
6046 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ アセボヲキ ｱｾﾎﾞｵｷ
6047 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホリタノモト ﾎﾘﾀﾉﾓﾄ
6048 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ド井ノウエ ﾄﾞｲﾉｳｴ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 45/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

6049 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲビラミ ｵｵﾋﾞﾗﾐ
6050 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ド井 ﾄﾞｲ
6051 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
6052 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ノヂ ﾉﾁﾞ
6053 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フシヨヲダ ﾌｼﾖｦﾀﾞ
6054 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タノシタ ﾀﾉｼﾀ
6055 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
6056 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ スカノモト ｽｶﾉﾓﾄ
6057 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヒノキヲヲ ﾋﾉｷｵｵ
6058 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ スズハタ ｽｽﾞﾊﾀ
6059 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トビワタリ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
6060 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホヲソヱウチ ﾎｵｿｴｳﾁ
6061 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ノヂノムカイ ﾉﾁﾞﾉﾑｶｲ
6062 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタトビワタリ ｼﾀﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
6063 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中野 ﾅｶﾉ
6064 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 石ケ打ナロ ｲｼｶﾞｳﾁﾅﾛ
6065 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中野南 ﾅｶﾉﾐﾅﾐ
6066 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コチョウクダリ ｺﾁｮｳｸﾀﾞﾘ
6067 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 土ケ成道ノ下タ ﾂﾁｹﾅﾙﾐﾁﾉｼﾀ
6068 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 土ケ成 ﾂﾁｹﾅﾙ
6069 01吾川 土居 ﾄﾞｲ サン子林 ｻﾝﾈﾊﾞﾔｼ
6070 01吾川 土居 ﾄﾞｲ セイモト ｾｲﾓﾄ
6071 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 奥谷ノ上道ノ下タ ｵｸﾀﾞﾆﾉｳｴﾐﾁﾉｼﾀ
6072 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
6073 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 枝尾 ｴﾀﾞｵ
6074 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上ヱ水ノ本 ｳﾍﾐｽﾞﾉﾓﾄ
6075 01吾川 土居 ﾄﾞｲ キリノクボ ｷﾘﾉｸﾎﾞ
6076 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上ヱ槇ノ森 ｳﾍﾏｷﾉﾓﾘ
6077 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 槇ノ森 ﾏｷﾉﾓﾘ
6078 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 下タ切上ヱ ｼﾀｷﾘｳｴ
6079 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コヲソヲス ｺｦｿｦｽ
6080 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コゴエ ｺｺﾞｴ
6081 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 立道 ﾀﾁﾐﾁ
6082 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 東槇ノ森 ﾋｶﾞｼﾏｷﾉﾓﾘ
6083 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 桑ケ内 ｸﾜｹｳﾁ
6084 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ハゴノ内 ﾊｺﾞﾉｳﾁ
6085 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コエト ｺｴﾄ
6086 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ホドウチ南路 ﾎﾄﾞｳﾁﾐﾅﾐﾁﾞ
6087 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
6088 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 瀧山南 ﾀｷﾔﾏﾐﾅﾐ
6089 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ワラビウチ ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
6090 01吾川 土居 ﾄﾞｲ サルトマリ ｻﾙﾄﾏﾘ
6091 01吾川 土居 ﾄﾞｲ トチサコ ﾄﾁｻｺ
6092 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
6093 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヨコ切 ﾖｺｷﾘ
6094 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ハゴノ内道ノ下タ ﾊｺﾞﾉｳﾁﾐﾁﾉｼﾀ
6095 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ハゴノ内道ノ上ヱ ﾊｺﾞﾉｳﾁﾐﾁﾉｳｴ
6096 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 東枝尾 ﾋｶﾞｼｴﾀﾞｵ
6097 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヲロ林 ｵﾛﾊﾞﾔｼ
6098 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 東ヲロ林 ﾋｶﾞｼｵﾛﾊﾞﾔｼ
6099 01吾川 土居 ﾄﾞｲ イナキ石 ｲﾅｷｲｼ
6100 01吾川 土居 ﾄﾞｲ アリノキツチ ｱﾘﾉｷﾂﾁ
6101 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 日浦谷 ﾋｳﾗﾀﾞﾆ
6102 01吾川 土居 ﾄﾞｲ アリノキツチ東 ｱﾘﾉｷﾂﾁﾋｶﾞｼ
6103 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 奥成ムキ ｵｸﾅﾛﾑｷ
6104 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 成ムキ ﾅﾙﾑｷ
6105 01吾川 土居 ﾄﾞｲ イナキ石東 ｲﾅｷｲｼﾋｶﾞｼ
6106 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 枝尾畝 ｴﾀﾞｵｳﾈ
6107 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 下タクサバ ｼﾀｸｻﾊﾞ
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6108 01吾川 土居 ﾄﾞｲ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｦ
6109 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上ハクサバ ｳﾊｸｻﾊﾞ
6110 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
6111 01吾川 土居 ﾄﾞｲ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
6112 01吾川 土居 ﾄﾞｲ アサヒ ｱｻﾋ
6113 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 旭西浦 ｱｻﾋﾆｼｳﾗ
6114 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ツエ ﾂｴ
6115 01吾川 土居 ﾄﾞｲ シタ旭 ｼﾀｱｻﾋ
6116 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中ゾ ﾅｶｿﾞ
6117 01吾川 土居 ﾄﾞｲ トチノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ
6118 01吾川 土居 ﾄﾞｲ シヒタノ本 ｼﾋﾀﾉﾓﾄ
6119 01吾川 土居 ﾄﾞｲ アラカンノ下タ ｱﾗｶﾝﾉｼﾀ
6120 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ガラク ｶﾞﾗｸ
6121 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ナカスカ ﾅｶｽｶ
6122 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヨツ石 ﾖﾂｲｼ
6387 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ フルタ ﾌﾙﾀ
6389 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ 東ジャウゴン ﾋｶﾞｼｼﾞｬｳｺﾞﾝ
6390 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミ子ノムコオ ﾐﾈﾉﾑｺｳ
6391 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ニンギヨバタ ﾆﾝｷﾞﾖﾊﾞﾀ
6392 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
6393 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ 東タキノウエ ﾋｶﾞｼﾀｷﾉｳｴ
6394 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ コヲカミ ｺｵｶﾐ
6395 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ナカヤスバ ﾅｶﾔｽﾊﾞ
6396 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲギバタ ｵｵｷﾞﾊﾞﾀ
6397 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ムカワ ﾑｶﾜ
6398 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ クサバラ ｸｻﾊﾞﾗ
6399 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シバツコオ ｼﾊﾞﾂｺｵ
6400 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ホトケタニ ﾎﾄｹﾀﾆ
6401 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
6402 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ カラトガクビ ｶﾗﾄｶﾞｸﾋﾞ
6403 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒラバヨコトヲ ﾋﾗﾊﾞﾖｺﾄｵ
6404 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ツツショヲ ﾂﾂｼｮｦ
6405 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ダホノヂ ﾀﾞﾎﾉﾁﾞ
6406 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ユビヤナ ﾕﾋﾞﾔﾅ
6407 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ハエクビ ﾊｴｸﾋﾞ
6408 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ シモハエノマエ ｼﾓﾊｴﾉﾏｴ
6409 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヤケンザコ ﾔｹﾝｻﾞｺ
6410 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ
6411 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ マルバタケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
6412 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イラノタニ ｲﾗﾉﾀﾆ
6413 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲシカノ子ヤ ｵｵｼｶﾉﾈﾔ
6414 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ タマガラワラ ﾀﾏｶﾞﾗﾜﾗ
6415 01吾川 名野川大平 ﾅﾉｶﾜｵｵﾋﾗ ツノイシ ﾂﾉｲｼ
6801 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ニシガリ ﾆｼｶﾞﾘ
6802 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ シンヤ ｼﾝﾔ
6803 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ マゴヤシキ ﾏｺﾞﾔｼｷ
6804 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ カヤノウ子 ｶﾔﾉｳ
6805 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ スゲガタニ ｽｹﾞｶﾞﾀﾆ
6806 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ダバウ子ノニシ ﾀﾞﾊﾞｳﾈﾉﾆｼ
6807 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
6808 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナガバタ ﾅｶﾞﾊﾞﾀ
6809 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ナガバタノウエ ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾉｳｴ
6810 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ フナザコ ﾌﾅｻﾞｺ
6811 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ クレイシ ｸﾚｲｼ
6812 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ サキノカワ ｻｷﾉｶﾜ
6813 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ハシノモトノウ子 ﾊｼﾉﾓﾄﾉｳﾈ
6814 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ セトイシ ｾﾄｲｼ
6815 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ タワラヤスバウ子 ﾀﾜﾗﾔｽﾊﾞｳﾈ
6816 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ タワラヤブ ﾀﾜﾗﾔﾌﾞ
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6817 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ タワラヤスバノニシ ﾀﾜﾗﾔｽﾊﾞﾉﾆｼ
6818 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
6819 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ コヲロガタニ ｺｵﾛｶﾞﾀﾆ
6820 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
6821 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヤナギヤスバノウエ ﾔﾅｷﾞﾔｽﾊﾞﾉｳｴ
6822 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヤナギヤスバ ﾔﾅｷﾞﾔｽﾊﾞ
6823 01吾川 二ノ滝 ﾆﾉﾀｷ ヲサコ ｦｻｺ
6824 01吾川 中 ﾅｶ ヲキゴヲ ｵｷｺﾞｵ
6825 01吾川 中 ﾅｶ アタラシ ｱﾀﾗｼ
6826 01吾川 中 ﾅｶ フルヲヂ ﾌﾙｵﾁﾞ
6827 01吾川 中 ﾅｶ ドヲガアチ ﾄﾞｵｶﾞｱﾁ
6828 01吾川 中 ﾅｶ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
6829 01吾川 中 ﾅｶ シタドヲガアチ ｼﾀﾄﾞｵｶﾞｱﾁ
6830 01吾川 中 ﾅｶ イワヤダニ ｲﾜﾔﾀﾞﾆ
6831 01吾川 中 ﾅｶ クロマツウ子 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
6832 01吾川 中 ﾅｶ スボギ ｽﾎﾞｷﾞ
6833 01吾川 中 ﾅｶ ミヅダキ ﾐﾂﾞﾀﾞｷ
6834 01吾川 中 ﾅｶ スズレカワチニシバタ ｽｽﾞﾚｶﾜﾁﾆｼﾊﾞﾀ
6835 01吾川 中 ﾅｶ スズレカワチ ｽｽﾞﾚｶﾜﾁ
6836 01吾川 中 ﾅｶ モノフウジノシタ ﾓﾉﾌｳｼﾞﾉｼﾀ
6837 01吾川 中 ﾅｶ モノフウジ ﾓﾉﾌｳｼﾞ
6838 01吾川 中 ﾅｶ ムラキ ﾑﾗｷ
6839 01吾川 中 ﾅｶ イシガミウ子ノ東バタ ｲｼｶﾞﾐｳﾈﾉﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
6840 01吾川 中 ﾅｶ イワヅシ ｲﾜﾂﾞｼ
6841 01吾川 中 ﾅｶ カラマツノウエ ｶﾗﾏﾂﾉｳｴ
6842 01吾川 中 ﾅｶ マツノマエ ﾏﾂﾉﾏｴ
6843 01吾川 中 ﾅｶ マツマエノウエ ﾏﾂﾏｴﾉｳｴ
6844 01吾川 中 ﾅｶ シモニシ ｼﾓﾆｼ
6845 01吾川 中 ﾅｶ ニシムキ ﾆｼﾑｷ
6846 01吾川 中 ﾅｶ ツカノウ子 ﾂｶﾉｳﾈ
6847 01吾川 中 ﾅｶ サデ ｻﾃﾞ
6848 01吾川 中 ﾅｶ ナカムラ ﾅｶﾑﾗ
6849 01吾川 中 ﾅｶ カワイモト ｶﾜｲﾉﾓﾄ
6850 01吾川 中 ﾅｶ イワイバタ ｲﾜｲﾊﾞﾀ
6851 01吾川 中 ﾅｶ イワイバタヒガシ ｲﾜｲﾊﾞﾀﾋｶﾞｼ
6852 01吾川 中 ﾅｶ イシガミウ子 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
6853 01吾川 中 ﾅｶ サキノヂ ｻｷﾉﾁﾞ
6854 01吾川 中 ﾅｶ カラビウ子 ｶﾗﾋﾞｳﾈ
6855 01吾川 中 ﾅｶ フルノヂノウエ ﾌﾙﾉﾁﾞﾉｳｴ
6856 01吾川 中 ﾅｶ シモクボ ｼﾓｸﾎﾞ
6857 01吾川 中 ﾅｶ フルノヂハエクビ ﾌﾙﾉﾁﾞﾊｴｸﾋﾞ
6858 01吾川 中 ﾅｶ ウリウガクボ ｳﾘｳｶﾞｸﾎﾞ
6859 01吾川 中 ﾅｶ カミクボ ｶﾐｸﾎﾞ
6860 01吾川 中 ﾅｶ フルノヂワタゼ ﾌﾙﾉﾁﾞﾜﾀｾﾞ
6861 01吾川 中 ﾅｶ サデノヒガシ ｻﾃﾞﾉﾋｶﾞｼ
6862 01吾川 中 ﾅｶ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
6863 01吾川 中 ﾅｶ ヒノキノサコ ﾋﾉｷﾉｻｺ
6864 01吾川 中 ﾅｶ クロトコガウ子 ｸﾛﾄｺｶﾞｳﾈ
6865 01吾川 中 ﾅｶ ツンゴヱ ﾂﾝｺﾞｴ
6866 01吾川 中 ﾅｶ ナベラノモト ﾅﾍﾞﾗﾉﾓﾄ
6867 01吾川 中 ﾅｶ タユウガイシ ﾀﾕｳｶﾞｲｼ
6868 01吾川 中 ﾅｶ テバシ ﾃﾊﾞｼ
6869 01吾川 中 ﾅｶ ヌノダキ ﾇﾉﾀﾞｷ
6870 01吾川 中 ﾅｶ カサマツウ子 ｶｻﾏﾂｳﾈ
6871 01吾川 中 ﾅｶ ヨコヤマ ﾖｺﾔﾏ
6872 01吾川 中 ﾅｶ ヨコヤマミチアイ ﾖｺﾔﾏﾐﾁｱｲ
6873 01吾川 中 ﾅｶ ヒノクチノウエ ﾋﾉｸﾁﾉｳｴ
6874 01吾川 中 ﾅｶ キタヌタ ｷﾀﾇﾀ
6875 01吾川 中 ﾅｶ ヨコヤマノウ子 ﾖﾋﾔﾏﾉｳﾈ
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6876 01吾川 中 ﾅｶ カラカ井 ｶﾗｶｲ
6877 01吾川 中 ﾅｶ ヨコヤマノサコ ﾖｺﾔﾏﾉｻｺ
6878 01吾川 中 ﾅｶ ヨコヤマカミノウ子 ﾖｺﾔﾏｶﾐﾉｳﾈ
6879 01吾川 中 ﾅｶ マメイナキガサコシモ ﾏﾒｲﾅｷｶﾞｻｺｼﾓﾉｳﾈ
6880 01吾川 中 ﾅｶ マメイナキカサコ ﾏﾒｲﾅｷｶｻｺ
6881 01吾川 中 ﾅｶ フナザコウ子 ﾌﾅｻﾞｺｳﾈ
6882 01吾川 津江 ﾂｴ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
6883 01吾川 津江 ﾂｴ ツヱノヒラ ﾂｴﾉﾋﾗ
6884 01吾川 津江 ﾂｴ クスガナロ ｸｽｶﾞﾅﾛ
6885 01吾川 津江 ﾂｴ 東ヤシキノ前 ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾉﾏｴ
6886 01吾川 津江 ﾂｴ 中山往道ノ下タ ﾅｶﾔﾏｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
6887 01吾川 津江 ﾂｴ ツエノヒラキタヂ ﾂｴﾉﾋﾗｷﾀﾁﾞ
6888 01吾川 津江 ﾂｴ 西浦 ﾆｼｳﾗ
6889 01吾川 津江 ﾂｴ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ
6890 01吾川 津江 ﾂｴ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
6891 01吾川 津江 ﾂｴ カケヒ ｶｹﾋ
6892 01吾川 津江 ﾂｴ カケヒダニ ｶｹﾋﾀﾞﾆ
6893 01吾川 津江 ﾂｴ ヲヲギ畑 ｵｵｷﾞﾊﾞﾀ
6894 01吾川 津江 ﾂｴ キヨウヅカ ｷﾖｳﾂﾞｶ
6895 01吾川 津江 ﾂｴ カキノキサカ ｶｷﾉｷｻｶ
6896 01吾川 津江 ﾂｴ ヲロガハシ ｦﾛｶﾞﾊｼ
6897 01吾川 津江 ﾂｴ ササノモト ｻｻﾉﾓﾄ
6898 01吾川 津江 ﾂｴ ソヲバヤシ ｿｳﾊﾞﾔｼ
6899 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ カキノキサカノシタ ｶｷﾉｷｻｶﾉｼﾀ
6900 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ シラメフチ ｼﾗﾒﾌﾁ
6901 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ヨシノセ ﾖｼﾉｾ
6902 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ブンノトリ ﾌﾞﾝﾉﾄﾘ
6903 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ ツエノヒラノ前 ﾂｴﾉﾋﾗﾉﾏｴ
6904 01吾川 長坂 ﾅｶﾞｻｶ イワサシ ｲﾜｻｼ
6905 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イワカイチノカミ ｲﾜｶｲﾁﾉｶﾐ
6906 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トヲカフチノウエ ﾄｦｶﾌﾁﾉｳｴ
6907 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ スギノモト ｽｷﾞﾉﾓﾄ
6908 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
6909 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ムカ井ダ ﾑｶｲﾀﾞ
6910 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クリノキウ子 ｸﾘﾉｷｳﾈ
6911 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
6912 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカノ ﾅｶﾉ
6913 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタナカノ ｼﾀﾅｶﾉ
6914 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカドヲウ子 ﾅｶﾄﾞｵｳﾈ
6915 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタギリ ｼﾀｷﾞﾘ
6916 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウルシザコ ｳﾙｼｻﾞｺ
6917 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲヲタイシ ｵｵﾀｲｼ
6918 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタタワラヤブ ｼﾀﾀﾜﾗﾔﾌﾞ
6919 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タワラヤブノヒガシ ﾀﾜﾗﾔﾌﾞﾉﾋｶﾞｼ
6920 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タワラヤブ ﾀﾜﾗﾔﾌﾞ
6921 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタタワラヤブノニシ ｼﾀﾀﾜﾗﾔﾌﾞﾉﾆｼ
6922 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カブウチノウヱ ｶﾌﾞｳﾁﾉｳｴ
6923 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
6924 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マトバガウ子 ﾏﾄﾊﾞｶﾞｳﾈ
6925 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マトバガウ子ノウエ ﾏﾄﾊﾞｶﾞｳﾈﾉｳｴ
6926 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヤナギガサコノヒガシ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺﾉﾋｶﾞｼ
6927 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミミズバタ ﾐﾐｽﾞﾊﾞﾀ
6928 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヤナギガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
6929 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヤナギガサコノシタ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺﾉｼﾀ
6930 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イワヤダニノウヱ ｲﾜﾔﾀﾞﾆﾉｳｴ
6931 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イワヤダニ ｲﾜﾔﾀﾞﾆ
6932 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カブウチ ｶﾌﾞｳﾁ
6933 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ハヱノモト ﾊｴﾉﾓﾄ
6934 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フカアレ ﾌｶｱﾚ
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6935 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フカアレミチノシタ ﾌｶｱﾚﾐﾁﾉｼﾀ
6936 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲノタニ ｵﾉﾀﾆ
6937 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タシロ ﾀｼﾛ
6938 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マツギ ﾏﾂｷﾞ
6939 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ウトヲギ ｳﾄｵｷﾞ
6940 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カミヤシキノヒガシ ｶﾐﾔｼｷﾉﾋｶﾞｼ
6941 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
6942 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ワカミヤ ﾜｶﾐﾔ
6943 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシノコヱ ﾆｼﾉｺｴ
6944 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クスノタキノシタ ｸｽﾉﾀｷﾉｼﾀ
6945 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシノカワラ ﾆｼﾉｶﾜﾗ
6946 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカガワチ ﾅｶｶﾞﾜﾁ
6947 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クスガタキ ｸｽｶﾞﾀｷ
6948 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イシノクボ ｲｼﾉｸﾎﾞ
6949 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マツギノニシムキ ﾏﾂｷﾞﾉﾆｼﾑｷ
6950 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マガリ ﾏｶﾞﾘ
6951 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トヤノモリ ﾄﾔﾉﾓﾘ
6952 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トヤノワキ ﾄﾔﾉﾜｷ
6953 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲキ ｵｷ
6954 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヤツヲモテ ﾔﾂｵﾓﾃ
6955 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヤノカミ ﾐﾔﾉｶﾐ
6956 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タケボロ ﾀｹﾎﾞﾛ
6957 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フドヲダル ﾌﾄﾞｵﾀﾞﾙ
6958 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カラマツ ｶﾗﾏﾂ
6959 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カラマツノニシ ｶﾗﾏﾂﾉﾆｼ
6960 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲトシガウ子 ｵﾄｼｶﾞｳﾈ
6961 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲトシガウ子ノニシ ｵﾄｼｶﾞｳﾈﾉﾆｼ
6962 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タルノモト ﾀﾙﾉﾓﾄ
6963 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カンバラ ｶﾝﾊﾞﾗ
6964 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ハナガ ﾊﾅｶﾞ
6965 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シモニシ ｼﾓﾆｼ
6966 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シモニシノニシ ｼﾓﾆｼﾘﾆｼ
6967 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヒダカ ﾋﾀﾞｶ
6968 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヒダカタニハエ ﾋﾀﾞｶﾀﾆﾊｴ
6969 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヒダカノキタ ﾋﾀﾞｶﾉｷﾀ
6970 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イナキウ子 ｲﾅｷｳﾈ
6971 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニヲクワタセ ﾀﾆｵｸﾜﾀｾ
6972 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タノケイワヤノシタ ﾀﾉｹｲﾜﾔﾉｼﾀ
6973 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ツノイワ ﾂﾉｲﾜ
6974 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカヤマ ﾅｶﾔﾏ
6975 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ボヲズブチ ﾎﾞｵｽﾞﾌﾞﾁ
6976 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヌタノウ子 ﾇﾀﾉｳﾈ
6977 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タノモト ﾀﾉﾓﾄ
6978 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ トヤノモリノカミ ﾄﾔﾉﾓﾘﾉｶﾐ
6979 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
6980 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ モミヂ ﾓﾐﾁﾞ
6981 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イシヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
6982 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシウ子 ﾆｼｳﾈ
6983 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシウラノシタ ﾆｼｳﾗﾉｼﾀ
6984 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ニシウラノニシ ﾆｼｳﾗﾉﾆｼ
6985 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホレガタニ ﾎﾚｶﾞﾀﾆ
6986 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ モミノトヲニシムキ ﾓﾐﾉﾄｵﾆｼﾑｷ
6987 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ホレガタニノヒガシ ﾎﾚｶﾞﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
6988 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イシヤスバノウヱ ｲｼﾔｽﾊﾞﾉｳｴ
6989 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ モミヂノヤスバ ﾓﾐﾁﾞﾉﾔｽﾊﾞ
6990 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲリヨヲジ ｵﾘﾖｵｼﾞ
6991 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シヨガウバ ｼﾖｶﾞｳﾊﾞ
6992 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニエダタニゾエ ﾀﾆｴﾀﾞﾀﾆｿﾞｴ
6993 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ 子子ガイワヤ ﾈﾈｶﾞｲﾜﾔ
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6994 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タガタノムカイ ﾀｶﾞﾀﾉﾑｶｲ
6995 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニエダミヤノニシ ﾀﾆｴﾀﾞﾐﾔﾉﾆｼ
6996 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニエダミヤクビ ﾀﾆｴﾀﾞﾐﾔｸﾋﾞ
6997 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 朴ノ木サコ ﾎﾞｸﾉｷｻｺ
7001 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
7002 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ホドノクボ ﾎﾄﾞﾉｸﾎﾞ
7003 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ニシホドノクボ ﾆｼﾎﾄﾞﾉｸﾎﾞ
7004 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ノヂ ﾉﾁﾞ
7005 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ タケノウ子 ﾀｹﾉｳﾈ
7006 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ フヂガワダ ﾌﾁﾞｶﾞﾜﾀﾞ
7007 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ シンタク ｼﾝﾀｸ
7008 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ナリワダ ﾅﾘﾜﾀﾞ
7009 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
7010 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イチマイイタ ｲﾁﾏｲｲﾀ
7011 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イチマイイタノウエ ｲﾁﾏｲｲﾀﾉｳｴ
7012 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲヲチノナロ ｵｵﾁﾉﾅﾛ
7013 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イチマイイタカゲ ｲﾁﾏｲｲﾀｶｹﾞ
7014 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ カバキウ子 ｶﾊﾞｷｳﾈ
7015 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲクミヤノタニ ｵｸﾐﾔﾉﾀﾆ
7016 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミナクチ ﾐﾅｸﾁ
7017 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲヽサコ ｵｵｻｺ
7018 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ クレイシウ子 ｸﾚｲｼｳﾈ
7019 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ナカノムコヲ ﾅｶﾉﾑｺｵ
7020 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ シダノウ子 ｼﾀﾞﾉｳﾈ
7021 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミナミダニ ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
7022 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ニゼガヤマ ﾆｾﾞｶﾞﾔﾏ
7023 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ マルダキ ﾏﾙﾀﾞｷ
7024 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ タキノハナ ﾀｷﾉﾊﾅ
7025 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ コヱカド ｺｴｶﾄﾞ
7026 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イカノハナ ｲｶﾉﾊﾅ
7027 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヱクボ ｴｸﾎﾞ
7028 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イノコイワ ｲﾉｺｲﾜ
7029 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ムメノキハタ ﾑﾒﾉｷﾊﾀ
7030 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ダンダバタケ ﾀﾞﾝﾀﾞﾊﾞﾀｹ
7031 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヱクボノチ ｴｸﾎﾞﾉﾁ
7032 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミヅフ子 ﾐﾂﾞﾌﾈ
7033 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ シロダキ ｼﾛﾀﾞｷ
7034 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
7035 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イマヅヱ ｲﾏﾂﾞｴ
7036 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イワヤガウ子 ｲﾜﾔｶﾞｳﾈ
7037 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲヽウ子 ｵｵｳﾈ
7038 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミヤマヅチ ﾐﾔﾏﾂﾞﾁ
7039 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲクサコ ｵｸｻｺ
7040 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ センガイシ ｾﾝｶﾞｲｼ
7041 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ スモヽガサコ ｽﾓﾓｶﾞｻｺ
7042 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ シデノキバタ ｼﾃﾞﾉｷﾊﾞﾀ
7043 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ イデウチ ｲﾃﾞｳﾁ
7044 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ハヲヽノタキ ﾊｵｵﾉﾀｷ
7045 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヒソヲラ ﾋｿｵﾗ
7046 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
7047 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ カナトコナロ ｶﾅﾄｺﾅﾛ
7048 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ウヱハヱ ｳｴﾊｴ
7049 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ハヱクビ ﾊｴｸﾋﾞ
7050 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ナカヒラ ﾅｶﾋﾗ
7051 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
7052 01吾川 加枝 ｶｴ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
7053 01吾川 加枝 ｶｴ 加枝坂 ｶｴｻﾞｶ
7054 01吾川 加枝 ｶｴ サウタニ ｻｳﾀﾆ
7055 01吾川 加枝 ｶｴ オバナ ｵﾊﾞﾅ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 51/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

7056 01吾川 加枝 ｶｴ 大寄合 ｵｵﾖﾘｱｲ
7057 01吾川 加枝 ｶｴ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
7058 01吾川 加枝 ｶｴ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ
7059 01吾川 加枝 ｶｴ 松ノサコ ﾏﾂﾉｻｺ
7060 01吾川 加枝 ｶｴ ヒラバ ﾋﾗﾊﾞ
7061 01吾川 加枝 ｶｴ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
7062 01吾川 加枝 ｶｴ シミヅ ｼﾐｽﾞ
7063 01吾川 加枝 ｶｴ ワレ石 ﾜﾚｲｼ
7064 01吾川 加枝 ｶｴ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
7065 01吾川 加枝 ｶｴ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ
7066 01吾川 加枝 ｶｴ ツル井ノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
7067 01吾川 加枝 ｶｴ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
7068 01吾川 加枝 ｶｴ 北川地 ｷﾀｶﾜﾁ
7069 01吾川 加枝 ｶｴ ナロ ﾅﾛ
7070 01吾川 加枝 ｶｴ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
7071 01吾川 加枝 ｶｴ ホリ ﾎﾘ
7072 01吾川 加枝 ｶｴ 立石 ﾀﾃｲｼ
7073 01吾川 加枝 ｶｴ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
7074 01吾川 加枝 ｶｴ フルヤ ﾌﾙﾔ
7075 01吾川 加枝 ｶｴ ドホウセ゛ ﾄﾞﾎｳｾﾞ
7076 01吾川 加枝 ｶｴ セナゲ ｾﾅｹﾞ
7077 01吾川 加枝 ｶｴ 袖畑 ｿﾃﾞﾊﾞﾀｹ
7078 01吾川 加枝 ｶｴ ツヱノ口 ﾂｴﾉｸﾁ
7079 01吾川 加枝 ｶｴ 石佛 ｲｼﾎﾞﾄｹ
7080 01吾川 加枝 ｶｴ 折道 ｵﾘﾐﾁ
7081 01吾川 加枝 ｶｴ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
7082 01吾川 加枝 ｶｴ 広總谷 ﾋﾛｿｳﾀﾞﾆ
7083 01吾川 加枝 ｶｴ 北ケナロ ｷﾀｶﾞﾅﾛ
7084 01吾川 加枝 ｶｴ セジリ ｾｼﾞﾘ
7085 01吾川 加枝 ｶｴ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
7086 01吾川 加枝 ｶｴ 柳ケサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
7087 01吾川 加枝 ｶｴ 橋ケ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾞﾆ
7088 01吾川 加枝 ｶｴ 堂ケ内 ﾄﾞｳｶﾞｳﾁ
7089 01吾川 加枝 ｶｴ 栗ノ木 ｸﾘﾉｷ
7090 01吾川 加枝 ｶｴ 長尻 ﾅｶﾞｼﾞﾘ
7091 01吾川 加枝 ｶｴ 椋ノ木サコ ﾑｸﾉｷｻｺ
7092 01吾川 加枝 ｶｴ シリナシ ｼﾘﾅｼ
7093 01吾川 加枝 ｶｴ 船戸 ﾌﾅﾄ
7094 01吾川 加枝 ｶｴ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
7095 01吾川 加枝 ｶｴ 堀明 ﾎﾘｱｷ
7096 01吾川 加枝 ｶｴ 西瀧 ﾆｼﾀｷ
7097 01吾川 加枝 ｶｴ 山神 ﾔﾏﾉｶﾐ
7098 01吾川 加枝 ｶｴ 音無 ｵﾄﾅｼ
7099 01吾川 加枝 ｶｴ 折掛 ｵﾘｶｹ
7100 01吾川 加枝 ｶｴ フナサコ ﾌﾅｻｺ
7101 01吾川 加枝 ｶｴ 石神 ｲｼｶﾐ
7102 01吾川 加枝 ｶｴ カギゲサコ ｶｷﾞｹﾞｻｺ
7103 01吾川 加枝 ｶｴ 井デノ内 ｲﾃﾞﾉｳﾁ
7104 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カガミヤマ ｶｶﾞﾐﾔﾏ
7105 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノクチ ﾐﾂﾞﾉｸﾁ
7106 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ オオウ子 ｵｵｳﾈ
7107 01吾川 加枝 ｶｴ 上鳥越 ｶﾐﾄﾘｺﾞｴ
7108 01吾川 加枝 ｶｴ 蕨内 ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
7109 01吾川 加枝 ｶｴ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
7110 01吾川 加枝 ｶｴ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
7111 01吾川 加枝 ｶｴ クボノカ ｸﾎﾞﾉｶ
7112 01吾川 加枝 ｶｴ 柿ノ木畑 ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
7113 01吾川 加枝 ｶｴ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
7114 01吾川 加枝 ｶｴ 野地 ﾉﾁﾞ
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7115 01吾川 大尾 ｵｵ イタヅリサコサクラノ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺｻｸﾗﾉﾓﾄ
7116 01吾川 大尾 ｵｵ ナカノ ﾅｶﾉ
7117 01吾川 大尾 ｵｵ ヲモウ子ノシタ ｵﾓｳﾈﾉｼﾀ
7118 01吾川 大尾 ｵｵ イタヅリサコカヤデノモト ｲﾀﾂﾞﾘｻｺｶﾔﾃﾞﾉﾓﾄ
7119 01吾川 大尾 ｵｵ ナタ子ヤブタキノクビ ﾅﾀﾈﾔﾌﾞﾀｷﾉｸﾋﾞ
7120 01吾川 大尾 ｵｵ モリヤトコ ﾓﾘﾔﾄｺ
7121 01吾川 大尾 ｵｵ モリヤトコノウエ ﾓﾘﾔﾄｺﾉｳｴ
7122 01吾川 大尾 ｵｵ ハエクビノウエ ﾊｴｸﾋﾞﾉｳｴ
7123 01吾川 大尾 ｵｵ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
7124 01吾川 大尾 ｵｵ ブエモンヂ ﾌﾞｴﾓﾝﾁﾞ
7125 01吾川 大尾 ｵｵ ブエモンチクビ ﾌﾞｴﾓﾝﾁｸﾋﾞ
7126 01吾川 大尾 ｵｵ シシノイワヤノシタ ｼｼﾉｲﾜﾔﾉｼﾀ
7127 01吾川 大尾 ｵｵ シリボソ ｼﾘﾎﾞｿ
7128 01吾川 大尾 ｵｵ ヌタニワノシタ ﾇﾀﾆﾜﾉｼﾀ
7129 01吾川 大尾 ｵｵ ヌタニワ ﾇﾀﾆﾜ
7130 01吾川 大尾 ｵｵ ナカノクビ ﾅｶﾉｸﾋﾞ
7131 01吾川 大尾 ｵｵ フナサコ ﾌﾅｻｺ
7132 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タナバタケ ﾀﾅﾊﾞﾀｹ
7133 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オオヂミ ｵｵﾁﾞﾐ
7134 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ イシコロビ ｲｼｺﾛﾋﾞ
7135 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タテイワ ﾀﾃｲﾜ
7136 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ バンヤガウ子 ﾊﾞﾝﾔｶﾞｳﾈ
7137 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
7138 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
7139 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ イカダバ ｲｶﾀﾞﾊﾞ
7140 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ヤナギガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
7141 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ハタオカ ﾊﾀｵｶ
7142 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カミタテイワ ｶﾐﾀﾃｲﾜ
7143 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カナメハラ ｶﾅﾒﾊﾗ
7144 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ イノタニ ｲﾉﾀﾆ
7145 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タカノヂ ﾀｶﾉﾁﾞ
7146 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ソトワバタケ ｿﾄﾜﾊﾞﾀｹ
7147 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウエヂヤ ｳｴﾁﾞﾔ
7148 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ マルバタケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
7149 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ マツオカ ﾏﾂｵｶ
7150 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ テラノウエ ﾃﾗﾉｳｴ
7151 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ノヂウ子 ﾉﾁﾞｳﾈ
7152 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ テンムキ ﾃﾝﾑｷ
7153 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カハノミヤ ｶﾊﾉﾐﾔ
7154 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シタノカワ ｼﾀﾉｶﾜ
7155 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ チウジキ ﾁｳｼﾞｷ
7156 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タノナロ ﾀﾉﾅﾛ
7157 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ホヲシガワダ ﾎｵｼｶﾞﾜﾀﾞ
7158 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウエコマタ ｳｴｺﾏﾀ
7159 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
7160 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タケノウシロ ﾀｹﾉｳｼﾛ
7161 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ドヲノウシロ ﾄﾞｵﾉｳｼﾛ
7162 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ サンボンスギ ｻﾝﾎﾞﾝｽｷﾞ
7163 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タキノモト ﾀｷﾉﾓﾄ
7164 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウシロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
7165 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
7166 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ニシコヤシ ﾆｼｺﾔｼ
7167 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ コマタ ｺﾏﾀ
7168 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カミコマタ ｶﾐｺﾏﾀ
7169 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タニグチ ﾀﾆｸﾞﾁ
7170 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ニシナガノヂ ﾆｼﾅｶﾞﾉﾁﾞ
7171 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ドヲバタ ﾄﾞｵﾊﾞﾀ
7172 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ コセガタニ ｺｾｶﾞﾀﾆ
7173 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ムカイコセガタニ ﾑｶｲｺｾｶﾞﾀﾆ
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7174 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
7175 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ トヱザコ ﾄｴｻﾞｺ
7176 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウスブチ ｳｽﾌﾞﾁ
7177 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タニオク ﾀﾆｵｸ
7178 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ニシタニグチ ﾆｼﾀﾆｸﾞﾁ
7179 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ サコウヅ ｻｺｳﾂﾞ
7180 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ オイノイシ ｵｲﾉｲｼ
7181 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カミオイノイシ ｶﾐｵｲﾉｲｼ
7182 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ キタバタケ ｷﾀﾊﾞﾀｹ
7183 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ウエキタバタケ ｳｴｷﾀﾊﾞﾀｹ
7184 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ トビガイシ ﾄﾋﾞｶﾞｲｼ
7185 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カミウスブチ ｶﾐｳｽﾌﾞﾁ
7186 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヤノモリ ﾐﾔﾉﾓﾘ
7187 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ クマノウチ ｸﾏﾉｳﾁ
7188 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヨヲジンダニ ﾐﾖｦｼﾞﾝﾀﾞﾆ
7189 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ノヂ ﾉﾁﾞ
7190 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ 上クマノウヂ ｳｴｸﾏﾉｳﾁ
7191 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ミヨヲジンダニウエヤ ﾐﾖｦｼﾞﾝﾀﾞﾆｳｴﾔｼｷ
7192 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タドヲシ ﾀﾄﾞｦｼ
7193 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
7194 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ シリホソ ｼﾘﾎｿ
7195 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ヤスケヂ ﾔｽｹﾁﾞ
7196 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ イシガウチ ｲｼｶﾞｳﾁ
7197 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ アキギリ ｱｷｷﾞﾘ
7198 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ タカツエ ﾀｶﾂｴ
7199 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ マミアナ ﾏﾐｱﾅ
7200 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ゴヒヤクバタケ ｺﾞﾋﾔｸﾊﾞﾀｹ
7201 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ ヌタノモリ ﾇﾀﾉﾓﾘ
7202 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ スタノモリザコ ｽﾀﾉﾓﾘｻﾞｺ
7203 01吾川 森山 ﾓﾘﾔﾏ カコバタケ ｶｺﾊﾞﾀｹ
7204 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イロヲ ｲﾛｵ
7205 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イロヲゴヱ ｲﾛｵｺﾞｴ
7206 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
7207 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フソガタニ ﾌｿｶﾞﾀﾆ
7208 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カツラダニ ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
7209 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ セトイシ ｾﾄｲｼ
7210 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ イノノハナ ｲﾉﾉﾊﾅ
7211 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナガウ子ノキタバタ ﾅｶﾞｳﾈﾉｷﾀﾊﾞﾀ
7212 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナガウ子 ﾅｶﾞｳﾈ
7213 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
7214 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノクチノウエ ﾐﾂﾞﾉｸﾁﾉｳｴ
7215 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ モミノハラ ﾓﾐﾉﾊﾗ
7216 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カシノトヲゴヱ ｶｼﾉﾄｵｺﾞｴ
7217 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カシトヲコエノウエ ｶｼﾄｵｺｴﾉｳｴ
7218 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カシノトヲコエノムカ ｶｼﾉﾄｵｺｴﾉﾑｶｲ
7219 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クロカヅ子 ｸﾛｶﾂﾞﾈ
7220 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
7221 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カンゾヲ ｶﾝｿﾞｵ
7222 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ナカノヤシキ ﾅｶﾉﾔｼｷ
7223 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ マツガハラ ﾏﾂｶﾞﾊﾗ
7224 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カシノトヲ ｶｼﾉﾄｵ
7225 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ フナサコ ﾌﾅｻｺ
7226 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ エボシバタ ｴﾎﾞｼﾊﾞﾀ
7227 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タカハヱ ﾀｶﾊｴ
7228 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ガヤガタキノウエ ｶﾞﾔｶﾞﾀｷﾉｳｴ
7229 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ツチヤマ ﾂﾁﾔﾏ
7230 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ クワノエ ｸﾜﾉｴ
7231 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
7232 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ コマツシゲ ｺﾏﾂｼｹﾞ
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7233 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ カシヤマ ｶｼﾔﾏ
7234 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ コマツシゲノニシ ｺﾏﾂｼｹﾞﾉﾆｼ
7235 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニウチ ﾀﾆｳﾁ
7236 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ シタタニウチ ｼﾀﾀﾆｳﾁ
7237 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ 下名野川山 ｼﾓﾅﾉｶﾜﾔﾏ
7238 01吾川 下名野川 ｼﾓﾅﾉｶﾜ タニウチノカミ ﾀﾆｳﾁﾉｶﾐ
7239 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トガノモト ﾄｶﾞﾉﾓﾄ
7240 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トモズリ ﾄﾓｽﾞﾘ
7241 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シルタレダキ ｼﾙﾀﾚﾀﾞｷ
7242 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒガシヲカ ﾋｶﾞｼｵｶ
7243 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
7244 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲカタヤシキ ｵｶﾀﾔｼｷ
7245 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カヤガフチ ｶﾔｶﾞﾌﾁ
7246 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニシウラ ﾆｼｳﾗ
7247 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トヨロサガリ ﾄﾖﾛｻｶﾞﾘ
7248 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シモヲカ ｼﾓｵｶ
7249 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲカノウヱ ｵｶﾉｳｴ
7250 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミヲカ ｶﾐｵｶ
7251 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヤマモト ﾔﾏﾓﾄ
7252 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ノヂ ﾉﾁﾞ
7253 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
7254 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ニイヱ ﾆｲｴ
7255 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ サカモト ｻｶﾓﾄ
7256 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
7257 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ フダノウ子 ﾌﾀﾞﾉﾌﾈ
7258 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マルイシ ﾏﾙｲｼ
7259 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ スゲノモト ｽｹﾞﾉﾓﾄ
7260 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ウ子ノカミ ｳﾈﾉｶﾐ
7261 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ マロイシウ子 ﾏﾛｲｼｳﾈ
7262 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ イシモト ｲｼﾓﾄ
7263 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカヲク ﾅｶｵｸ
7264 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ シタゴヤシ ｼﾀｺﾞﾔｼ
7265 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ミヅタキ ﾐﾂﾞﾀｷ
7266 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ コヱ ｺｴ
7267 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ナカヱ ﾅｶｴ
7268 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヒラ ﾋﾗ
7269 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ カミヒラ ｶﾐﾋﾗ
7270 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ モリミチ ﾓﾘﾐﾁ
7271 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ トチノキバタケ ﾄﾁﾉｷﾊﾞﾀｹ
7272 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲクヒラゾヲ ｵｸﾋﾗｿﾞｦ
7273 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ヲヲイシ ｵｵｲｼ
7274 01吾川 上名野川 ｶﾐﾅﾉｶﾜ ハチクノモト ﾊﾁｸﾉﾓﾄ
7275 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 久保ノ下タ ｸﾎﾞﾉｼﾀ
7276 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コヲヂ川 ｺｦﾁﾞｶﾜ
7277 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 下モ屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
7278 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヲスノヲカ ｵｽﾉｦｶ
7279 01吾川 土居 ﾄﾞｲ バラ屋敷 ﾊﾞﾗﾔｼｷ
7280 01吾川 土居 ﾄﾞｲ バラヤシキ南 ﾊﾞﾗﾔｼｷﾐﾅﾐ
7281 01吾川 土居 ﾄﾞｲ カ子ザコ ｶﾈｻﾞｺ
7282 01吾川 土居 ﾄﾞｲ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
7283 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コヲヂ ｺｦﾁﾞ
7284 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中屋 ﾅｶﾔ
7285 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上ミノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ
7286 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上ハクボ ｳﾊｸﾎﾞ
7287 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ショヲヂ ｼｮｵｼﾞ
7288 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ショウブノソヲ ｼｮｳﾌﾞﾉｿｦ
7289 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ショブザコノ上ヱ ｼｮｳﾌﾞｻﾞｺﾉｳｴ
7290 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 新屋ノ上エ ｼﾝﾔﾉｳｴ
7291 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 新屋 ｼﾝﾔ
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7292 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 新屋ノ下タ ｼﾝﾔﾉｼﾀ
7293 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ノヂノ上ヱ ﾉｼﾞﾉｳｴ
7294 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 仲屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
7295 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
7296 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 岡ハナ ｵｶﾊﾅ
7297 01吾川 土居 ﾄﾞｲ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
7298 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 川成 ｶﾜﾅﾙ
7299 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 土居日浦 ﾄﾞｲﾋｳﾗ
7300 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 天神山 ﾃﾝｼﾝｻﾝ
7301 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ミズノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
7302 01吾川 土居 ﾄﾞｲ タロイチ ﾀﾛｲﾁ
7303 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 岡ハナ東路 ｵｶﾊﾅﾋｶﾞｼﾁﾞ
7304 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヤガ谷 ﾔｶﾞﾀﾆ
7305 01吾川 土居 ﾄﾞｲ カゲ ｶｹﾞ
7306 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上成 ｳﾊﾅﾛ
7531 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
7532 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ノヂ ﾉﾁﾞ
7533 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ノヂミチ ﾉﾁﾞﾐﾁ
7534 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ウスギ ｳｽｷﾞ
7535 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
7536 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
7537 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ ヒノキノウ子 ﾋﾉｷﾉｳﾈ
7538 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミヤノシモ ﾐﾔﾉｼﾓ
7539 01吾川 大尾 ｵｵ ナタ子ダニ ﾅﾀﾈﾀﾞﾆ
7540 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ナカヅ ﾅｶﾂﾞ
7541 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハチク ﾊﾁｸ
7542 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ
7543 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ツルイ ﾂﾙｲ
7544 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ナロ ﾅﾛ
7545 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲカダヤシキ ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
7546 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ムメノキサカ ﾑﾒﾉｷｻｶ
7547 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ツンゴエ ﾂﾝｺﾞｴ
7548 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
7549 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
7550 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヒガシナカウ子 ﾋｶﾞｼﾅｶｳﾈ
7551 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ワシノスダ ﾜｼﾉｽﾀﾞ
7552 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ アカイシ ｱｶｲｼ
7553 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
7554 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヱビスイワ ｴﾋﾞｽｲﾜ
7555 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲタチ ｵﾀﾁ
7556 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ クスノキ ｸｽﾉｷ
7557 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ イシワキ ｲｼﾜｷ
7558 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ユガタ ﾕｶﾞﾀ
7559 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ホコイシ ﾎｺｲｼ
7560 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
7561 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ シヨダノイシ ｼﾖﾀﾞﾉｲｼ
7562 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ヲカ ｵｶ
7563 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ドイヂ ﾄﾞｲﾁﾞ
7564 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ サルワラ ｻﾙﾜﾗ
7565 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
7566 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ タケノウ子 ﾀｹﾉｳﾈ
7567 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ キタバタケ ｷﾀﾊﾞﾀｹ
7568 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ コゼ ｺｾﾞ
7569 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ エノキザコ ｴﾉｷｻﾞｺ
7570 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ソヲダイワヤ ｿｦﾀﾞｲﾜﾔ
7571 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ウヱソウダ ｳｴｿｳﾀﾞ
7572 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハザコ ﾊｻﾞｺ
7573 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ シバヲリ ｼﾊﾞｵﾘ
7574 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ マツキウ子 ﾏﾂｷｳﾈ
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7575 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ カツトロ ｶﾂﾄﾛ
7576 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ トヲキビツヅイシ ﾄｵｷﾋﾞﾂﾂﾞｲｼ
7577 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ テバシ ﾃﾊﾞｼ
7578 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ サリヤガタニ ｻﾘﾔｶﾞﾀﾆ
7579 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハエノマエ ﾊｴﾉﾏｴ
7580 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ クロミ ｸﾛﾐ
7581 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ユワド石 ﾕﾜﾄﾞｲｼ
7582 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ミヅバ ﾐﾂﾞﾊﾞ
7583 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヲカノウ子 ｵｶﾉｳﾈ
7584 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イノノハナ ｲﾉﾉﾊﾅ
7585 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ウルシサコ ｳﾙｼｻｺ
7586 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サジウデ ｻｼﾞｳﾃﾞ
7587 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ホヲノキ ﾎｵﾉｷ
7588 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イツホンキ ｲﾂﾎﾝｷ
7589 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 川奥 ｶﾜｵｸ
7590 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カワシガキ ｶﾜｼｶﾞｷ
7591 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ コヲカキノヘナ ｺｵｶｷﾉﾍﾅ
7592 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イコガキ ｲｺｶﾞｷ
7593 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ アカナベラ ｱｶﾅﾍﾞﾗ
7594 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ミナミダニ ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
7595 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ミナミダニノウヘ ﾐﾅﾐﾀﾞﾆﾉｳｴ
7596 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サデヤマ ｻﾃﾞﾔﾏ
7597 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
7598 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カヤデノサコ ｶﾔﾃﾞﾉｻｺ
7599 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イシガミウ子ミチノウ ｲｼｶﾞﾐﾓｳﾈﾐﾁﾉｳｴ
7600 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サガノヤマ ｻｶﾞﾉﾔﾏ
7601 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ クナノヂ ｸﾅﾉﾁﾞ
7602 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ワラビウチ ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
7603 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シヤクシヤマ ｼﾔｸｼﾔﾏ
7604 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤケビダニ ﾔｹﾋﾞﾀﾞﾆ
7605 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤケビダニイワヤノモ ﾔｹﾋﾞﾀﾞﾆｲﾜﾔﾉﾓﾄ
7606 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シタノハナ ｼﾀﾉﾊﾅ
7607 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤナギガウチ ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾁ
7608 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ダホノヂ ﾀﾞﾎﾉﾁﾞ
7609 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イチゴヲヤマ ｲﾁｺﾞｵﾔﾏ
7610 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヲケガハタ ｵｹｶﾞﾊﾀ
7611 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ワカバノタキ ﾜｶﾊﾞﾉﾀｷ
7612 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヒトウチ ﾋﾄｳﾁ
7613 01吾川 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サジンゴヲ ｻｼﾞﾝｺﾞｵ
7614 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ マサノイシ ﾏｻﾉｲｼ
7615 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ タテイシ ﾀﾃｲｼ
7616 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミナミ ﾐﾅﾐ
7617 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナカガハ ﾅｶｶﾞﾊ
7618 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミヤノシモ ﾐﾔﾉｼﾓ
7619 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ シモコグラ ｼﾓｺｸﾞﾗ
7620 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
7621 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ナカバタケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ
7622 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミスミ ﾐｽﾐ
7623 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヒカリイワ ﾋｶﾘｲﾜ
7624 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
7625 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ シリダカ ｼﾘﾀﾞｶ
7626 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ミメヨシ ﾐﾒﾖｼ
7627 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヒガシタニ ﾋｶﾞｼﾀﾆ
7628 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ フダタテバ ﾌﾀﾞﾀﾃﾊﾞ
7629 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヂクバエ ﾁﾞｸﾊﾞｴ
7630 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ツル井サコ ﾂﾙｲｻｺ
7631 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ コグラ ｺｸﾞﾗ
7632 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ホゼワラサコ ﾎｾﾞﾜﾗｻｺ
7633 01吾川 名野川 ﾅﾉｶﾜ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
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7942 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 中カ谷 ﾅｶﾀﾆ
7943 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 南ノ岡 ﾐﾅﾐﾉｵｶ
7944 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 横肥 ﾖｺﾋ
7945 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヲモハヱ ｵﾓﾊｴ
7946 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ キノフシ ｷﾉﾌｼ
7947 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 柿原大道ノ上 ｶｷﾜﾗｵｵﾐﾁﾉｳｴ
7948 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カキワラニシ ｶｷﾜﾗﾆｼ
7949 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 地主 ﾁﾞﾇｼ
7950 01吾川 引地 ﾋｷﾁ シリビタニ ｼﾘﾋﾞﾀﾆ
7951 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 炭釜ノ下タ ｽﾐｶﾞﾏﾉｼﾀ
7952 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 下タ美ケ谷 ｼﾀﾋﾞｶﾞﾀﾆ
7953 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カケ ｶｹ
7954 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 中平山 ﾅｶﾋﾗﾔﾏ
7955 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カゲノウエ ｶｹﾞﾉｳｴ
7956 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヒノタニ ﾋﾉﾀﾆ
7957 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 炭釜 ｽﾐｶﾞﾏ
7958 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 炭ガマノ上ヱ ｽﾐｶﾞﾏﾉｳｴ
7959 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 炭ガマノ東 ｽﾐｶﾞﾏﾉﾋｶﾞｼ
7960 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 炭ガマノ北 ｽﾐｶﾞﾏﾉｷﾀ
7961 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヤゲンサコ ﾔｹﾞﾝｻｺ
7962 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヒノタニウヱ ﾋﾉﾀﾆｳｴ
7963 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
7964 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヤゲンサコノウエ ﾔｹﾞﾝｻｺﾉｳｴ
7965 01吾川 引地 ﾋｷﾁ クロトコ ｸﾛﾄｺ
7966 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ツルイサコ ﾂﾙｲｻｺ
7967 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 辻ケ畦 ﾂｼﾞｶﾞｳﾈ
7968 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ナベラロ ﾅﾍﾞﾗﾛ
7969 01吾川 引地 ﾋｷﾁ コヲサケ ｺｵｻｹ
7970 01吾川 引地 ﾋｷﾁ コヲサケシタ ｺｵｻｹｼﾀ
7971 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 立山下タ ﾀﾂﾔﾏﾉｼﾀ
7972 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 津江立 ﾂｴﾀﾞﾁ
7973 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
7974 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 成用瀬 ﾅﾙﾖｳｾ
7975 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 總谷 ｿｳﾀﾞﾆ
7976 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヲモ田 ｵﾓﾀ
7977 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 大知ナロ ｵｵﾁﾅﾛ
7978 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 總谷上ヱ ｿｳﾀﾞﾆﾉｳｴ
7979 01吾川 引地 ﾋｷﾁ クロツチ ｸﾛﾂﾁ
7980 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 大岩谷上ヱ ｵｵｲﾜﾀﾞﾆﾉｳｴ
7981 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ハチスイワ ﾊﾁｽｲﾜ
7982 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 引地コヤ ﾋｷﾁｺﾔ
7983 01吾川 引地 ﾋｷﾁ コヲサケ南 ｺｵｻｹﾐﾅﾐ
7984 01吾川 引地 ﾋｷﾁ 樅ノ木 ﾓﾐﾉｷ
7985 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カキノキ畑 ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
7986 01吾川 引地 ﾋｷﾁ ヒヤクビ ﾋﾔｸﾋﾞ
7987 01吾川 引地 ﾋｷﾁ カマノウド ｶﾏﾉｳﾄﾞ
7988 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ カワハギウ子 ｶﾜﾊｷﾞｳﾈ
7989 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ハシカガサコ ﾊｼｶｶﾞｻｺ
7990 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ウワノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
7991 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヒソヲラ ﾋｿｵﾗ
7992 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ スカノモト ｽｶﾉﾓﾄ
7993 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヒガシヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
7994 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ イシモト ｲｼﾓﾄ
7995 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ アリノキ ｱﾉﾘｷ
7996 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ マツワラ ﾏﾂﾜﾗ
7997 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ウヱマツワラ ｳｴﾏﾂﾜﾗ
7998 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
7999 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ナカノウ子 ﾅｶﾉｳﾈ
8000 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヤマモト ﾔﾏﾓﾄ
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8001 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
8002 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ タカヤ ﾀｶﾔ
8003 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ サデ ｻﾃﾞ
8004 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ウルシサコ ｳﾙｼｻｺ
8005 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ツヱナロ ﾂｴﾅﾛ
8006 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
8007 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ナガザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ
8008 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ カキノキザカ ｶｷﾉｷｻﾞｶ
8009 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
8010 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ウスギ ｳｽｷﾞ
8011 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ クイノウ子 ｸｲﾉｳﾈ
8012 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヲンバタケ ｵﾝﾊﾞﾀｹ
8013 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ 大岩 ｵｵｲﾜ
8014 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヲモウ子 ｵﾓｳﾈ
8015 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ カサマツ ｶｻﾏﾂ
8016 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヒシヤカケ ﾋｼﾔｶｹ
8017 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ スゞノモト ｽｽﾞﾉﾓﾄ
8018 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ アライワ ｱﾗｲﾜ
8019 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヤケモリ ﾔｹﾓﾘ
8020 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ マキヲ ﾏｷｵ
8021 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ イナヰノクボ ｲﾅｲﾉｸﾎﾞ
8022 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヰノイワヤ ｲﾉｲﾜﾔ
8023 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヲヽシガキ ｵｵｼｶﾞｷ
8024 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ カナグイ ｶﾅｸﾞｲ
8025 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
8026 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ハゴノタキ ﾊｺﾞﾉﾀｷ
8027 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ハシガタキ ﾊｼｶﾞﾀｷ
8028 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ コオナロ ｺｵﾅﾛ
8029 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ クリミガタヲ ｸﾘﾐｶﾞﾀｵ
8030 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ イナキノウ子 ｲﾅｷﾉｳﾈ
8031 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
8032 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ビヤクビ ﾋﾞﾔｸﾋﾞ
8033 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
8034 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ミヅタル ﾐﾂﾞﾀﾙ
8035 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ クロイシ ｸﾛｲｼ
8036 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
8037 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ マゴツ゛クリ ﾏｺﾞﾂﾞｸﾘ
8038 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ イリノ ｲﾘﾉ
8039 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ヲミヨウガトヲ ｦﾐﾖｳｶﾞﾄｦ
8040 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ ツヱノヒロミ ﾂｴﾉﾋﾛﾐ
8041 01吾川 遅越 ｵｿｺﾞｴ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
8042 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ サヽノセ ｻｻﾉｾ
8043 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ヲカタノシタ ｵｶﾀﾉｼﾀ
8044 01吾川 二子野 ﾌﾀｺﾞﾉ ミナミノウ子 ﾐﾅﾐﾉｳﾈ
8054 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上ノ越ノ下タ ｳｴﾉｺｴﾉｼﾀ
8055 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 中瀧道ノ上 ﾅｶﾀﾞｷﾐﾁﾉｳｴ
8056 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 中瀧道ノ下 ﾅｶﾀﾞｷﾐﾁﾉｼﾀ
8057 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 幽霊ケ瀧 ﾕｳﾚｲｶﾞﾀﾞｷ
8058 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 東谷大井手口 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｵｵｲﾃｸﾞﾁ
8059 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 上ノ越谷尻 ｳｴﾉｺｴﾀﾆｼﾞﾘ
8060 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 堺幽霊ケ瀧 ｻｶｲﾕｳﾚｲｶﾞﾀｷ
8061 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 堺幽霊ケ滝北 ｻｶｲﾕｳﾚｲｶﾞﾀｷｷﾀ
8062 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 犬返リ山 ｲﾇｶﾞｴﾘﾔﾏ
8063 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
8064 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 犬返リ山谷ノ西 ｲﾇｶﾞｴﾘﾔﾏﾀﾆﾉﾆｼ
8065 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
8066 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 古屋敷西 ﾌﾙﾔｼｷﾆｼ
8067 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ コヲナロ谷ノ向ヒ ｺｵﾅﾛﾀﾆﾉﾑｶｲ
8068 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 大江山 ｵｵｴﾔﾏ
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8069 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 柿カサコ ｶｷｶﾞｻｺ
8070 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ツキウス山 ﾂｷｳｽﾔﾏ
8071 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 茶臼山 ﾁｬｳｽﾔﾏ
8072 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 六右衛門作リ ﾛｸｴﾓﾝﾂﾞｸﾘ
8073 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 安保潰大松本 ｱｵﾂﾞｴｵｵﾏﾂﾓﾄ
8074 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 安保潰井手口 ｱｵﾂﾞｴｲﾃﾞｸﾞﾁ
8075 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 安保潰谷ノ東 ｱｵﾂﾞｴﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
8076 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 桃木佐古 ﾓﾓﾉｷｻﾞｺ
8077 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ サカゴ谷 ｻｶｺﾞﾀﾆ
8078 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 安産谷 ｱﾝｻﾞﾝﾀﾞﾆ
8079 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 七夜カサコ ﾅﾅﾔｶｻｺ
8080 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 誕生佐古 ﾀﾝｼﾞｮｳｶﾞｻｺ
8081 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ミスボシサコ ﾐｽﾎﾞｼｻｺ
8082 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 辺路ケ谷 ﾍﾝﾛｶﾞﾀﾆ
8083 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 狸岩屋 ﾀﾇｷｲﾜﾔ
8084 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 辺路ケ谷西路 ﾍﾝﾛｶﾞﾀﾞﾆﾆｼﾐﾁ
8085 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 出合場 ﾃﾞｱｲﾊﾞ
8086 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 立リ巻 ﾀﾃﾘﾏｷ
8087 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 揚ケ場 ｱｹﾞﾊﾞ
8088 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 熟々谷 ｼﾞｭｸｼﾞｭｸﾀﾞﾆ
8089 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 無毛ケ畝 ﾑｹｶﾞｳﾈ
8090 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 待合 ﾏﾁｱｲ
8091 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天狗ケ畝 ﾃﾝｸﾞｶﾞｳﾈ
8092 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 天狗ケ休場 ﾃﾝｸﾞｶﾞﾔｽﾊﾞ
8093 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 乙女ガ畝 ｵﾄﾒｶﾞｳﾈ
8094 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 目掛佐古 ﾒｶｹｻﾞｺ
8095 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 山犬ケ佐古 ﾔﾏｲﾇｶﾞｻｺ
8096 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 出向ヒ場 ﾃﾞﾑｶｲﾊﾞ
8097 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 横指場 ﾖｺｼﾊﾞ
8098 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ タラシバ ﾀﾗｼﾊﾞ
8099 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ ユマキガ畝 ﾕﾏｷｶﾞｳﾈ
8100 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 獅々ケ佐古 ｼｼｶﾞｻｺ
8101 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 鹿ケ森 ｼｼｶﾞﾓﾘ
8102 01吾川 大板 ｵｵｲﾀ 黒森日出ケ峠 ｸﾛﾓﾘﾋﾃﾞｶﾞﾄｳ
8103 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大谷添 ｵｵﾀﾆｿﾞｴ
8104 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 鏡岩 ｶｶﾞﾐｲﾜ
8105 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
8106 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
8107 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハイトコカゲ ﾊｲﾄｺｶｹﾞ
8108 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ウトンコヲ ｳﾄﾝｺｵ
8109 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コロビ石 ｺﾛﾋﾞｲｼ
8110 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コヤノ畝 ｺﾔﾉｳﾈ
8111 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ タノシタ ﾀﾉｼﾀ
8112 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ キシコヤシ ｷｼｺﾔｼ
8113 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ニセノ山 ﾆｾﾉﾔﾏ
8114 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ タキセトノ下タ ﾀｷｾﾄﾉｼﾀ
8115 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ タキセト ﾀｷｾﾄ
8116 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コタノ石ノ下タ ｺﾀﾉｲｼﾉｼﾀ
8117 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 山ノ後ロ ﾔﾏﾉｳｼﾛ
8118 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 中畝 ﾅｶｳﾈ
8119 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 天王山 ﾃﾝﾉｳﾔﾏ
8120 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 庄右衛門瀧 ｼｮｳｴﾓﾝﾀﾞｷ
8121 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 柿ノ木畑 ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
8122 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ツヱノクチ ﾂｴﾉｸﾁ
8123 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ハゴノ内 ﾊｺﾞﾉｳﾁ
8124 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 竹ノ後 ﾀｹﾉｱﾄ
8125 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コトコ ｺﾄｺ
8126 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ コトコ井デノ下タ ｺﾄｺｲﾃﾞﾉｼﾀ
8127 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 狸岩ノ上 ﾀﾇｷｲﾜﾉｳｴ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 60/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

8128 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大ヅエ ｵｵﾂｴ
8129 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ フルワタ ﾌﾙﾜﾀ
8130 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 丸ヅエ ﾏﾙﾂﾞｴ
8131 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 天狗瀧 ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
8132 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 山ヘリ大道ノ下タ ﾔﾏﾍﾘｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
8133 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カラ谷ノ端 ｶﾗﾀﾆﾉﾊｼ
8134 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ イラズノクボ ｲﾗｽﾞﾉｸﾎﾞ
8135 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 大ナロノ北 ｵｵﾅﾛﾉｷﾀ
8136 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カラ谷サコ ｶﾗﾀﾞﾆｻｺ
8137 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 高岩 ﾀｶｲﾜ
8138 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ウエタケ ｳｴﾀｹ
8139 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カキノトヲ ｶｷﾉﾄｵ
8140 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ナカサコノ北 ﾅｶｻｺﾉｷﾀ
8141 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ カラ谷サコノニシ ｶﾗﾀﾞﾆｻｺﾉﾆｼ
8142 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
8143 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 上山ノ神 ｳｴﾔﾏﾉｶﾐ
8243 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上エミヨジヨバタ ｳｴﾐﾖｼﾞﾖﾊﾞﾀ
8244 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ タカハエ ﾀｶﾊｴ
8245 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ヲストコ ｵｽﾄｺ
8246 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 西シルタレ ﾆｼｼﾙﾀﾚ
8247 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上ヱシリナシ ｳｴｼﾘﾅｼ
8248 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カラヒ ｶﾗﾋ
8249 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ サンシロイワヤ ｻﾝｼﾛｲﾜﾔ
8250 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ウスガタキ ｳｽｶﾞﾀｷ
8251 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 北シルタレ ｷﾀｼﾙﾀﾚ
8252 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シルタレ ｼﾙﾀﾚ
8253 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ツラシロタキ ﾂﾗｼﾛﾀｷ
8254 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ キリノキサコ ｷﾘﾉｷｻｺ
8255 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 南カクレジリ ﾐﾅﾐｶｸﾚｼﾞﾘ
8256 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上ヱキリノキサコ ｳｴｷﾘﾉｷｻｺ
8257 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 一本キサコ ｲｯﾎﾟﾝｷｻｺ
8258 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シロタキサコ ｼﾛﾀｷｻｺ
8259 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カヤマ ｶﾔﾏ
8260 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ワタバガタヲ ﾜﾀﾊﾞｶﾞﾀｦ
8261 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ モリ ﾓﾘ
8262 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上エクロワラビ ｳｴｸﾛﾜﾗﾋﾞ
8263 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 下タクロワラビ ｼﾀｸﾛﾜﾗﾋﾞ
8264 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ アライバゴエ ｱﾗｲﾊﾞｺﾞｴ
8265 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 上エカクレジリ ｳｴｶｸﾚｼﾞﾘ
8266 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カクレジリ ｶｸﾚｼﾞﾘ
8267 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 東チヨジヤガチ ﾋｶﾞｼﾁﾖｼﾞﾔｶﾞﾁ
8268 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ フナサコ ﾌﾅｻｺ
8269 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ スズレ ｽｽﾞﾚ
8270 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ タキワキ ﾀｷﾜｷ
8271 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ナガタキ ﾅｶﾞﾀｷ
8272 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ウメノキワラ ｳﾒﾉｷﾜﾗ
8273 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カサイシ ｶｻｲｼ
8274 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ 東トリクビ ﾋｶﾞｼﾄﾘｸﾋﾞ
8275 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ノヂ ﾉﾁﾞ
8276 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ サルウチ ｻﾙｳﾁ
8277 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ クロハエ ｸﾛﾊｴ
8278 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カヅ子 ｶﾂﾞﾈ
8279 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カキノキウ子 ｶｷﾉｷｳﾈ
8280 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シンミチ ｼﾝﾐﾁ
8281 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ イワヤガサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
8282 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ アヲギカサコ ｱｦｷﾞｶｻｺ
8283 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シイノキウ子 ｼｲﾉｷｳﾈ
8284 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ カサマツガサコ ｶｻﾏﾂｶﾞｻｺ
8285 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ ソリウ子 ｿﾘｳﾈ
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8286 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ シモノヂ ｼﾓﾉﾁﾞ
8287 01吾川 蕨谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ
8288 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上大平 ｶﾐｵｵﾋﾗ
8289 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ
8290 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 北大平 ｷﾀｵｵﾋﾗ
8291 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 白土 ｼﾗﾄﾞ
8292 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上白土 ｶﾐｼﾛﾂﾁ
8293 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤマノウエ ﾔﾏﾉｳｴ
8294 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ドヲネリウ子 ﾄﾞｵﾈﾘｳﾈ
8295 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ タノハナ ﾀﾉﾊﾅ
8296 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤマト ﾔﾏﾄ
8297 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ドヲネリ ﾄﾞｵﾈﾘ
8298 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上ヤマト ｳｴﾔﾏﾄ
8299 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
8300 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ チヨジャウチ ﾁﾖｼﾞｬｳﾁ
8301 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上チョジヤウチ ｳｴﾁｮｼﾞﾔｳﾁ
8302 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ チョジヤガヒラ ﾁｮｼﾞﾔｶﾞﾋﾗ
8303 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ アライバ ｱﾗｲﾊﾞ
8304 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ アライバノ北 ｱﾗｲﾊﾞﾉｷﾀ
8305 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 鐵砲石 ﾃｯﾎﾟｳｲｼ
8306 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ハコノウチ ﾊｺﾉｳﾁ
8307 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ハコサコ ﾊｺｻｺ
8308 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
8309 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上ヰノウ子 ｶﾐｲﾉｳﾈ
8310 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カツラキ畝 ｶﾂﾗｷｳﾈ
8311 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上クラマ ｳｴｸﾗﾏ
8312 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カツラ谷 ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
8313 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヰノ下サコ ｲﾉｼﾀｻｺ
8314 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 井ノ畝 ｲﾉｳﾈ
8315 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 山口ノ峠 ﾔﾏｸﾞﾁﾉﾄｳｹﾞ
8316 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ツエノミミ ﾂｴﾉﾐﾐ
8317 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 井ノ上サコ ｲﾉｳｴｻｺ
8318 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ タノモト ﾀﾉﾓﾄ
8319 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上ツガモリ ｳｴﾂｶﾞﾓﾘ
8320 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ イハヤタ ｲﾜﾔﾀ
8321 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ クラマ ｸﾗﾏ
8322 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 下クラマ ｼﾓｸﾗﾏ
8323 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 西クラマ ﾆｼｸﾗﾏ
8324 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上アリノキ谷 ｳｴｱﾘﾉｷﾀﾆ
8325 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 東コビサコ ﾋｶﾞｼｺﾋﾞｻｺ
8326 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ タキノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
8327 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 下ツガモリ ｼﾓﾂｶﾞﾓﾘ
8328 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ナラノキ畝 ﾅﾗﾉｷｳﾈ
8329 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ イハヤガサコ ｲﾊﾔｶﾞｻｺ
8330 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 西ツヱノミミ ﾆｼﾂｴﾉﾐﾐ
8331 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カヤマ ｶﾔﾏ
8332 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ クロトコ ｸﾛﾄｺ
8333 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヒライシ ﾋﾗｲｼ
8334 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ハギノトヲ ﾊｷﾞﾉﾄｵ
8335 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤスミイシ ﾔｽﾐｲｼ
8336 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 下樋ノ口 ｼﾓﾋﾉｸﾁ
8337 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ウシヅクリ ｳｼﾂﾞｸﾘ
8338 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
8339 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カサイシ ｶｻｲｼ
8340 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 下カサイシ ｼﾓｶｻｲｼ
8341 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ム子ノヂ ﾑﾈﾉﾁﾞ
8342 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ニハノクチ ﾆﾊﾉｸﾁ
8343 01吾川 相能 ｱｲﾉｳ シモムクノキ ｼﾓﾑｸﾉｷ
8344 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ 赤ヅヱノ上ヘ ｱｶﾂﾞｴﾉｳｴ
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8345 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ツルイノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
8346 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ツルイ谷ノ北 ﾂﾙｲﾀﾞﾆﾉｷﾀ
8347 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ ヲコリ岩 ｵｺﾘｲﾜ
8348 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ シタ山ベリ ｼﾀﾔﾏﾍﾞﾘ
8349 01吾川 峯岩戸 ﾐﾈｲﾜﾄﾞ モミギ畝 ﾓﾐｷﾞｳﾈ
8350 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ コヒサコ ｺﾋｻｺ
8351 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 鉾石 ﾎｺｲｼ
8352 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ アリキダニ ｱﾘｷﾀﾞﾆ
8353 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ タキノモト ﾀｷﾉﾓﾄ
8354 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヲヲタニ ｵｵﾀﾆ
8355 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ コロビイシ ｺﾛﾋﾞｲｼ
8356 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
8357 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ハラ ﾊﾗ
8358 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ウシロウ子 ｳｼﾛｳﾈ
8359 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ハラノウ子 ﾊﾗﾉｳﾈ
8360 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 上ニシ谷 ｶﾐﾆｼﾀﾆ
8361 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ニシノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
8362 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カヂヤトコ ｶﾁﾞﾔﾄｺ
8363 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヒウラダ ﾋｳﾗﾀﾞ
8364 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ツヱノコヱ ﾂｴﾉｺｴ
8365 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
8366 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤマムカイ ﾔﾏﾑｶｲ
8367 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ 南山向ヒ ﾐﾅﾐﾔﾏﾑｶｲ
8368 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ カミヲヲヒラ畝 ｶﾐｵｵﾋﾗｳﾈ
8369 01吾川 中村 ﾅｶﾑﾗ ヤナギウチサカ ﾔﾅｷﾞｳﾁｻｶ
8370 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 上柳 ｶﾐﾔﾅｷﾞ
8371 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 柳木内 ﾔﾅｷﾞｳﾁ
8372 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ アタマガフチ ｱﾀﾏｶﾞﾌﾁ
8373 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 下タ大平畝 ｼﾀｵｵﾋﾗｳﾈ
8374 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 大平畝東サコ ｵｵﾋﾗｳﾈﾋｶﾞｼｻｺ
8375 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 上中畑 ｶﾐﾅｶﾊﾀ
8376 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 中畑 ﾅｶﾊﾀ
8377 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ イカノヤスバ ｲｶﾉﾔｽﾊﾞ
8378 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 上ヱナベイシ ｳｴﾅﾍﾞｲｼ
8379 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ ナベイシ ﾅﾍﾞｲｼ
8380 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 灰ノ谷 ﾊｲﾉﾀﾆ
8381 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 赤ハゲ ｱｶﾊｹﾞ
8382 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 柳田 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ
8383 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 大樋ノ口 ｵｵﾋﾉｸﾁ
8384 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
8385 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ ダバクビ ﾀﾞﾊﾞｸﾋﾞ
8386 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 白土 ｼﾛﾂﾁ
8387 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
8388 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 夫婦岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ
8389 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 鳥帽子岩 ﾄﾘﾎﾞｳｼｲﾜ
8390 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 山子 ﾔﾏﾈ
8391 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
8392 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 祖父ケ奥 ｼﾞｲｶﾞｵｸ
8393 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 本モ林 ﾎﾓﾊﾞﾔｼ
8394 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 芳ノサコ ﾖｼﾉｻｺ
8395 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 小休場畝 ｵﾔｽﾊﾞｳﾈ
8396 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
8397 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 本モサコ ﾎﾝﾓｻｺ
8398 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
8399 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 段々 ﾀﾞﾝﾀﾞﾝ
8400 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 松ケ畝 ﾏﾂｶﾞｳﾈ
8401 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 犲狼 ｻｲﾛｳ
8402 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 猫神 ﾈｺｶﾞﾐ
8403 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 表田 ｵﾓﾃﾀﾞ
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8404 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 川地屋式 ｶﾜﾁﾔｼｷ
8405 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 茶園堂 ﾁｬｴﾝﾄﾞｳ
8406 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 栗ノ木田 ｸﾘﾉｷﾀﾞ
8407 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
8408 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 影裏 ｶｹﾞｳﾗ
8409 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ アリノ木谷 ｱﾘﾉｷﾀﾆ
8410 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
8411 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 高ノ地 ｺｳﾉﾁﾞ
8412 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 立鳥帽子 ﾀﾂﾄﾘﾎﾞｳｼ
8413 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ エジリ ｴｼﾞﾘ
8414 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 萱山 ｶﾔﾏ
8415 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 古井手 ﾌﾙｲﾃﾞ
8416 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ
8417 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ ソヤガラ ｿﾔｶﾞﾗ
8418 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 中畝 ﾅｶｳﾈ
8419 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
8420 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 筧ノ口 ﾋﾉｸﾁ
8421 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 炭木畝 ｽﾐｷｳﾈ
8422 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 曲道 ﾏｶﾞﾘﾐﾁ
8423 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 旭畝 ｱｻﾋｳﾈ
8424 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ ムラシデ ﾑﾗｼﾃﾞ
8425 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 夕日畝 ﾕｳﾋｳﾈ
8426 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 佛堂 ﾎﾄｹﾄﾞｳ
8427 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 柳ガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
8428 01吾川 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8429 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 岩元 ｲﾜﾓﾄ
8430 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 笠松 ｶｻﾏﾂ
8431 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ トキド ﾄｷﾄﾞ
8432 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 西地 ﾆｼﾁﾞ
8433 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 椎木畝 ｼｲﾉｷｳﾈ
8434 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ
8435 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 小森 ｺﾓﾘ
8436 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 沖田 ｵｷﾀ
8437 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
8438 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 沖 ｵｷ
8439 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 南 ﾐﾅﾐ
8440 01吾川 大崎 ｵｵｻｷ 西川 ﾆｼｶﾜ
8441 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ サカイノ谷 ｻｶｲﾉﾀﾆ
8442 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ミヤノモリ ﾐﾔﾉﾓﾘ
8443 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 東ミヤノモリ ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾓﾘ
8444 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヱジリカゲ ｴｼﾞﾘｶｹﾞ
8445 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ タシロ ﾀｼﾛ
8446 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ トキド ﾄｷﾄﾞ
8447 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ キタカゲ ｷﾀｶｹﾞ
8448 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ 山クビ ﾔﾏｸﾋﾞ
8449 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ ヲキダ ｵｷﾀﾞ
8450 01吾川 藤ノ野 ﾌｼﾞﾉﾉ センドヲガイシ ｾﾝﾄﾞｳｶﾞｲｼ
8451 01吾川 大尾 ｵｵ ヒノキガウ子 ﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
8452 01吾川 大尾 ｵｵ ジロシチゴヤシ ｼﾞﾛｼﾁｺﾞﾔｼ
8453 01吾川 大尾 ｵｵ コヤスバダニ ｺﾔｽﾊﾞﾀﾞﾆ
8454 01吾川 大尾 ｵｵ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
8455 01吾川 大尾 ｵｵ マレイシウ子 ﾏﾚｲｼｳﾈ
8456 01吾川 大尾 ｵｵ マレイシウ子ミチノウ ﾏﾚｲｼｳﾈﾐﾁﾉｳｴ
8457 01吾川 大尾 ｵｵ マレイシウエ ﾏﾚｲｼｳｴ
8458 01吾川 大尾 ｵｵ ナコウ子 ﾅｺｳﾈ
8459 01吾川 大尾 ｵｵ ヲモヤノ下タ ｵﾓﾔﾉｼﾀ
8460 01吾川 大尾 ｵｵ マレイシタニ ﾏﾚｲｼﾀﾆ
8461 01吾川 大尾 ｵｵ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
8462 01吾川 大尾 ｵｵ イワイガミウ子 ｲﾜｲｶﾞﾐｳﾈ
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8463 01吾川 大尾 ｵｵ カワノムカイ ｶﾜﾉﾑｶｲ
8464 01吾川 大尾 ｵｵ イタザコ ｲﾀｻﾞｺ
8465 01吾川 大尾 ｵｵ イタザコノカミ ｲﾀｻﾞｺﾉｶﾐ
8466 01吾川 大尾 ｵｵ マツギノシタ ﾏﾂｷﾞﾉｼﾀ
8467 01吾川 大尾 ｵｵ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
8468 01吾川 大尾 ｵｵ サコウヅ ｻｺｳﾂﾞ
8469 01吾川 大尾 ｵｵ マツギノシタビヤノモ ﾏﾂｷﾞﾉｼﾀﾋﾞﾔﾉﾓﾄ
8470 01吾川 大尾 ｵｵ ノラヂウ子ミチノウエ ﾉﾗﾁﾞｳﾈﾐﾁﾉｳｴ
8471 01吾川 大尾 ｵｵ シタツエ ｼﾀﾂｴ
8472 01吾川 大尾 ｵｵ サコウヅフチノアゲ ｻｺｳｽﾞﾌﾁﾉｱｹﾞ
8473 01吾川 大尾 ｵｵ サコウヅノカミ ｻｺｳﾂﾞﾉｶﾐ
8474 01吾川 大尾 ｵｵ シタツエノカミ ｼﾀﾂｴﾉｶﾐ
8475 01吾川 大尾 ｵｵ キドノモト ｷﾄﾞﾉﾓﾄ
8476 01吾川 大尾 ｵｵ ノダメ ﾉﾀﾞﾒ
8477 01吾川 大尾 ｵｵ ノダメノカミ ﾉﾀﾞﾒﾉｶﾐ
8478 01吾川 大尾 ｵｵ ノダメノカミイシノモ ﾉﾀﾞﾒﾉｶﾐｲｼﾉﾓﾄ
8479 01吾川 大尾 ｵｵ ノダメノカミフチノウ ﾉﾀﾞﾒﾉｶﾐﾌﾁﾉｳｴ
8480 01吾川 大尾 ｵｵ ナガヅヱノシモ ﾅｶﾞﾂﾞｴﾉｼﾓ
8481 01吾川 大尾 ｵｵ ナガヅエ ﾅｶﾞﾂﾞｴ
8482 01吾川 大尾 ｵｵ リョヲシンバタ ﾘｮｵｼﾝﾊﾞﾀ
8483 01吾川 大尾 ｵｵ ヲヲドサキ ｵｵﾄﾞｻｷ
8484 01吾川 大尾 ｵｵ コドサキ ｺﾄﾞｻｷ
8485 01吾川 大尾 ｵｵ ホリガタキ ﾎﾘｶﾞﾀｷ
8486 01吾川 大尾 ｵｵ ホリガタキノシタ ﾎﾘｶﾞﾀｷﾉｼﾀ
8487 01吾川 大尾 ｵｵ ヲヲフチノアゲ ｵｵﾌﾁﾉｱｹﾞ
8488 01吾川 大尾 ｵｵ アカバタケ ｱｶﾊﾞﾀｹ
8489 01吾川 大尾 ｵｵ アカバタケノウエ ｱｶﾊﾞﾀｹﾉｳｴ
8490 01吾川 大尾 ｵｵ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
8491 01吾川 大尾 ｵｵ ミヤノウエ ﾐﾔﾉｳｴ
8492 01吾川 大尾 ｵｵ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
8493 01吾川 大尾 ｵｵ ヒノクチノシタ ﾋﾉｸﾁﾉｼﾀ
8494 01吾川 大尾 ｵｵ ホリガタキノウエ ﾎﾘｶﾞﾀｷｳｴ
8495 01吾川 大尾 ｵｵ クリミヤトウ ｸﾘﾐﾔﾄｳ
8496 01吾川 大尾 ｵｵ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
8497 01吾川 大尾 ｵｵ ナカハタノカミ ﾅｶﾊﾀﾉｶﾐ
8498 01吾川 大尾 ｵｵ ヲヽノコエ ｵｵﾉｺｴ
8499 01吾川 大尾 ｵｵ ヲヲノコエノカミ ｵｵﾉｺｴﾉｶﾐ
8500 01吾川 大尾 ｵｵ マルバタケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
8501 01吾川 大尾 ｵｵ マルバタケノカミ ﾏﾙﾊﾞﾀｹﾉｶﾐ
8502 01吾川 大尾 ｵｵ サルサコ ｻﾙｻｺ
8503 01吾川 大尾 ｵｵ サルサコノカミ ｻﾙｻｺﾉｶﾐ
8504 01吾川 大尾 ｵｵ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
8505 01吾川 大尾 ｵｵ ミヤ ﾐﾔ
8506 01吾川 大尾 ｵｵ ホトケダニ ﾎﾄｹﾀﾞﾆ
8507 01吾川 大尾 ｵｵ ホトケダニノウエ ﾎﾄｹﾀﾞﾆﾉｳｴ
8508 01吾川 大尾 ｵｵ ホトケダニノヲク ﾎﾄｹﾀﾞﾆﾉｵｸ
8509 01吾川 大尾 ｵｵ シバヲノウ子 ｼﾊﾞｵﾉｳﾈ
8510 01吾川 大尾 ｵｵ サルサコクビ ｻﾙｻｺｸﾋﾞ
8511 01吾川 大尾 ｵｵ トイシガウ子 ﾄｲｼｶﾞｳﾈ
8512 01吾川 大尾 ｵｵ ツルイガサコノカミ ﾂﾙｲｶﾞｻｺﾉｶﾐ
8513 01吾川 大尾 ｵｵ イワノクボ ｲﾜﾉｸﾎﾞ
8514 01吾川 大尾 ｵｵ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
8515 01吾川 大尾 ｵｵ ヤスバノシタ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
8516 01吾川 大尾 ｵｵ イワノクボノシタ ｲﾜﾉｸﾎﾞﾉｼﾀ
8517 01吾川 大尾 ｵｵ イタヅリサコ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺ
8518 01吾川 大尾 ｵｵ ノヂウ子 ﾉﾁﾞｳﾈ
8519 01吾川 大尾 ｵｵ ノヂウ子ノウヱ ﾉﾁﾞｳﾈﾉｳｴ
8520 01吾川 大尾 ｵｵ ヲモヤ ｵﾓﾔ
8521 01吾川 大尾 ｵｵ ヲモヤダニノウエ ｵﾓﾔﾀﾞﾆﾉｳｴ
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8522 01吾川 大尾 ｵｵ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
8523 01吾川 大尾 ｵｵ タニヲク ﾀﾆｵｸ
8524 01吾川 大尾 ｵｵ ナコウ子クビ ﾅｺｳﾈｸﾋﾞ
8525 01吾川 大尾 ｵｵ タニヲクミヅギノウエ ﾀﾆｵｸﾐﾂﾞｷﾞﾉｳｴ
8526 01吾川 大尾 ｵｵ ミメヨヲシ ﾐﾒﾖｵｼ
8527 01吾川 大尾 ｵｵ ミメヨヲシノヲク ﾐﾒﾖｵｼﾉｵｸ
8528 01吾川 大尾 ｵｵ ハヱクビノシタ ﾊｴｸﾋﾞﾉｼﾀ
8529 01吾川 大尾 ｵｵ ヲドヲミチノシタ ｵﾄﾞｵﾐﾁﾉｼﾀ
8530 01吾川 大尾 ｵｵ ミメヨヲシミチノウエ ﾐﾒﾖｵｼﾐﾁﾉｳｴ
8531 01吾川 大尾 ｵｵ ミメヨヲシトデノモト ﾐﾒﾖｵｼﾄﾃﾞﾉﾓﾄ
8532 01吾川 大尾 ｵｵ ナカナタ子ヤブ ﾅｶﾅﾀﾈﾔﾌﾞ
8533 01吾川 大尾 ｵｵ ナタ子ヤブヱノキノモ ﾅﾀﾈﾔﾌﾞｴﾉｷﾉﾓﾄ
8534 01吾川 大尾 ｵｵ ナタ子ヤブマツノキノ ﾅﾀﾈﾔﾌﾞﾏﾂﾉｷﾉﾓﾄ
8535 01吾川 大尾 ｵｵ ナタ子ヤブタニノアゲ ﾅﾀﾈﾔﾌﾞﾀﾆﾉｱｹﾞ
8536 01吾川 大尾 ｵｵ コヤスババタ ｺﾔｽﾊﾞﾊﾞﾀ
8537 01吾川 大尾 ｵｵ コヤスババタノシモ ｺﾔｽﾊﾞﾊﾞﾀﾉｼﾓ
8538 01吾川 大尾 ｵｵ ハイトコノシタ ﾊｲﾄｺﾉｼﾀ
8539 01吾川 大尾 ｵｵ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
8540 01吾川 大尾 ｵｵ ハイトコタキノクビ ﾊｲﾄｺﾀｷﾉｸﾋﾞ
8541 01吾川 大尾 ｵｵ イタヅリサコスギノモ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺｽｷﾞﾉﾓﾄ
8542 01吾川 大尾 ｵｵ イタヅリサコシモヂノ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺｼﾓｼﾞﾉｶﾐ
8543 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ ヲヲナロサコ ｵｵﾅﾛｻｺ
8544 01吾川 潰溜 ﾂｴﾀﾞﾏﾘ イタヅリサコ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺ
8545 01吾川 大渡 ｵｵﾄﾞ ハゴヱバ ﾊｺﾞｴﾊﾞ
8584 01吾川 土居 ﾄﾞｲ マツノソヲタレ ﾏﾂﾉｿｦﾀﾚ
8585 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 上松ノソヲタレ ｶﾐﾏﾂﾉｿｦﾀﾚ
8615 01吾川 土居 ﾄﾞｲ マルユ ﾏﾙﾕ
8631 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ コヤノモト ｺﾔﾉﾓﾄ
8632 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ オソバダニ ｵｿﾊﾞﾀﾞﾆ
8633 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ミチノウチ ﾐﾁﾉｳﾁ
8634 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ クロタキ ｸﾛﾀｷ
8635 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ タキクビ ﾀｷｸﾋﾞ
8636 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カマノウ子 ｶﾏﾉｳﾈ
8637 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ミゾノトヲ ﾐｿﾞﾉﾄｦ
8638 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ワタリウチ ﾜﾀﾘｳﾁ
8639 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナンマツ ﾅﾝﾏﾂ
8640 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ハリギワラ ﾊﾘｷﾞﾜﾗ
8641 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シタハチモリ ｼﾀﾊﾁﾓﾘ
8642 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ハチモリ ﾊﾁﾓﾘ
8643 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シンヌタ ｼﾝﾇﾀ
8644 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ フエカケイシ ﾌｴｶｹｲｼ
8645 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カラヌタ ｶﾗﾇﾀ
8646 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
8647 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カノオイン ｶﾉｵｲﾝ
8648 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ イブシ ｲﾌﾞｼ
8649 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 長タキ山 ﾅｶﾞﾀｷﾔﾏ
8650 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カミダキ ｶﾐﾀﾞｷ
8651 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナカダキ ﾅｶﾀﾞｷ
8652 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シモダキ ｼﾓﾀﾞｷ
8653 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
8654 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ コバタケ ｺﾊﾞﾀｹ
8655 01吾川 北川 ｷﾀｶﾞﾜ アラサコ ｱﾗｻｺ
9557 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 大ダラギ ｵｵﾀﾞﾗｷ
9558 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 西浦 ﾆｼｳﾗ
9559 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 下タ西浦 ｼﾀﾆｼｳﾗ
9560 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヒルノサコ ﾋﾙﾉｻｺ
9561 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
9562 01吾川 土居 ﾄﾞｲ フルタノモト ﾌﾙﾀﾉﾓﾄ
9563 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
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9564 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中東谷 ﾅｶﾋｶﾞｼﾀﾆ
9565 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コマガウチ上ヱ ｺﾏｶﾞｳﾁｳｴ
9566 01吾川 土居 ﾄﾞｲ コマガウチ ｺﾏｶﾞｳﾁ
9567 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 地蔵ノ上ヱ ｼﾞｿﾞｳﾉｳｴ
9568 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 笠岩 ｶｻｲﾜ
9569 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 穴向 ｱﾅﾑｶｲ
9570 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヘナ ﾍﾅ
9571 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 穴サシデ ｱﾅｻｼﾃﾞ
9572 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 亀瀧 ｶﾒﾀｷ
9573 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 八幡西ノ下タ ﾊﾁﾏﾝﾆｼｼﾀ
9574 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ウバガフツクロ ｳﾊﾞｶﾞﾌﾂｸﾛ
9575 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 八幡畝 ﾊﾁﾏﾝｳﾈ
9576 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中西 ﾅｶﾆｼ
9577 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 佛堂 ﾌﾂﾄﾞｳ
9578 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 大向イ ｵｵﾑｶｲ
9579 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
9580 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 大成川向イ ｵｵﾅﾙｶﾜﾑｶｲ
9581 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 大成川 ｵｵﾅﾙｶﾜ
9582 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ヒキチ ﾋｷﾁ
9583 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中越 ﾅｶｺﾞｼ
9584 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中ワタゼ ﾅｶﾜﾀｾﾞ
9585 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 若宮谷向イ ﾜｶﾐﾔﾀﾆﾑｶｲ
9586 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 中越畝 ﾅｶｺﾞｴｳﾈ
9587 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 宮ノ向イ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
9588 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 宮ノ前奥向イ ﾐﾔﾉﾏｴｵｸﾑｶｲ
9589 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ミツドヲダキ ﾐﾂﾄﾞｳﾀﾞｷ
9590 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
9591 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 東奥畑 ﾋｶﾞｼｵｸﾊﾞﾀ
9592 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 下タ限 ｼﾀｷﾞﾘ
9593 01吾川 土居 ﾄﾞｲ ナベラノ本 ﾅﾍﾞﾗﾉﾓﾄ
9594 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
9595 01吾川 土居 ﾄﾞｲ 若宮谷 ﾜｶﾐﾔﾀﾞﾆ

1 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクカシバタ ｵｸｶｼﾊﾞﾀ
2 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシバタ山 ｶｼﾊﾞﾀﾔﾏ
3 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
4 02池川 大屋 ｵｳﾔ オクカシ山 ｵｸｶｼﾔﾏ
5 02池川 大屋 ｵｳﾔ カバアレ ｶﾊﾞｱﾚ
6 02池川 大屋 ｵｳﾔ ゴス作リ ｺﾞｽﾂﾞｸﾘ
7 02池川 大屋 ｵｳﾔ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
8 02池川 大屋 ｵｳﾔ ツブテガタキ ﾂﾌﾞﾃｶﾞﾀｷ
9 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハヤブサ元 ﾊﾔﾌﾞｻﾓﾄ
10 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハヤブサ ﾊﾔﾌﾞｻ
11 02池川 大屋 ｵｳﾔ イモウ子谷 ｲﾓｳﾈﾀﾞﾆ
12 02池川 大屋 ｵｳﾔ イモウ子 ｲﾓｳﾈ
13 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北イモ畝 ｷﾀｲﾓｳﾈ
14 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
15 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北西谷 ｷﾀﾆｼﾀﾆ
16 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東谷 ﾋｶｼﾀﾆ
17 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下モ西谷 ｼﾓﾆｼﾀﾆ
18 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上西谷 ｶﾐﾆｼﾀﾆ
19 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ノ谷 ｷﾀﾉﾀﾆ
20 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ノ谷山 ﾆｼﾉﾀﾆﾔﾏ
21 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ノタキ ﾆｼﾉﾀｷ
22 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ノタキ ﾋｶﾞｼﾉﾀｷ
23 02池川 大屋 ｵｳﾔ チョシ ﾁｮｼ
24 02池川 大屋 ｵｳﾔ マルバタケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
25 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナカモリ ﾅｶﾓﾘ
26 02池川 大屋 ｵｳﾔ 杉ノ藪 ｽｷﾞﾉﾔﾌﾞ
27 02池川 大屋 ｵｳﾔ シキヂ ｼｷﾁﾞ
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28 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北シキヂ ｷﾀｼｷﾁﾞ
29 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西シキ地 ﾆｼｼｷｼﾞ
30 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東シキ地 ﾋｶｼｼｷｼﾞ
31 02池川 大屋 ｵｳﾔ シキチ山 ｼｷﾁﾔﾏ
32 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南シキチ山 ﾐﾅﾐｼｷﾁﾔﾏ
33 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西シキチ山 ﾆｼｼｷﾁﾔﾏ
34 02池川 大屋 ｵｳﾔ シキチ谷 ｼｷﾁﾀﾆ
35 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東シキチ谷 ﾋｶﾞｼｼｷﾁﾀﾆ
36 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南シキチ谷 ﾐﾅﾐｼｷﾁﾀﾞﾆ
37 02池川 大屋 ｵｳﾔ 若山ハタ ﾜｶﾔﾏﾊﾀ
38 02池川 大屋 ｵｳﾔ 奥若山ハタ ｵｸﾜｶﾔﾏﾊﾀ
39 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヲナロ山 ｺｳﾅﾛﾔﾏ
40 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヲナロ畝 ｺｳﾅﾛｳﾈ
41 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西コヲナロ畝 ﾆｼｺｳﾅﾛｳﾈ
42 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東コヲナロ畝 ﾋｶﾞｼｺｳﾅﾛｳﾈ
43 02池川 大屋 ｵｳﾔ キタウラ ｷﾀｳﾗ
44 02池川 大屋 ｵｳﾔ サルダニ ｻﾙﾀﾞﾆ
45 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下モ日浦 ｼﾓﾋｳﾗ
46 02池川 大屋 ｵｳﾔ サコバタ ｻｺﾊﾞﾀ
47 02池川 大屋 ｵｳﾔ 奥日浦 ｵｸﾋｳﾗ
48 02池川 大屋 ｵｳﾔ 矢筈 ﾔｽﾊﾞ
49 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下モソエ谷山 ｼﾓｿｴﾀﾆﾔﾏ
50 02池川 大屋 ｵｳﾔ ソエ谷山上 ｿｴﾀﾆﾔﾏｳｴ
51 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸林 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ
52 02池川 大屋 ｵｳﾔ 括リ関山 ｸｸﾞﾘｾｷﾔﾏ
53 02池川 大屋 ｵｳﾔ 弘澤谷山 ﾋﾛｻﾜﾀﾞﾆﾔﾏ
54 02池川 大屋 ｵｳﾔ 若山谷口両平山 ﾜｶﾔﾏﾀﾆｸﾞﾁﾘｮｳﾋﾗﾔﾏ
55 02池川 大屋 ｵｳﾔ 揚リ畝山 ｱｶﾞﾘｳﾈﾔﾏ
56 02池川 大屋 ｵｳﾔ カノウキ山 ｶﾉｳｷﾔﾏ
57 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西畝山 ﾆｼｳﾈﾔﾏ
58 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒシリ山 ﾋｼﾘﾔﾏ
59 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東畝山 ﾋｶﾞｼｳﾈﾔﾏ
60 02池川 大屋 ｵｳﾔ ツヅラ山 ﾂﾂﾞﾗﾔﾏ
61 02池川 大屋 ｵｳﾔ 地引畝山 ｼﾞﾋﾞｷｳﾈﾔﾏ
62 02池川 大屋 ｵｳﾔ 通畝山 ﾄｵﾘｳﾈﾔﾏ
63 02池川 大屋 ｵｳﾔ 安居山 ﾔｽｲﾔﾏ
64 02池川 大屋 ｵｳﾔ 日浦山 ﾋｳﾗﾔﾏ
65 02池川 大屋 ｵｳﾔ 唐谷山 ｶﾗﾀﾆﾔﾏ
66 02池川 大屋 ｵｳﾔ タキノウネ ﾀｷﾉｳﾈ
67 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガヲ ﾅｶﾞｵ

1154 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヲリド ｵﾘﾄﾞ
1155 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 丸林 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ
3435 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヂクノキサコ ﾁﾞｸﾉｷｻｺ
3436 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヲヲタル ｵｵﾀﾙ
3437 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ マツシタ ﾏﾂｼﾀ
3438 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ シシノイワヤ ｼｼﾉｲﾜﾔ
3439 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ サルアソビ ｻﾙｱｿﾋﾞ
3440 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カミクミコヲヂ ｶﾐｸﾐｺｦﾁﾞ
3441 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カミコヤカタニ ｶﾐｺﾔｶﾀﾆ
3442 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ナナツイシ ﾅﾅﾂｲｼ
3443 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ミツタキ ﾐﾂﾀｷ
3444 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヲヲナロ ｵｵﾅﾛ
3445 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ウト ｳﾄ
3446 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヨツツシ ﾖﾂﾂｼ
3447 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
3448 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｦ
3449 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ナベラダニ ﾅﾍﾞﾗﾀﾞﾆ
3450 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ シャセフケンバ ｼｬｾﾌｹﾝﾊﾞ
3451 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カヂバタ ｶﾁﾞﾊﾞﾀ
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3452 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
3453 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カラカイ ｶﾗｶｲ
3454 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ テラサカ ﾃﾗｻｶ
3455 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ イノカウネ ｲﾉｶｳﾈ
3456 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ケゴヤダニ ｹｺﾞﾔﾀﾞﾆ
3457 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヒツコエ ﾋﾂｺｴ
3458 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
3459 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
3460 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ シダ ｼﾀﾞ
3461 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ウントコウ子 ｳﾝﾄｺｳﾈ
3462 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ケコヤノムカイ ｹｺﾔﾉﾑｶｲ
3463 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カニゼ ｶﾆｾﾞ
3464 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ タノウエ ﾀﾉｳｴ
3465 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヒウガジリ ﾋｳｶﾞｼﾞﾘ
3466 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヒウラ ﾋｳﾗ
3467 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヨコウ子 ﾖｺｳﾈ
3468 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ナロ ﾅﾛ
3469 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ウルシガサコ ｳﾙｼｶﾞｻｺ
3470 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ キタウラ ｷﾀｳﾗ
3471 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ マエダ ﾏｴﾀﾞ
3472 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3473 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ タニノムカイ ﾀﾆﾉﾑｶｲ
3474 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
3475 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ヲクダニ ｵｸﾀﾞﾆ
3476 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ カラストマリ ｶﾗｽﾄﾏﾘ
3477 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ 大ヤブ道ノ上 ｵｵﾔﾌﾞﾐﾁﾉｳｴ
3478 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
3479 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ ゴミ ｺﾞﾐ
3480 02池川 北浦 ｷﾀｳﾗ リョヲチ ﾘｮｳﾁ
3481 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ キタノヂダ ｷﾀﾉｼﾞﾀﾞ
3482 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ソヲヅサカ ｿｦﾂﾞｻｶ
3483 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 松ノソヲタ井上 ﾏﾂﾉｿｳﾀｲﾉｳｴ
3484 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤナギガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
3485 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ケヤケガサコ ｹﾔｹｶﾞｻｺ
3486 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上タカヤブ ｳｴﾀｶﾔﾌﾞ
3487 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下タカヤブ ｼﾓﾀｶﾔﾌﾞ
3488 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ヘキタノチダ ｳｴﾍｷﾀﾉﾁﾀﾞ
3489 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ソワシリ田 ｿﾜｼﾘﾃﾞﾝ
3490 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 谷口ノ向イ ﾀﾆｸﾞﾁﾉﾑｶｲ
3491 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イナキガトヲ ｲﾅｷｶﾞﾄｵ
3492 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴヲダイ ｺﾞｦﾀﾞｲ
3493 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西ゴヲダイ ﾆｼｺﾞｳﾀﾞｲ
3494 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ フルハタ ﾌﾙﾊﾀ
3495 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 東アミノコヲ ﾋｶﾞｼｱﾐﾉｺｳ
3496 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 赤松畝子 ｱｶﾏﾂｳﾈ
3497 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カゲ山 ｶｹﾞﾔﾏ
3498 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アミノコヲ ｱﾐﾉｺｳ
3499 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロカキ ｸﾛｶｷ
3500 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲクヲヲノヂ ｵｸｵｵﾉｼﾞ
3501 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カクゼンガウチ ｶｸｾﾞﾝｶﾞｳﾁ
3502 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
3503 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ユルギ石 ﾕﾙｷﾞｲｼ
3504 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカゾ田 ﾅｶｿﾞﾀ
3505 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴロヨヱモン地 ｺﾞﾛﾖｴﾓﾝｼﾞ
3506 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニヲク ﾀﾆｦｸ
3507 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニグチ ﾀﾆｸﾞﾁ
3508 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 向イゴミ ﾑｶｲｺﾞﾐ
3509 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲソバ ｵｿﾊﾞ
3510 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ムカイゴミノ西 ﾑｶｲｺﾞﾐﾉﾆｼ
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3511 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ムカイゴミノ北 ﾑｶｲｺﾞﾐﾉｷﾀ
3512 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲナロ ｵｵﾅﾛ
3513 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 北ヲヲナロ ｷﾀｵｵﾅﾛ
3514 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 南ヲヲナロ ﾐﾅﾐｵｵﾅﾛ
3515 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ハザコ ﾊｻﾞｺ
3516 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西ハザコ ﾆｼﾊｻﾞｺ
3517 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ハハザコ ｳﾜﾊｻﾞｺ
3518 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
3519 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西トビノス ﾆｼﾄﾋﾞﾉｽ
3520 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 北トビノス ｷﾀﾄﾋﾞﾉｽ
3521 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 東トビノス ﾋｶﾞｼﾄﾋﾞﾉｽ
3522 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トビノスサコ ﾄﾋﾞﾉｽｻｺ
3523 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上マロト ｳｴﾏﾛﾄ
3524 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 北ノヒラ ｷﾀﾉﾋﾗ
3525 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ミヤノサコ ﾐﾔﾉｻｺ
3526 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下タミヅフ子 ｼﾀﾐﾂﾞﾌﾈ
3527 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下タイシガウチ ｼﾀｲｼｶﾞｳﾁ
3528 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中イシガウチ ﾅｶｲｼｶﾞｳﾁ
3529 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西ノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
3530 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イシガウチ ｲｼｶﾞｳﾁ
3531 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
3532 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ミヅフ子 ｶﾐﾂﾞﾌﾈ
3533 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中ミヅフ子 ﾅｶﾐﾂﾞﾌﾈ
3534 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ソハシリノ南 ｿﾊｼﾘﾉﾐﾅﾐ
3535 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロトコノ西ヒラ ｸﾛﾄｺﾉﾆｼﾋﾗ
3536 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イナキガウ子 ｲﾅｷｶﾞｳﾈ
3537 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴミダ ｺﾞﾐﾀﾞ
3538 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シタクロトコ ｼﾀｸﾛﾄｺ
3539 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロトコ ｸﾛﾄｺ
3540 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上クロトコ ｳｴｸﾛﾄｺ
3541 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カミノタキ ｶﾐﾉﾀｷ
3542 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ソバジリ ｿﾊﾞｼﾞﾘ
3543 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲノヂ ｵｵﾉｼﾞ
3544 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コダヲ ｺﾀﾞｦ
3545 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲツエ ｵｵﾂｴ
3546 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タルヤマ ﾀﾙﾔﾏ
3547 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
3548 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イチマイナベラ ｲﾁﾏｲﾅﾍﾞﾗ
3549 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下ホコイシ ｼﾓﾎｺｲｼ
3550 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲカゴヤ ｵｶｺﾞﾔ
3551 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ホコイシ ｳｴﾎｺｲｼ
3552 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トヤダニ ﾄﾔﾀﾞﾆ
3553 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ フヂイシ ﾌｼﾞｲｼ
3554 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ノノシリ ﾉﾉｼﾘ
3555 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ モギアレ ﾓｷﾞｱﾚ
3556 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クニングミ ｸﾆﾝｸﾞﾐ
3557 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲモタニ ｵﾓﾀﾆ
3558 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
3559 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ミョウトイシ ﾐｮｳﾄｲｼ
3560 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イノノモト ｲﾉﾉﾓﾄ
3561 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヨイチバタ ﾖｲﾁﾊﾞﾀ
3562 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ サザレ ｻｻﾞﾚ
3563 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロスダニ東ヂ ｸﾛｽﾀﾞﾆﾋｶﾞｼｼﾞ
3564 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イタノウ子 ｲﾀﾉｳﾈ
3565 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
3566 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カミヤシキノ下 ｶﾐﾔｼｷﾉｼﾀ
3567 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
3568 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アミダザカ ｱﾐﾀﾞｻﾞｶ
3569 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤスシロ ﾔｽｼﾛ
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3570 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マツギイシ ﾏﾂｷﾞｲｼ
3571 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3572 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シモマロヲト ｼﾓﾏﾛｦﾄ
3573 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒウカシリ ﾋｳｶｼﾘ
3574 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ヒウガジリ ｶﾐﾋｳｶﾞｼﾞﾘ
3575 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒウガジリ東ヒラ ﾋｳｶﾞｼﾞﾘﾋｶﾞｼﾋﾗ
3576 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シモダバヤシキ ｼﾓﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
3577 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カヂヤトコ ｶﾁﾞﾔﾄｺ
3578 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 七田ノ上 ﾅﾅﾀﾉｶﾐ
3579 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シチダ ｼﾁﾀﾞ
3580 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ インキョヤシキ ｲﾝｷｮﾔｼｷ
3581 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ デクチノ北 ﾃﾞｸﾁﾉｷﾀ
3582 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ デグチ ﾃﾞｸﾞﾁ
3583 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ベニウド入口 ﾍﾞﾆｳﾄﾞｲﾘｸﾞﾁ
3584 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マルトヤマ ﾏﾙﾄﾔﾏ
3585 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ フルナバラ ﾌﾙﾅﾊﾞﾗ
3586 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ フルナバラ東路 ﾌﾙﾅﾊﾞﾗﾋｶﾞｼﾐﾁ
3587 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲイシガミ ｵｵｲｼｶﾞﾐ
3588 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コホヲガモリ ｺﾎｵｶﾞﾓﾘ
3589 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ベニウド ﾍﾞﾆｳﾄﾞ
3590 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中ベニウド ﾅｶﾍﾞﾆｳﾄﾞ
3591 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ベニウド ｳｴﾍﾞﾆｳﾄﾞ
3592 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ノヂヤスバノ下 ﾉｼﾞﾔｽﾊﾞﾉｼﾓ
3593 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロウバウ ｸﾛｳﾊﾞｳ
3594 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クスノキザコ ｸｽﾉｷｻﾞｺ
3595 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤスジロヲ ﾔｽｼﾞﾛｳ
3596 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ツエダニ ﾂｴﾀﾞﾆ
3597 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下イノタニ ｼﾓｲﾉﾀﾆ
3598 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中イノタニ ﾅｶｲﾉﾀﾆ
3599 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上イノタニ ｳｴｲﾉﾀﾆ
3600 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ワラビヲヲ ﾜﾗﾋﾞｵｳ
3601 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カガミナロ ｶｶﾞﾐﾅﾛ
3602 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ガンノトマリ ｶﾞﾝﾉﾄﾏﾘ
3603 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下カガミナロ ｼﾓｶｶﾞﾐﾅﾛ
3604 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロイシ東路 ｸﾛｲｼﾋｶﾞｼｼﾞ
3605 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロ石東 ｸﾛｲｼﾋｶﾞｼ
3606 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロイシ ｸﾛｲｼ
3607 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 子ゴロガウチ ﾈｺﾞﾛｶﾞｳﾁ
3608 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イワヤガサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
3609 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クズワラノヂ ｸｽﾞﾜﾗﾉﾁﾞ
3610 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ヤマクビノ地 ｶﾐﾔﾏｸﾋﾞﾉﾁ
3611 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ヤマクビ ｶﾐﾔﾏｸﾋﾞ
3612 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 子ザサ ﾈｻﾞｻ
3613 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クズワラ ｸｽﾞﾜﾗ
3614 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下クズワラ ｼﾓｸｽﾞﾜﾗ
3615 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒトクラダキノ西ヂ ﾋﾄｸﾗﾀﾞｷﾉﾆｼﾁﾞ
3616 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タシロノ北 ﾀｼﾛﾉｷﾀ
3617 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タシロノ西 ﾀｼﾛﾉﾆｼ
3618 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ムカイトリゴヱ ﾑｶｲﾄﾘｺﾞｴ
3619 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西ヤマクビ ﾆｼﾔﾏｸﾋﾞ
3620 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤマクビ ﾔﾏｸﾋﾞ
3621 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上一ノ谷 ｳｴｲﾁﾉﾀﾆ
3622 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
3623 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
3624 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒラノヤシキ ﾋﾗﾉﾔｼｷ
3625 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クタイノ西路 ｸﾀｲﾉﾆｼｼﾞ
3626 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タシロ谷ノ西 ﾀｼﾛﾀﾞﾆﾉﾆｼ
3627 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シンヤウ子 ｼﾝﾔｳﾈ
3628 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アタラシヤシキ ｱﾀﾗｼﾔｼｷ
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3629 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
3630 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ スギノ宮 ｽｷﾞﾉﾐﾔ
3631 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トイヤダニ ﾄｲﾔﾀﾞﾆ
3632 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヂクノキ畝 ﾁﾞｸﾉｷｳﾈ
3633 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シミズサコ ｼﾐｽﾞｻｺ
3634 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シミヅタニ ｼﾐﾂﾞﾀﾆ
3635 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ミヤガナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
3636 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヨシザイゴヤシ ﾖｼｻﾞｲｺﾞﾔｼ
3637 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤマシタコヤシ ﾔﾏｼﾀｺﾔｼ
3638 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西クボヤシキ ﾆｼｸﾎﾞﾔｼｷ
3639 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マトバヤシキ ﾏﾄﾊﾞﾔｼｷ
3640 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカニシヤシキ ﾅｶﾆｼﾔｼｷ
3641 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タブセダニ ﾀﾌﾞｾﾀﾞﾆ
3642 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤマモトヤシキ ﾔﾏﾓﾄﾔｼｷ
3643 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒノクチヤシキマエ ﾋﾉｸﾁﾔｼｷﾏｴ
3644 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
3645 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ サカヤシキ ｻｶﾔｼｷ
3646 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ サカノ北 ｻｶﾉｷﾀ
3647 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ サカノ上 ｻｶﾉｳｴ
3648 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニゴヤシ ﾀﾆｺﾞﾔｼ
3649 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲクダニヤシキ ｵｸﾀﾞﾆﾔｼｷ
3650 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コヲセンジノ上 ｺｦｾﾝｼﾞﾉｳｴ
3651 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ニシウラ ﾆｼｳﾗ
3652 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ニシウラ ｶﾐﾆｼｳﾗ
3653 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イチノマブノ東 ｲﾁﾉﾏﾌﾞﾉﾋｶﾞｼ
3654 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲクタニ北ナロ ｵｸﾀﾆｷﾀﾅﾛ
3655 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シシバサカノ西 ｼｼﾊﾞｻｶﾉﾆｼ
3656 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シシバサカノ西ヒラ ｼｼﾊﾞｻｶﾉﾆｼﾋﾗ
3657 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シモタカキノトヲ ｼﾓﾀｶｷﾉﾄｦ
3658 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カキノトヲ ｶｷﾉﾄｳ
3659 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コヲレバタ ｺｳﾚﾊﾞﾀ
3660 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカイドベウ ﾅｶｲﾄﾞﾍﾞｳ
3661 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下イトビョウ ｼﾓｲﾄﾋﾞｮｳ
3662 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカゴヤスバノ下 ﾅｶｺﾞﾔｽﾊﾞﾉｼﾓ
3663 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ チョジャグチ ﾁｮｼﾞｬｸﾞﾁ
3664 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上イトビョウ ｶﾐｲﾄﾋﾞｮｳ
3665 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカカキノトヲ ﾅｶｶｷﾉﾄｳ
3666 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニヲクノ東路 ﾀﾆｦｸﾉﾋｶﾞｼﾐﾁ
3667 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 東タニヲク ﾋｶﾞｼﾀﾆｵｸ
3668 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ウハカキノトウ ｳﾜｶｷﾉﾄｳ
3669 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲマガリ ｵｵﾏｶﾞﾘ
3670 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コシカケノ東 ｺｼｶｹﾉﾋｶﾞｼ
3671 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コシカケ ｺｼｶｹ
3672 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒトクラダキ ﾋﾄｸﾗﾀﾞｷ
3673 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヒトクラダキノ北 ﾋﾄｸﾗﾀﾞｷﾉｷﾀ
3674 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ウメノキゼ ｳﾒﾉｷｾﾞ
3675 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下ヲヲヒラ ｼﾓｦｦﾋﾗ
3676 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲマガリノ西 ｵｵﾏｶﾞﾘﾉﾆｼ
3677 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ヲヲヒラ ｳｴｦｦﾋﾗ
3678 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アヤノキウ子 ｱﾔﾉｷｳﾈ
3679 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下ミツヲヲ ｼﾓﾐﾂｦｦ
3680 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上クズワラ ｶﾐｸｽﾞﾜﾗ
3681 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中ミツヲヲ ﾅｶﾐﾂｵｵ
3682 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 子ゴロガウチ東路 ﾈｺﾞﾛｶﾞｳﾁﾋｶﾞｼｼﾞ
3683 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ミツヲヲ ｳｴﾐﾂｦｦ
3684 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 東ミツヲヲ ﾋｶﾞｼﾐﾂｵｳ
3685 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ミツヲヲ ﾐﾂｵｳ
3686 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 子ナガ ﾈﾅｶﾞ
3687 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲンヂ下ナロ ｵﾝﾁﾞｼﾓﾅﾛ
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3688 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西イシガキ ﾆｼｲｼｶﾞｷ
3689 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヌタガナロ ﾇﾀｶﾞﾅﾛ
3690 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 石神山 ｲｼｶﾐﾔﾏ
3691 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ムカイ石神山 ﾑｶｲｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
3692 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 石神山ノ下 ｲｼｶﾐﾔﾏﾉｼﾀ
3693 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ホトケガヲカ ﾎﾄｹｶﾞｵｶ
3694 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シチホンガツラ ｼﾁﾎﾝｶﾞﾂﾗ
3695 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロヲ ｸﾛｦ
3696 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コダキ ｺﾀﾞｷ
3697 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下モクロウ ｼﾓｸﾛｳ
3698 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ テバシ ﾃﾊﾞｼ
3699 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上クロヲ ｶﾐｸﾛｦ
3700 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロヲノニシ ｸﾛｦﾉﾆｼ
3701 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シロイガナロ ｼﾛｲｶﾞﾅﾛ
3702 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
3703 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカゾノ上 ﾅｶｿﾞﾉｶﾐ
3704 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
3705 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ スズ ｽｽﾞ
3706 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
3707 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ グイミガサコ ｸﾞｲﾐｶﾞｻｺ
3708 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トヲヤマ ﾄｵﾔﾏ
3709 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ トヲヤマ東 ﾄｦﾔﾏﾋｶﾞｼ
3710 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下クイミガサコ ｼﾓｸｲﾐｶﾞｻｺ
3711 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クルミノムカイ ｸﾙﾐﾉﾑｶｲ
3712 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ワタヲチ ﾜﾀｵﾁ
3713 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イデムカイ ｲﾃﾞﾑｶｲ
3714 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イデムカイノ上ヂ ｲﾃﾞﾑｶｲﾉｶﾐﾁﾞ
3715 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
3716 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イデ ｲﾃﾞ
3717 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シンタクヤシキ ｼﾝﾀｸﾔｼｷ
3718 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イエノシタ ｲｴﾉｼﾀ
3719 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ
3720 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カキノキダン ｶｷﾉｷﾀﾞﾝ
3721 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
3722 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 宮ノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ
3723 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シロカヂ ｼﾛｶﾁﾞ
3724 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 宮ノ南 ﾐﾔﾉﾐﾅﾐ
3725 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ツエ ﾂｴ
3726 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 北テバシ ｷﾀﾃﾊﾞｼ
3727 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上マキノウチ ｶﾐﾏｷﾉｳﾁ
3728 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下クヅレ ｼﾓｸﾂﾞﾚ
3729 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クヅレノ北 ｸﾂﾞﾚﾉｷﾀ
3730 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クモノフチ ｸﾓﾉﾌﾁ
3731 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クヅレノシタ ｸﾂﾞﾚﾉｼﾀ
3732 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中マキノウチ ﾅｶﾏｷﾉｳﾁ
3733 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シタマキノウチ ｼﾀﾏｷﾉｳﾁ
3734 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シウダキ ｼｳﾀﾞｷ
3735 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
3736 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クヅレタバ ｸﾂﾞﾚﾀﾊﾞ
3737 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
3738 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下サガバタ ｼﾓｻｶﾞﾊﾞﾀ
3739 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中サガバタ ﾅｶｻｶﾞﾊﾞﾀ
3740 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ロクロウギ ﾛｸﾛｳｷﾞ
3741 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ロクロウギ ｶﾐﾛｸﾛｳｷﾞ
3742 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲヲハカ ｵｵﾊｶ
3743 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
3744 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナジリカゲノ下 ﾅｼﾞﾘｶｹﾞﾉｼﾓ
3745 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ショウタイヤスバノ下 ｼｮｳﾀｲﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
3746 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナジリ ﾅｼﾞﾘ
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3747 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ショウタイヤスバ ｼｮｳﾀｲﾔｽﾊﾞ
3748 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ミナミ谷 ｶﾐﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
3749 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中南谷 ﾅｶﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
3750 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
3751 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 井ノ上 ｲﾉｳｴ
3752 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 赤藪 ｱｶﾔﾌﾞ
3753 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ロクロウキ谷 ﾛｸﾛｳｷﾀﾞﾆ
3754 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 赤藪ヤシキ ｱｶﾔﾌﾞﾔｼｷ
3755 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 大道 ｵｵﾐﾁ
3756 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ユミ木畝 ﾕﾐｷｳﾈ
3757 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
3758 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲロバエ ｵﾛﾊﾞｴ
3759 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 下ショウタイ ｼﾓｼｮｳﾀｲ
3760 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 中ショウタイ ﾅｶｼｮｳﾀｲ
3761 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上ショウタイ ｶﾐｼｮｳﾀｲ
3762 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上クロガイ ｶﾐｸﾛｶﾞｲ
3763 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ シタクロガイ ｼﾀｸﾛｶﾞｲ
3764 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴヲザコ日浦 ｺﾞｦｻﾞｺﾋｳﾗ
3765 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴヲザコカゲ ｺﾞｦｻﾞｺｶｹﾞ
3766 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ キノセ ｷﾉｾ
3767 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マツノソヲタレ ﾏﾂﾉｿｳﾀﾚ
3768 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上松ノソヲタレ ｳｴﾏﾂﾉｿｦﾀﾚ
3769 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マルユ ﾏﾙﾕ
3770 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イチゴヲ ｲﾁｺﾞｦ
3771 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 谷口バタ ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
3772 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 上谷口バタ ｶﾐﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
3773 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 南ヲモヤダニ ﾐﾅﾐｵﾓﾔﾀﾞﾆ
3774 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 西ヲモヤ谷 ﾆｼｵﾓﾔﾀﾞﾆ
3775 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲモヤ谷 ｵﾓﾔﾀﾞﾆ
3776 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ 北ヲモヤ谷 ｷﾀｵﾓﾔﾀﾞﾆ
3777 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ツボヲイ ﾂﾎﾞｦｲ
3778 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ロクロヲキ ﾛｸﾛｦｷ
3779 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニワキ ﾀﾆﾜｷ
3780 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヌスビトイシ ﾇｽﾋﾞﾄｲｼ
3781 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
3782 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲコゼイシ ｦｺｾﾞｲｼ
3783 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ロクロキ ﾛｸﾛｷ
3784 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 前田 ﾏｴﾀﾞ
3785 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 岩丸畑 ｲﾜﾏﾙﾊﾞﾀｹ
3786 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヒラキ ﾋﾗｷ
3787 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヨシウ ﾖｼｳ
3788 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 源五郎打 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳｳﾁ
3789 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヲク谷 ｵｸﾀﾞﾆ
3790 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ エバノムカイ ｴﾊﾞﾉﾑｶｲ
3791 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 馬地 ｳﾏｼﾞ
3792 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
3793 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ マツワラ ﾏﾂﾜﾗ
3794 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
3795 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イノ原 ｲﾉﾊﾗ
3796 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヱバハタ ｴﾊﾞﾊﾞﾀ
3797 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ショゼンバタ ｼｮｾﾞﾝﾊﾞﾀ
3798 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ホコイシ ﾎｺｲｼ
3799 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヲモヂ ｵﾓﾁﾞ
3800 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イツチイザコ ｲﾂﾁｲｻﾞｺ
3801 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ タケガサコ ﾀｹｶﾞｻｺ
3802 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 高知越エ ｺｳﾁｺﾞｴ
3803 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヨコケンバ ﾖｺｹﾝﾊﾞ
3804 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ クロタキ ｸﾛﾀｷ
3805 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 大ケタ ｵｵｹﾀ
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3806 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ユヅリガタヲ ﾕｽﾞﾘｶﾞﾀｵ
3807 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
3808 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ キリガタヲ ｷﾘｶﾞﾀｦ
3809 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
3810 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ウツボザコ ｳﾂﾎﾞｻﾞｺ
3811 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
3812 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ サライシ ｻﾗｲｼ
3813 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ サライシノカゲ ｻﾗｲｼﾉｶｹﾞ
3814 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イノガハナ ｲﾉｶﾞﾊﾅ
3815 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イノガサコ ｲﾉｶﾞｻｺ
3816 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
3817 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ カツ子ガサコ ｶﾂﾈｶﾞｻｺ
3818 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヤスバウ子 ﾔｽﾊﾞｳﾈ
3819 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 水タマリ石 ﾐｽﾞﾀﾏﾘｲｼ
3820 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 辻ノ石 ﾂｼﾞﾉｲｼ
3821 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ゴミ山 ｺﾞﾐﾔﾏ
3822 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナカダキ ﾅｶﾀﾞｷ
3823 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ トビノスハリ ﾄﾋﾞﾉｽﾊﾘ
3824 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ テバシ ﾃﾊﾞｼ
3825 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ サキダバ ｻｷﾀﾞﾊﾞ
3826 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヒジリ山 ﾋｼﾞﾘﾔﾏ
3827 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 上有實 ｶﾐｱﾘｻﾞﾈ
3828 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
3829 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヲヲシタ ｵｵｼﾀ
3830 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ コモリ ｺﾓﾘ
3831 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 田向 ﾀﾑｶｲ
3832 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 赤坂 ｱｶｻｶ
3833 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 下有實 ｼﾓｱﾘｻﾞﾈ
3834 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 奥ノ宇子 ｵｸﾉｳﾈ
3835 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シシバサカ ｼｼﾊﾞｻｶ
3836 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ アキ山 ｱｷﾔﾏ
3837 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イトヒョウ ｲﾄﾋｮｳ
3838 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ バリタニ ﾊﾞﾘﾀﾆ
3839 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ タルノ上エ ﾀﾙﾉｳｴ
3840 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ クシゲ ｸｼｹﾞ
3841 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヤナゼヲク ﾔﾅｾﾞｵｸ
3842 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シンドヲガタキ ｼﾝﾄﾞｳｶﾞﾀｷ
3843 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヤスバ下タ ﾔｽﾊﾞｼﾀ
3844 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナカゴヤ ﾅｶｺﾞﾔ
3845 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シデノヒラ ｼﾃﾞﾉﾋﾗ
3846 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 上シデノヒラ ｶﾐｼﾃﾞﾉﾋﾗ
3847 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ タヌキザコ ﾀﾇｷｻﾞｺ
3848 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ドヲノウ子 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
3849 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 堂トコ ﾄﾞｳﾄｺ
3850 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヲヲヤスバ ｵｵﾔｽﾊﾞ
3851 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ チョジャクチ ﾁｮｼﾞｬｸﾁ
3852 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ エノキガサコ ｴﾉｷｶﾞｻｺ
3853 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 丸畑 ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
3854 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ クロトコ ｸﾛﾄｺ
3855 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ トンシガトヲ ﾄﾝｼｶﾞﾄｦ
3856 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ フナクボ ﾌﾅｸﾎﾞ
3857 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 上フドヲタ゛キ ｳｴﾌﾄﾞｳﾀｷ
3858 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
3859 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナベラウ子 ﾅﾍﾞﾗｳﾈ
3860 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ドヲ子リ ﾄﾞｳﾈﾘ
3861 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ キノセ ｷﾉｾ
3862 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 大西大ツエ ｵｵﾆｼｵｵﾂｴ
3863 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
3864 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ イモクシタニ ｲﾓｸｼﾀﾆ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 75/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

3865 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ コダルイナキトコ ｺﾀﾞﾙｲﾅｷﾄｺ
3866 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シンエガサコ ｼﾝｴｶﾞｻｺ
3867 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 上ハゴヤ ｳﾊｺﾞﾔ
3868 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ カナラシ ｶﾅﾗｼ
3869 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シラヒゲ ｼﾗﾋｹﾞ
3870 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナベラタニ ﾅﾍﾞﾗﾀﾆ
3871 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ コミヤマ ｺﾐﾔﾏ
3872 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヤマカキ ﾔﾏｶｷ
3873 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 北クシゲ ｷﾀｸｼｹﾞ
3874 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ シテガヒラ ｼﾃｶﾞﾋﾗ
3875 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
3876 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ カシノキダニ ｶｼﾉｷﾀﾞﾆ
3877 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ コヲレハタ ｺｦﾚﾊﾀ
3878 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ 上ヨシウ ｶﾐﾖｼｳ
3879 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ナガフチノキタ ﾅｶﾞﾌﾁﾉｷﾀ
3880 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ コモリハタ ｺﾓﾘﾊﾀ
3881 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ミナミハタ ﾐﾅﾐﾊﾀ
3882 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ フドヲタキ ﾌﾄﾞｦﾀｷ
3883 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ テラサカ ﾃﾗｻｶ
3884 02池川 岩丸 ｲﾜﾏﾙ ススレタキ ｽｽﾚﾀｷ
3885 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ
3886 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3887 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北中山 ｷﾀﾅｶﾔﾏ
3888 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 和田 ﾜﾀﾞ
3889 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北和田 ｷﾀﾜﾀﾞ
3890 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
3891 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 川内東地 ｶﾜｳﾁﾋｶﾞｼｼﾞ
3892 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 南畑 ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ
3893 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ カケナル ｶｹﾅﾙ
3894 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 川内上ミ東地 ｶﾜｳﾁｶﾐﾋｶﾞｼｼﾞ
3895 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 佛堂 ﾌﾂﾄﾞｳ
3896 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
3897 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ シンミチヤマ ｼﾝﾐﾁﾔﾏ
3898 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ タニヲク ﾀﾆｵｸ
3899 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
3900 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 引地 ﾋｷﾁ
3901 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上引地 ｶﾐﾋｷﾁ
3902 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
3903 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 引地山 ﾋｷﾁﾔﾏ
3904 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 立山 ﾀﾁﾔﾏ
3905 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ立山 ｼﾀﾀﾃﾔﾏ
3906 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ハヱノ下タ ﾊｴﾉｼﾀ
3907 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ カヂヤウヱバノ上ヱ ｶｼﾞﾔｳｴﾊﾞﾉｳｴ
3908 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下モドウホウノ上ヱ ｼﾓﾄﾞｳﾎｳﾉｳｴ
3909 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ミドウホウノ上エ ｶﾐﾄﾞｳﾎｳﾉｳｴ
3910 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下モ一ノ谷 ｼﾓｲﾁﾉﾀﾆ
3911 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
3912 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ヱ一ノ谷 ｳｴｲﾁﾉﾀﾆ
3913 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下モ扇畑 ｼﾓｵｳｷﾞﾊﾞﾀ
3914 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 黒石 ｸﾛｲｼ
3915 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 犬帰リ ｲﾇｶｴﾘ
3916 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ヒロソウ ﾋﾛｿｳ
3917 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下モ渡瀬渕ノ上 ｼﾓﾄｾﾌﾞﾁﾉｳｴ
3918 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ トビ渡瀬渕ノ上 ﾄﾋﾞﾄｾﾌﾞﾁﾉｶﾐ
3919 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 奥ヒロソウ ｵｸﾋﾛｿｳ
3920 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 板橋 ｲﾀﾊﾞｼ
3921 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ミイヌガヘリ ｶﾐｲﾇｶﾞｴﾘ
3922 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 東黒石 ﾋｶﾞｼｸﾛｲｼ
3923 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ミ扇畑 ｶﾐｵｳｷﾞﾊﾞﾀ
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3924 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ユリワリ ﾕﾘﾜﾘ
3925 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 日浦畑 ﾋｳﾗﾊﾞﾀ
3926 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 中日浦畑 ﾅｶﾋｳﾗﾊﾞﾀ
3927 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ日浦畑 ｼﾀﾋﾗｳﾊﾞﾀ
3928 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 呼石 ﾖﾋﾞｲｼ
3929 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 大渕ノ上 ｵｵﾌﾞﾁﾉｳｴ
3930 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ヒトツウチ ﾋﾄﾂｳﾁ
3931 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 日ノ地ヒロソヲ ﾋﾉﾁﾋﾛｿｳ
3932 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サカヤフ ｻｶﾔﾌ
3933 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 野地 ﾉｼﾞ
3934 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ウノス ｳﾉｽ
3935 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 中ウノス ﾅｶｳﾉｽ
3936 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 石ヲトリ ｲｼｦﾄﾘ
3937 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ フタコ岩ノ上ヱ ﾌﾀｺｲﾜﾉｳｴ
3938 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 南ウノス ﾐﾅﾐｳﾉｽ
3939 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北竹カハナ ｷﾀﾀﾞｹｶﾊﾅ
3940 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 竹カハナ ﾀｹｶﾊﾅ
3941 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ竹カハナ ｼﾀﾀｹｶﾊﾅ
3942 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 庄次屋敷 ｼｮｳｼﾞﾔｼｷ
3943 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 中畝 ﾅｶｳﾈ
3944 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タイトヒ谷 ｼﾀｲﾄﾋﾀﾞﾆ
3945 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ トロクビ ﾄﾛｸﾋﾞ
3946 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ トロ大川ノ上ヱ ﾄﾛｵｵｶﾜﾉｶﾐ
3947 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 川内西地 ｶﾜｳﾁﾆｼｼﾞ
3948 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 川内中西地 ｶﾜｳﾁﾅｶﾆｼｼﾞ
3949 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 川内下モ西地 ｶﾜｳﾁｼﾓﾆｼｼﾞ
3950 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3951 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 中渡瀬ノ上エ ﾅｶﾄｾﾉｳｴ
3952 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 木上ケ場 ｷｳｴｹﾊﾞ
3953 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西森 ﾆｼﾓﾘ
3954 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 堂ノ崎 ﾄﾞｳﾉｻｷ
3955 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ カヤ場 ｶﾔﾊﾞ
3956 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 二土 ﾆﾂﾁ
3957 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
3958 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 松ケサコ ﾏﾂｹｻｺ
3959 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ミ松ケサコ ｶﾐﾏﾂｹｻｺ
3960 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ松ケサコ ｼﾀﾏﾂｶﾞｻｺ
3961 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西石神畝 ﾆｼｲｼｶﾞﾐｳﾈ
3962 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ヱ楮ケサコ ｳｴｶｼﾞｶﾞｻｺ
3963 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 石神畝 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
3964 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 南イトヒ谷 ﾐﾅﾐｲﾄﾋﾀﾞﾆ
3965 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上ヱイトヒ谷 ｳｴｲﾄﾋﾀﾞﾆ
3966 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北イトヒ谷 ｷﾀｲﾄﾋﾀﾞﾆ
3967 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西中畝 ﾆｼﾅｶｳﾈ
3968 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西橋ケ谷 ﾆｼﾊｼｶﾞﾀﾆ
3969 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ
3970 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上エ大野地 ｳｴｵｵﾉﾁﾞ
3971 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ヲマス岩ヤ ｵﾏｽｲﾜﾔ
3972 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北ヲマス岩ヤ ｷﾀｵﾏｽｲﾜﾔ
3973 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 黒瀧 ｸﾛﾀｷ
3974 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
3975 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サカ薮池ノ久保 ｻｶﾔﾌﾞｲｹﾉｸﾎﾞ
3976 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 樫ガタヲ ｶｼｶﾞﾀｦ
3977 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上エカシガタヲ ｳｴｶｼｶﾞﾀｵ
3978 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガヤブ影 ｻｶﾞﾔﾌﾞｶｹﾞ
3979 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ薮ヤシキ ｻｶﾞﾔﾌﾞﾔｼｷ
3980 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ薮ヤシキノ向イ ｻｶﾞﾔﾌﾞﾔｼｷﾉﾑｶｲ
3981 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ薮イコケ松 ｻｶﾞﾔﾌﾞｲｺｹﾏﾂ
3982 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ藪水ノ本 ｻｶﾞﾔﾌﾞﾐｽﾞﾉﾓﾄ
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3983 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ薮カケ森 ｻｶﾞﾔﾌﾞｶｹﾓﾘ
3984 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サカヤブ丸畑 ｻｶﾔﾌﾞﾏﾙﾊﾞﾀｹ
3985 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西カゲ ﾆｼｶｹﾞ
3986 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ サガ薮バシヤウノ本 ｻｶﾞﾔﾌﾞﾊﾞｼｳﾉﾓﾄ
3987 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 長瀧 ﾅｶﾞﾀｷ
3988 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 城ケ森 ｼﾛｹﾓﾘ
3989 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 上エ楮畑 ｳｴｶｼﾞﾊﾞﾀ
3990 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 楮畑越 ｶｼﾞﾊﾞﾀｺﾞｴ
3991 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 西三十方 ﾆｼｻﾝｼﾞｭｳｶﾀ
3992 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ楮畑 ｼﾀｶｼﾞﾊﾞﾀ
3993 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北イゴヲ松 ｷﾀｲｺﾞｦﾏﾂ
3994 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 北ヒトツウチ ｷﾀﾋﾄﾂｳﾁ
3995 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 三十方 ｻﾝｼﾞｭｳｶﾀ
3996 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ カヤノ木谷 ｶﾔﾉｷﾀﾞﾆ
3997 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ コガノ木畝 ｺｶﾞﾉｷｳﾈ
3998 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ワレ石 ﾜﾚｲｼ
3999 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 下タ楓ノ木谷 ｼﾀｶﾞﾔﾉｷﾀﾆ
4000 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ ヒノ木ガフチ ﾋﾉｷｶﾞﾌﾁ
4001 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 鳥越畝ノ下タ ﾄﾘｺﾞｴｳﾈﾉｼﾀ
4002 02池川 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾆ 亀渕ノ上エ ｶﾒﾌﾞﾁﾉｳｴ
4003 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツボイコヱ ﾂﾎﾞｲｺｴ
4004 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イタツリゴチソノ上ヱ ｲﾀﾂﾘｺﾞﾁｿﾉｳｴ
4005 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
4006 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒキチ ﾋｷﾁ
4007 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヌタノヲチ ﾇﾀﾉｵﾁ
4008 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 子ズキノモト ﾈｽﾞｷﾉﾓﾄ
4009 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ミツタル ﾐﾂﾀﾙ
4010 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イタツリゴヲソ ｲﾀﾂﾘｺﾞｦｿ
4011 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ニエヤシキ ﾆｴﾔｼｷ
4012 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タノモトヤシキ ﾀﾉﾓﾄﾔｼｷ
4013 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウヅラ田 ｳﾂﾞﾗﾀﾞ
4014 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ
4015 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
4016 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ハナノキノモト ﾊﾅﾉｷﾉﾓﾄ
4017 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ
4018 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒガシヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
4019 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ムカイヤシキ ﾑｶｲﾔｼｷ
4020 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヤスミイシ ﾔｽﾐｲｼ
4021 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ トギリ石 ﾄｷﾞﾘｲｼ
4022 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱヤマクビ ｳｴﾔﾏｸﾋﾞ
4023 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 大形山 ｵｵｶﾞﾀﾔﾏ
4024 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ユミキガタキ ﾕﾐｷｶﾞﾀｷ
4025 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ トチノ木谷 ﾄﾁﾉｷﾀﾞﾆ
4026 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タルノウヱ ﾀﾙﾉｳｴ
4027 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タルヤマ ﾀﾙﾔﾏ
4028 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
4029 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シダゴヤシ ｼﾀﾞｺﾞﾔｼ
4030 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
4031 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
4032 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タギノハナ ﾀｷﾞﾉﾊﾅ
4033 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タルノワキ ﾀﾙﾉﾜｷ
4034 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ フルミヤマ ﾌﾙﾐﾔﾏ
4035 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4036 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 中ヤシキノムカイ ﾅｶﾔｼｷﾉﾑｶｲ
4037 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ジヨコヲ ｼﾞﾖｺｵ
4038 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ サシデ ｻｼﾃﾞ
4039 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ アサカゲ ｱｻｶｹﾞ
4040 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イワヤノ西 ｲﾜﾔﾉﾆｼ
4041 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツエ ﾂｴ
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4042 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イワヤ谷 ｲﾜﾔﾀﾞﾆ
4043 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イワヤ ｲﾜﾔ
4044 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨリヤイザカ ﾖﾘﾔｲｻﾞｶ
4045 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マツカサコ ﾏﾂｶｻｺ
4046 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱマツガサコ ｳｴﾏﾂｶﾞｻｺ
4047 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ケヤケガサコ ｹﾔｹｶﾞｻｺ
4048 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ユノムカイ ﾕﾉﾑｶｲ
4049 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ユノクチ ﾕﾉｸﾁ
4050 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カマトコ ｶﾏﾄｺ
4051 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ クサリダキ ｸｻﾘﾀﾞｷ
4052 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウ子ジリ ｳﾈｼﾞﾘ
4053 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マツウ子 ﾏﾂｳﾈ
4054 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱイタバシ ｳｴｲﾀﾊﾞｼ
4055 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イタバシ ｲﾀﾊﾞｼ
4056 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
4057 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シブグリハエ ｼﾌﾞｸﾞﾘﾊｴ
4058 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シブグリ ｼﾌﾞｸﾞﾘ
4059 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カマノフチ ｶﾏﾉﾌﾁ
4060 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
4061 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ムカイ田 ﾑｶｲﾀﾞ
4062 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 野地 ﾉｼﾞ
4063 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヤカシロ ﾔｶｼﾛ
4064 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ダバコヤシ ﾀﾞﾊﾞｺﾔｼ
4065 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ナカハエ ﾅｶﾊｴ
4066 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4067 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツルイバエ ﾂﾙｲﾊﾞｴ
4068 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タケトヲシ ﾀｹﾄｦｼ
4069 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タケダヲシ ﾀｹﾀﾞｵｼ
4070 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シモ田 ｼﾓﾀ
4071 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ クボ田 ｸﾎﾞﾀ
4072 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツルイ ﾂﾙｲ
4073 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マツノキダバ ﾏﾂﾉｷﾀﾞﾊﾞ
4074 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ササガウ子 ｻｻｶﾞｳﾈ
4075 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
4076 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｵｸ
4077 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シイノキヤスバ ｼｲﾉｷﾔｽﾊﾞ
4078 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イシトコハエ ｲｼﾄｺﾊｴ
4079 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イシトコ ｲｼﾄｺ
4080 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ナロ ﾅﾛ
4081 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ミナミ ﾐﾅﾐ
4082 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ムカイゴミ ﾑｶｲｺﾞﾐ
4083 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ サガ畑 ｻｶﾞﾊﾞﾀ
4084 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カゲ畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀ
4085 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カケ山 ｶｹﾔﾏ
4086 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱメチカノ ｳｴﾒﾁｶﾉ
4087 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒガシメヲカノ ﾋｶﾞｼﾒｵｶﾉ
4088 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ムカイ畑 ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ
4089 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヲソハ ｵｿﾊﾞ
4090 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ メヲガノ ﾒｵｶﾞﾉ
4091 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ アカダル ｱｶﾀﾞﾙ
4092 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ヨヲヒアタリ ﾆｼﾖｳﾋｱﾀﾘ
4093 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨヲヒアタリ ﾖｳﾋｱﾀﾘ
4094 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨツヅヱ ﾖﾂﾂﾞｴ
4095 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱヨツヅエ ｳｴﾖﾂﾂｴ
4096 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マル山 ﾏﾙﾔﾏ
4097 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 平ザイ石 ﾍｲｻﾞｲｲｼ
4098 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西平ザイ石 ﾆｼﾋﾗｻﾞｲｲｼ
4099 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 大ダル ｵｵﾀﾞﾙ
4100 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 小ダル ｺﾀﾞﾙ
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4101 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨコダキノワキ ﾖｺﾀﾞｷﾉﾜｷ
4102 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウヱアカダル ｳｴｱｶﾀﾞﾙ
4103 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ アカダルウ子 ｱｶﾀﾞﾙｳﾈ
4104 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ゴトヲジ ｺﾞﾄｵｼﾞ
4105 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ チガヤワラ ﾁｶﾞﾔﾜﾗ
4106 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カケコミ ｶｹｺﾐ
4107 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上チガヤワラ ｶﾐﾁｶﾞﾔﾜﾗ
4108 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イチノマブ ｲﾁﾉﾏﾌﾞ
4109 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 南イチノマブ ﾐﾅﾐｲﾁﾉﾏﾌﾞ
4110 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上イチノマブ ｶﾐｲﾁﾉﾏﾌﾞ
4111 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ
4112 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上大ヒラ ｶﾐｵｵﾋﾗ
4113 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒラ山 ﾋﾗﾔﾏ
4114 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ アガリタテ ｱｶﾞﾘﾀﾃ
4115 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イワヤゴミ ｲﾜﾔｺﾞﾐ
4116 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マルイシ ﾏﾙｲｼ
4117 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カゲユス山 ｶｹﾞﾕｽﾔﾏ
4118 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ フルタ ﾌﾙﾀ
4119 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ モヤイバタ ﾓﾔｲﾊﾞﾀ
4120 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
4121 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カロヲ ｶﾛｦ
4122 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヱボシ岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
4123 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カゲゴトヲジ ｶｹﾞｺﾞﾄｦｼﾞ
4124 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
4125 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱヨコダキ ｳｴﾖｺﾀﾞｷ
4126 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ヨコダキ ﾆｼﾖｺﾀﾞｷ
4127 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ムカイヤマシタ ﾑｶｲﾔﾏｼﾀ
4128 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イデガサコ ｲﾃﾞｶﾞｻｺ
4129 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 大モト ｵｵﾓﾄ
4130 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
4131 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ホドノウ子 ﾎﾄﾞﾉｳｺ
4132 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タキノワキ ﾀｷﾉﾜｷ
4133 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウラ山ノ上 ｳﾗﾔﾏﾉｳｴ
4134 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウラ山 ｳﾗﾔﾏ
4135 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 下ウラ山 ｼﾓｳﾗﾔﾏ
4136 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上ヱホドノ ｳｴﾎﾄﾞﾉ
4137 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ホドノ ﾎﾄﾞﾉ
4138 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ノヤブ ﾆｼﾉﾔﾌﾞ
4139 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カラク ｶﾗｸ
4140 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カ子ガサコ ｶﾈｶﾞｻｺ
4141 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カ子ガサコノ西 ｶﾈｶﾞｻｺﾉﾆｼ
4142 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カ子ガサコノ上ヘ ｶﾈｶﾞｻｺﾉｳﾍ
4143 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イチゴヲ水ノ本 ｲﾁｺﾞｦﾐｽﾞﾉﾓﾄ
4144 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イチゴウ水本 ｲﾁｺﾞｳﾐｽﾞﾓﾄ
4145 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 水ノ本ノ西 ﾐｽﾞﾉﾓﾄﾉﾆｼ
4146 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲヲモト ｵｵﾓﾄ
4147 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ハシカヤブタノモト ﾊｼｶﾔﾌﾞﾀﾉﾓﾄ
4148 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ キシノシタ ｷｼﾉｼﾀ
4149 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
4150 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ドヲチウ ﾄﾞｦﾁｳ
4151 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ツチノウ子 ﾂﾁﾉｳﾈ
4152 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
4153 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ サセブゴヤ ｻｾﾌﾞｺﾞﾔ
4154 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲクハタノ南 ｵｸﾊﾀﾉﾐﾅﾐ
4155 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
4156 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 西ヲクバタ ﾆｼｵｸﾊﾞﾀ
4157 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ウチノノナロ ｳﾁﾉﾉﾅﾛ
4158 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ウチノノナロノ下 ｳﾁﾉﾉﾅﾛﾉｼﾀ
4159 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ
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4160 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ウラヤマ ｳﾗﾔﾏ
4161 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
4162 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ナカスカ ﾅｶｽｶ
4163 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ショヲブ谷 ｼｮｵﾌﾞﾀﾞﾆ
4164 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヒヨヱツクリ ﾋﾖｴﾂｸﾘ
4165 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ナツボ ﾅﾂﾎﾞ
4166 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヤケボタ ﾔｹﾎﾞﾀ
4167 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ カ子イシ ｶﾈｲｼ
4168 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 大ヒラタ ｵｵﾋﾗﾀ
4169 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヒノキワタ ﾋﾉｷﾜﾀ
4170 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲヲマガリ ｵｵﾏｶﾞﾘ
4171 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 北ショヲブ谷 ｷﾀｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆ
4172 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ タノナロ ﾀﾉﾅﾛ
4173 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 北イワヤ道ノ下 ｷﾀｲﾜﾔﾐﾁﾉｼﾀ
4174 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ イワヤ谷 ｲﾜﾔﾀﾞﾆ
4175 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲヲノヂダバ ｵｳﾉｼﾞﾀﾞﾊﾞ
4176 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ メヲクリ ﾒｵｸﾘ
4177 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ イシカミ ｲｼｶﾐ
4178 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ キヂヤシキ ｷﾁﾞﾔｼｷ
4179 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 向ヤシキ ﾑｶｲﾔｼｷ
4180 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ メヲクリノウチ ﾒｵｸﾘﾉｳﾁ
4181 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ガラク ｶﾞﾗｸ
4182 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
4183 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 西アリノキ ﾆｼｱﾘﾉｷ
4184 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 東アリノキ ﾋｶﾞｼｱﾘﾉｷ
4185 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4186 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲカタヤシキ ｵｶﾀﾔｼｷ
4187 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 西ヒラウ子 ﾆｼﾋﾗｳﾈ
4188 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 東ヒラウ子 ﾋｶﾞｼﾋﾗｳﾈ
4189 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヒラウ子 ﾋﾗｳﾈ
4190 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ニラウ子 ﾆﾗｳﾈ
4191 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヒジリ山 ﾋｼﾞﾘﾔﾏ
4192 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 西ヒジリ山 ﾆｼﾋｼﾞﾘﾔﾏ
4193 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ナカハシカヤブ ﾅｶﾊｼｶﾔﾌ
4194 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ナベラダニ ﾅﾍﾞﾗﾀﾞﾆ
4195 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ドヲ子リ ﾄﾞｵﾈﾘ
4196 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 下クロカイ ｼﾓｸﾛｶｲ
4197 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クロガイ ｸﾛｶﾞｲ
4198 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
4199 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ハエノモリ ﾊｴﾉﾓﾘ
4200 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4201 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
4202 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西カドノモト ﾆｼｶﾄﾞﾉﾓﾄ
4203 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東カドノモト ﾋｶﾞｼｶﾄﾞﾉﾓﾄ
4204 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウボリ ｶｳﾎﾞﾘ
4205 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ キノセクンゼブチ ｷﾉｾｸﾝｾﾞﾌﾞﾁ
4206 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 大王 ﾀﾞｲｵｳ
4207 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西ノヂ ﾆｼﾉｼﾞ
4208 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲヲノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
4209 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
4210 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タキヲチ ﾀｷｦﾁ
4211 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カラクサ ｶﾗｸｻ
4212 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 下ヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
4213 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シンドヲガタキ ｼﾝﾄﾞｦｶﾞﾀｷ
4214 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シンガワ ｼﾝｶﾞﾜ
4215 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ウルシダニ ｳﾙｼﾀﾞﾆ
4216 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カカミノヲ ｶｶﾐﾉｦ
4217 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カガミイシ ｶｶﾞﾐｲｼ
4218 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東カガミイシ ﾋｶﾞｼｶｶﾞﾐｲｼ
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4219 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西ノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
4220 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ イシゼト ｲｼｾﾞﾄ
4221 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西マトバウ子 ﾆｼﾏﾄﾊﾞｳﾈ
4222 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ マトバヤシキ ﾏﾄﾊﾞﾔｼｷ
4223 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
4224 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 大堂ヤシキ ｵｵﾄﾞｳﾔｼｷ
4225 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ウシロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
4226 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ マトバウ子 ﾏﾄﾊﾞｳﾈ
4227 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ツエバタ ﾂｴﾊﾞﾀ
4228 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ノヂ ﾉｼﾞ
4229 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タノモト ﾀﾉﾓﾄ
4230 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ コヲカシ ｺｦｶｼ
4231 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シロエケタキ ｼﾛｴｹﾀｷ
4232 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲヲチ ｵｵﾁ
4233 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東イワヤノタニ ﾋｶﾞｼｲﾜﾔﾉﾀﾆ
4234 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ホヲノキウ子 ﾎｵﾉｷｳﾈ
4235 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西ジンガバタ ﾆｼｼﾞﾝｶﾞﾊﾞﾀ
4236 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東ジンガバタ ﾋｶﾞｼｼﾞﾝｶﾞﾊﾞﾀ
4237 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ケヤケワラ ｹﾔｹﾜﾗ
4238 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 西ハゴノキ ﾆｼﾊｺﾞﾉｷ
4239 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 岩ヤノ谷 ｲﾜﾔﾉﾀﾆ
4240 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東ハゴノ木 ﾋｶﾞｼﾊｺﾞﾉｷ
4241 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ コソヲレ ｺｿｦﾚ
4242 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ドヲメイヤシキ ﾄﾞｦﾒｲﾔｼｷ
4243 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クチノヲイシ ｸﾁﾉｦｲｼ
4244 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クロタキ ｸﾛﾀｷ
4245 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ツチノウ子 ﾂﾁﾉｳﾈ
4246 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カツラノサコ ｶﾂﾗﾉｻｺ
4247 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲモヂ ｵﾓﾁﾞ
4248 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クロトコ ｸﾛﾄｺ
4249 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ イワヤノモト ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
4250 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲストコ ｵｽﾄｺ
4251 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 東ヤシキノモト ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾉﾓﾄ
4252 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タノウエ ﾀﾉｳｴ
4253 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ イノトヲ ｲﾉﾄｵ
4254 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カサマツ ｶｻﾏﾂ
4255 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ キクジキ ｷｸｼﾞｷ
4256 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カキノトヲ ｶｷﾉﾄｦ
4257 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヒライワ ﾋﾗｲﾜ
4258 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ホコ石 ﾎｺｲｼ
4259 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 峯ムカイ ﾐﾈﾑｶｲ
4260 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 長持石 ﾅｶﾞﾓﾁｲｼ
4261 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ミ子ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ
4262 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ミ子ノマエ ﾐﾈﾉﾏｴ
4263 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
4264 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ジョガモリ ｼﾞｮｶﾞﾓﾘ
4265 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 南畝 ﾐﾅﾐｳﾈ
4266 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ソデノシ子 ｿﾃﾞﾉｼﾈ
4267 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヤタラヤシキ ﾔﾀﾗﾔｼｷ
4268 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
4269 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
4270 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
4271 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シロイカタ ｼﾛｲｶﾀ
4272 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ニダキ ﾆﾀﾞｷ
4273 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
4274 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ サカハタ ｻｶﾊﾀ
4275 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ドヲケツクリ ﾄﾞｳｹﾂｸﾘ
4276 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西ノ地 ﾆｼﾉｼﾞ
4277 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
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4278 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上ナロ ｶﾐﾅﾛ
4279 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下ナロ ｼﾓﾅﾛ
4280 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カゲバタ ｶｹﾞﾊﾞﾀ
4281 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クツレダキ ｸﾂﾚﾀﾞｷ
4282 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヌタノヒラ ﾇﾀﾉﾋﾗ
4283 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 南アレ ﾐﾅﾐｱﾚ
4284 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アゾウザコ ｱｿﾞｳｻﾞｺ
4285 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 三方カレビ ｻﾝﾎﾟｳｶﾚﾋﾞ
4286 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中畑 ﾅｶﾊﾞﾀ
4287 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハナクマ ﾊﾅｸﾏ
4288 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒノウラ ﾋﾉｳﾗ
4289 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カモヂ ｶﾓｼﾞ
4290 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中カモヂ ﾅｶｶﾓｼﾞ
4291 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西カモヂ ﾆｼｶﾓｼﾞ
4292 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東カモヂ ﾋｶﾞｼｶﾓｼﾞ
4293 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ マツクボ ﾏﾂｸﾎﾞ
4294 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東マツクボ ﾋｶﾞｼﾏﾂｸﾎﾞ
4295 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西柿ノ木畑 ﾆｼｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
4296 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
4297 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ キワダ ｷﾜﾀﾞ
4298 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タテイシ ﾀﾃｲｼ
4299 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コバタ ｺﾊﾞﾀ
4300 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ゴミ ｺﾞﾐ
4301 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ スガハタ ｽｶﾞﾊﾀ
4302 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コビノタニ ｺﾋﾞﾉﾀﾆ
4303 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ マキテラ ﾏｷﾃﾗ
4304 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ザレ ｻﾞﾚ
4305 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タテウト ﾀﾃｳﾄ
4306 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
4307 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中ヒラ ﾅｶﾋﾗ
4308 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アヲトヲシ ｱｵﾄｳｼ
4309 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ キヂヤ ｷｼﾞﾔ
4310 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カケグルス ｶｹｸﾞﾙｽ
4311 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クワキ ｸﾜｷ
4312 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ウト山 ｳﾄﾔﾏ
4313 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
4314 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲクワタリ ｵｸﾜﾀﾘ
4315 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ササノトヲ ｻｻﾉﾄｳ
4316 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 大イワヤ ｵｵｲﾜﾔ
4317 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 谷ウチ ﾀﾆｳﾁ
4318 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヌタノコヱ ﾇﾀﾉｺｴ
4319 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 大ヌタ ｵｵﾇﾀ
4320 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カラヌタ ｶﾗﾇﾀ
4321 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カザハヤ ｶｻﾞﾊﾔ
4322 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
4323 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カシノセ ｶｼﾉｾ
4324 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クイノセ ｸｲﾉｾ
4325 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 南カザハヤ ﾐﾅﾐｶｻﾞﾊﾔ
4326 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
4327 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
4328 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シミヅイワヤウネ ｼﾐｽﾞｲﾜﾔｳﾈ
4329 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シミズダニ ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ
4330 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シミヅクロトコ ｼﾐｽﾞｸﾛﾄｺ
4331 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネオオノミチ ｺｳﾌﾞﾈｵｵﾉﾐﾁ
4332 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネウルシノサコ ｺｳﾌﾞﾈｳﾙｼﾉｻｺ
4333 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネ ｺｳﾌﾞﾈ
4334 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネフネ ｺｳﾌﾞﾈﾌﾈ
4335 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネヒウラ ｺｳﾌﾞﾈﾋｳﾗ
4336 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネナカザコ ｺｳﾌﾞﾈﾅｶｻﾞｺ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 83/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

4337 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネヲモゴヤ ｺｳﾌﾞﾈｵﾓｺﾞﾔ
4338 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブネクスノキザコ ｺｳﾌﾞﾈｸｽﾉｷｻﾞｺ
4339 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲモイシリ ｵﾓｲｼﾘ
4340 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クイノモト ｸｲﾉﾓﾄ
4341 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ オモヲジリ ｵﾓｵｼﾞﾘ
4342 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ソイダニ ｿｲﾀﾞﾆ
4343 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ネヂレ ﾈｼﾞﾚ
4344 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ホタガキ ﾎﾀｶﾞｷ
4345 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
4346 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
4347 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上イノトヲ ｶﾐｲﾉﾄｳ
4348 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ マルバヤシ ﾏﾙﾊﾞﾔｼ
4349 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ スミガマ ｽﾐｶﾞﾏ
4350 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東ノウネ ﾋｶﾞｼﾉｳﾈ
4351 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ キヨツカ ｷﾖﾂｶ
4352 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒウラ ﾋｳﾗ
4353 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒウラコヤシ ﾋｳﾗｺﾔｼ
4354 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ イシガミウネ ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
4355 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニョゴヤシキ ﾆｮｺﾞﾔｼｷ
4356 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カケ地 ｶｹﾁ
4357 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ テンノ山 ﾃﾝﾉﾔﾏ
4358 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 弥藏ガ岩 ﾔｿﾞｳｶﾞｲﾜ
4359 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下ミネバタ ｼﾓﾐﾈﾊﾞﾀ
4360 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上ミネバタ ｶﾐﾐﾈﾊﾞﾀ
4361 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東ネド ﾋｶﾞｼﾈﾄﾞ
4362 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ソエタニ ｿｴﾀﾆ
4363 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ダイゴロヲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ
4364 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
4365 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シモカゲノ内ナベラ ｼﾓｶｹﾞﾉｳﾁﾅﾍﾞﾗ
4366 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シロ岩 ｼﾛｲﾜ
4367 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タケノヤブ ﾀｹﾉﾔﾌﾞ
4368 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タケノヤブ西 ﾀｹﾉﾔﾌﾞﾆｼ
4369 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タケノヤブノ内カスガ ﾀｹﾉﾔﾌﾞﾉｳﾁｶｽｶﾞ
4370 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ セトノモト ｾﾄﾉﾓﾄ
4371 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヒキチノモリ ﾋｷﾁﾉﾓﾘ
4372 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ノヂ ﾉｼﾞ
4373 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 竹藪東 ﾀｹﾔﾌﾞﾋｶﾞｼ
4374 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ イデノヲク ｲﾃﾞﾉｵｸ
4375 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ コダルノ内カヤノマツ ｺﾀﾞﾙﾉｳﾁｶﾔﾉﾏﾂ
4376 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カヤノマツ ｶﾔﾉﾏﾂ
4377 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タノムカイ ﾀﾉﾑｶｲ
4378 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 石ノ内 ｲｼﾉｳﾁ
4379 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
4380 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 下ヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
4381 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 下屋式ノ内ヤマシロヂ ｼﾓﾔｼｷﾉｳﾁﾔﾏｼﾛｼﾞ
4382 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シツメノモリ ｼﾂﾒﾉﾓﾘ
4383 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 黒石ノ本 ｸﾛｲｼﾉﾓﾄ
4384 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 黒石ノ内イ子ジリ ｸﾛｲｼﾉｳﾁｲﾈｼﾞﾘ
4385 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ コヤノヲ ｺﾔﾉｳ
4386 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 小屋ノヲノ内カスケ ｺﾔﾉｳﾉｳﾁｶｽｹ
4387 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 西ムキ ﾆｼﾑｷ
4388 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ マタジロヲ ﾏﾀｼﾞﾛｳ
4389 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 下田ノシモ ｼﾓﾀﾞﾉｼﾓ
4390 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シモダノヲク ｼﾓﾀﾞﾉｵｸ
4391 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
4392 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ キタムキ ｷﾀﾑｷ
4393 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ハゼンドヲ ﾊｾﾞﾝﾄﾞｳ
4394 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 西ヤスバ ﾆｼﾔｽﾊﾞ
4395 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ スゲノモト ｽｹﾞﾉﾓﾄ
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4396 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 西スゲノモト ﾆｼｽｹﾞﾉﾓﾄ
4397 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ケヤケサコ ｹﾔｹｻｺ
4398 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 大ムカイ ｵｵﾑｶｲ
4399 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヲヲムカイノ上 ｵｵﾑｶｲﾉｳｴ
4400 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 西ノム子 ﾆｼﾉﾑﾈ
4401 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 西ノム子北ムキ ﾆｼﾉﾑﾈｷﾀﾑｷ
4402 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ クリノタヲ ｸﾘﾉﾄｳ
4403 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ケヤケサコ中畝 ｹﾔｹｻｺﾅｶｳﾈ
4404 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ クサガタキ ｸｻｶﾞﾀｷ
4405 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ニガノサコ ﾆｶﾞﾉｻｺ
4406 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ フルタ ﾌﾙﾀ
4407 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヤナキノサコ ﾔﾅｷﾉｻｺ
4408 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 上フルタ ｶﾐﾌﾙﾀ
4409 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シタコヲサケ ｼﾀｺｳｻｹ
4410 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カウサケ ｶｳｻｹ
4411 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 松ノヤスバ ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ
4412 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
4413 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ トチザコ ﾄﾁｻﾞｺ
4414 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ゴロカミヂ ｺﾞﾛｶﾐｼﾞ
4415 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 水ノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
4416 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ツチノナロクワノキヂ ﾂﾁﾉﾅﾛｸﾜﾉｷｼﾞ
4417 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ツチノナロ ﾂﾁﾉﾅﾛ
4418 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カサ子石 ｶｻﾈｲｼ
4419 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ホドノトヲ ﾎﾄﾞﾉﾄｳ
4420 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヂヌシ ｼﾞﾇｼ
4421 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヂヌシノ内ヨコタキ ｼﾞﾇｼﾉｳﾁﾖｺﾀｷ
4422 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ツヅラダニ ﾂﾂﾞﾗﾀﾞﾆ
4423 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヨシノモトノ内ヤスバ ﾖｼﾉﾓﾄﾉｳﾁﾔｽﾊﾞ
4424 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ サセブノ内横ホノキ ｻｾﾌﾞﾉｳﾁﾖｺﾎﾉｷ
4425 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タルノハナ ﾀﾙﾉﾊﾅ
4426 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ゴミサセブノ内 ｺﾞﾐｻｾﾌﾞﾉｳﾁ
4427 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 東ウ子 ﾋｶﾞｼｳﾈ
4428 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ イカルゴヲ ｲｶﾙｺﾞｳ
4429 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カキノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
4430 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ アナガミ山 ｱﾅｶﾞﾐﾔﾏ
4431 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ナカノヲ ﾅｶﾉｳ
4432 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カシバエ ｶｼﾊﾞｴ
4433 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 梅ノ木ノ内ニシ畝 ｳﾒﾉｷﾉｳﾁﾆｼｳﾈ
4434 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 梅ノ木ノ内イララ ｳﾒﾉｷﾉｳﾁｲﾗﾗ
4435 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 梅ノ木 ｳﾒﾉｷ
4436 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ニシ ﾆｼ
4437 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
4438 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヨコウ子 ﾖｺｳﾈ
4439 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ミナミウラ ﾐﾅﾐｳﾗ
4440 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 柿ノ木ノ内イデノヲク ｶｷﾉｷﾉｳﾁｲﾃﾞﾉｵｸ
4441 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ クロトコ ｸﾛﾄｺ
4442 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 新兵衛ヤシキ ｼﾝﾍﾞｴﾔｼｷ
4443 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ カキノキ ｶｷﾉｷ
4444 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ マエヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
4445 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
4446 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ チャノキノモト ﾁｬﾉｷﾉﾓﾄ
4447 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
4448 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ メサブロヲ ﾒｻﾌﾞﾛｳ
4449 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ メサブロヲカゲ ﾒｻﾌﾞﾛｳｶｹﾞ
4450 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タカサラ北ムキ ﾀｶｻﾗｷﾀﾑｷ
4451 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ タカサラ ﾀｶｻﾗ
4452 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ビシヤゴ ﾋﾞｼﾔｺﾞ
4453 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ビシヤゴ日ノ地 ﾋﾞｼﾔｺﾞﾋﾉﾁ
4454 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ サクラ谷 ｻｸﾗﾀﾞﾆ
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4455 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ シモゴヲラ ｼﾓｺﾞｳﾗ
4456 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ナスビジリ ﾅｽﾋﾞｼﾞﾘ
4457 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ヒキチガシラ ﾋｷﾁｶﾞｼﾗ
4458 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ザイショノムカイ ｻﾞｲｼｮﾉﾑｶｲ
4459 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ザイショノムカイミヤクビ ｻﾞｲｼｮﾉﾑｶｲﾐﾔｸﾋﾞ
4460 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ 河島山 ｶﾜｼﾏﾔﾏ
4461 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ ソイダニ ｿｲﾀﾞﾆ
4462 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ クロイシ ｸﾛｲｼ
4463 02池川 百川内 ﾓﾓｶﾜｳﾁ コヤノ ｺﾔﾉ
4464 02池川 大野 ｵｵﾉ ダバムカイ ﾀﾞﾊﾞﾑｶｲ
4465 02池川 大野 ｵｵﾉ 上エダバムカイ ｳｴﾀﾞﾊﾞﾑｶｲ
4466 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヱダバ ｳｴﾀﾞﾊﾞ
4467 02池川 大野 ｵｵﾉ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
4468 02池川 大野 ｵｵﾉ ナロゴヤシ ﾅﾛｺﾞﾔｼ
4469 02池川 大野 ｵｵﾉ 野地 ﾉｼﾞ
4470 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲカムカイ ｵｶﾑｶｲ
4471 02池川 大野 ｵｵﾉ 杉ノウラ ｽｷﾞﾉｳﾗ
4472 02池川 大野 ｵｵﾉ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
4473 02池川 大野 ｵｵﾉ クリノキウ子 ｸﾘﾉｷｳﾈ
4474 02池川 大野 ｵｵﾉ ホドウチダニ ﾎﾄﾞｳﾁﾀﾞﾆ
4475 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ホドノウチ ｶﾐﾎﾄﾞﾉｳﾁ
4476 02池川 大野 ｵｵﾉ シタウバ神 ｼﾀｳﾊﾞｶﾞﾐ
4477 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲカ ｵｶ
4478 02池川 大野 ｵｵﾉ クボ ｸﾎﾞ
4479 02池川 大野 ｵｵﾉ 大野ヤシキ ｵｵﾉﾔｼｷ
4480 02池川 大野 ｵｵﾉ ショジヤシキ ｼｮｼﾞﾔｼｷ
4481 02池川 大野 ｵｵﾉ ホヲノサコ ﾎｵﾉｻｺ
4482 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ホヲノサコ ﾅｶﾎｵﾉｻｺ
4483 02池川 大野 ｵｵﾉ クシゲ ｸｼｹﾞ
4484 02池川 大野 ｵｵﾉ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4485 02池川 大野 ｵｵﾉ 新屋式 ｼﾝﾔｼｷ
4486 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲカノウヱ ｵｶﾉｳｴ
4487 02池川 大野 ｵｵﾉ カバギウ子 ｶﾊﾞｷﾞｳﾈ
4488 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミヲク谷 ｶﾐｵｸﾀﾞﾆ
4489 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モヲク谷ノ奥 ｼﾓｵｸﾀﾞﾆﾉｵｸ
4490 02池川 大野 ｵｵﾉ 北クシゲ ｷﾀｸｼｹﾞ
4491 02池川 大野 ｵｵﾉ 中クシゲ ﾅｶｸｼｹﾞ
4492 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヱホヲザコ ｳｴﾎｵｻﾞｺ
4493 02池川 大野 ｵｵﾉ 上クシゲ ｶﾐｸｼｹﾞ
4494 02池川 大野 ｵｵﾉ タカザラ ﾀｶｻﾞﾗ
4495 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モタカザラ ｼﾓﾀｶｻﾞﾗ
4496 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モコヲブ子サコ ｼﾓｺｵﾌﾞﾈｻｺ
4497 02池川 大野 ｵｵﾉ 下コヲフ子 ｼﾓｺｵﾌﾈ
4498 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲブ子谷 ｺｵﾌﾞﾈﾀﾞﾆ
4499 02池川 大野 ｵｵﾉ 中クシゲサコ ﾅｶｸｼｹﾞｻｺ
4500 02池川 大野 ｵｵﾉ キビジリ ｷﾋﾞｼﾞﾘ
4501 02池川 大野 ｵｵﾉ 川船屋式本 ｶﾜﾌﾈﾔｼｷﾓﾄ
4502 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミ川船谷 ｶﾐｶﾜﾌﾈﾀﾞﾆ
4503 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミコヲブ子谷 ｶﾐｺｵﾌﾞﾈﾀﾞﾆ
4504 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲブ子上ミノヂ分 ｺｵﾌﾞﾈｶﾐﾉﾁﾞﾜｹ
4505 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲブ子ノヂ分 ｺｵﾌﾞﾈﾉﾁﾞﾜｹ
4506 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲフ子上ミ西分 ｺｵﾌﾈｶﾐﾆｼﾜｹ
4507 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲフ子北西分 ｺｵﾌﾈｷﾀﾆｼﾜｹ
4508 02池川 大野 ｵｵﾉ ウルシノサコ ｳﾙｼﾉｻｺ
4509 02池川 大野 ｵｵﾉ マキノトウ ﾏｷﾉﾄｳ
4510 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミ石瀬戸 ｶﾐｲｼｾﾄ
4511 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モイシゼト ｼﾓｲｼｾﾞﾄ
4512 02池川 大野 ｵｵﾉ イシセトノウエ ｲｼｾﾄﾉｳｴ
4513 02池川 大野 ｵｵﾉ 下ム子ノヂ ｼﾓﾑﾈﾉﾁﾞ
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4514 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ム子ノヂ ﾅｶﾑﾈﾉﾁﾞ
4515 02池川 大野 ｵｵﾉ ム子ノヂ ﾑﾈﾉﾁﾞ
4516 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ハタ ﾅｶﾊﾀ
4517 02池川 大野 ｵｵﾉ ム子中ハタ ﾑﾈﾅｶﾊﾀ
4518 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ハタサコ ﾅｶﾊﾀｻｺ
4519 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ハタ谷 ﾅｶﾊﾀﾀﾞﾆ
4520 02池川 大野 ｵｵﾉ ム子ハタケ ﾑﾈﾊﾀｹ
4521 02池川 大野 ｵｵﾉ タツミチ ﾀﾂﾐﾁ
4522 02池川 大野 ｵｵﾉ ナカヤスバ ﾅｶﾔｽﾊﾞ
4523 02池川 大野 ｵｵﾉ 下ム子ハタケ ｼﾓﾑﾈﾊﾀｹ
4524 02池川 大野 ｵｵﾉ ウバガミ ｳﾊﾞｶﾞﾐ
4525 02池川 大野 ｵｵﾉ 上エウバガミ ｳｴｳﾊﾞｶﾞﾐ
4526 02池川 大野 ｵｵﾉ ハナグマ ﾊﾅｸﾞﾏ
4527 02池川 大野 ｵｵﾉ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
4528 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヱハナグマ ｳｴﾊﾅｸﾞﾏ
4529 02池川 大野 ｵｵﾉ ツエヌケヤスバ ﾂｴﾇｹﾔｽﾊﾞ
4530 02池川 大野 ｵｵﾉ シミヅコエ ｼﾐﾂﾞｺｴ
4531 02池川 大野 ｵｵﾉ シデノキウ子 ｼﾃﾞﾉｷｳﾈ
4532 02池川 大野 ｵｵﾉ シデノキダニ ｼﾃﾞﾉｷﾀﾞﾆ
4533 02池川 大野 ｵｵﾉ カツラサコ ｶﾂﾗｻｺ
4534 02池川 大野 ｵｵﾉ キクロトコ ｷｸﾛﾄｺ
4535 02池川 大野 ｵｵﾉ 上エキクロトコ ｳｴｷｸﾛﾄｺ
4536 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ハタゴエ ﾅｶﾊﾀｺﾞｴ
4537 02池川 大野 ｵｵﾉ タナロ ﾀﾅﾛ
4538 02池川 大野 ｵｵﾉ 上タナロ ｳｴﾀﾅﾛ
4539 02池川 大野 ｵｵﾉ 大サコ ｵｵｻｺ
4540 02池川 大野 ｵｵﾉ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
4541 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モシミヅ ｼﾓｼﾐﾂﾞ
4542 02池川 大野 ｵｵﾉ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
4543 02池川 大野 ｵｵﾉ 上シミヅ ｶﾐｼﾐﾂﾞ
4544 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミヌタ ｶﾐﾇﾀ
4545 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モヌタ ｼﾓﾇﾀ
4546 02池川 大野 ｵｵﾉ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
4547 02池川 大野 ｵｵﾉ カヤサコ ｶﾔｻｺ
4548 02池川 大野 ｵｵﾉ ヂクノサコ ﾁﾞｸﾉｻｺ
4549 02池川 大野 ｵｵﾉ トリカブト ﾄﾘｶﾌﾞﾄ
4550 02池川 大野 ｵｵﾉ タカノス ﾀｶﾉｽ
4551 02池川 大野 ｵｵﾉ テングタキ ﾃﾝｸﾞﾀｷ
4552 02池川 大野 ｵｵﾉ ヒトツウチ ﾋﾄﾂｳﾁ
4553 02池川 大野 ｵｵﾉ ホヲキウ子 ﾎｵｷｳﾈ
4554 02池川 大野 ｵｵﾉ イレグチ ｲﾚｸﾞﾁ
4555 02池川 大野 ｵｵﾉ 清水谷山 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
4556 02池川 大野 ｵｵﾉ 北清水谷山 ｷﾀｼﾐｽﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
4557 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲモイバ ｵﾓｲﾊﾞ
4558 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モ向ヒ ｼﾓﾑｶｲ
4559 02池川 大野 ｵｵﾉ 西屋式 ﾆｼﾔｼｷ
4560 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミ向ヒ ｶﾐﾑｶｲ
4561 02池川 大野 ｵｵﾉ マエ ﾏｴ
4562 02池川 大野 ｵｵﾉ バンヤ ﾊﾞﾝﾔ
4563 02池川 大野 ｵｵﾉ ハシノ谷 ﾊｼﾉﾀﾆ
4564 02池川 大野 ｵｵﾉ イナキノ峠 ｲﾅｷﾉﾄｳ
4565 02池川 大野 ｵｵﾉ ツヅラザコ ﾂﾂﾞﾗｻﾞｺ
4566 02池川 大野 ｵｵﾉ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
4567 02池川 大野 ｵｵﾉ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
4568 02池川 大野 ｵｵﾉ タチバ谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
4569 02池川 大野 ｵｵﾉ ハタウ子 ﾊﾀｳﾈ
4570 02池川 大野 ｵｵﾉ センボヲシ ｾﾝﾎﾞｵｼ
4571 02池川 大野 ｵｵﾉ カシノキノモト ｶｼﾉｷﾉﾓﾄ
4572 02池川 大野 ｵｵﾉ 南ハタウ子 ﾐﾅﾐﾊﾀｳﾈ
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4573 02池川 大野 ｵｵﾉ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
4574 02池川 大野 ｵｵﾉ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
4575 02池川 大野 ｵｵﾉ イモジリ ｲﾓｼﾞﾘ
4576 02池川 大野 ｵｵﾉ ヤケヤスバ ﾔｹﾔｽﾊﾞ
4577 02池川 大野 ｵｵﾉ 西桁谷 ﾆｼｹﾀﾀﾞﾆ
4578 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲヲツヱ ｵｵﾂｴ
4579 02池川 大野 ｵｵﾉ コヲトドチ ｺｵﾄﾄﾞﾁ
4580 02池川 大野 ｵｵﾉ 上コヲトドチ ｳｴｺｵﾄﾄﾞﾁ
4581 02池川 大野 ｵｵﾉ ヒロゾヲ ﾋﾛｿﾞｵ
4582 02池川 大野 ｵｵﾉ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
4583 02池川 大野 ｵｵﾉ クロナベラダニ ｸﾛﾅﾍﾞﾗﾀﾞﾆ
4584 02池川 大野 ｵｵﾉ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
4585 02池川 大野 ｵｵﾉ ノウチ ﾉｳﾁ
4586 02池川 大野 ｵｵﾉ ヌタノナロ ﾇﾀﾉﾅﾛ
4587 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヌタ ｶﾐﾇﾀ
4588 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミワタゼ ｶﾐﾜﾀｾﾞ
4589 02池川 大野 ｵｵﾉ 中ワタゼ ﾅｶﾜﾀｾﾞ
4590 02池川 大野 ｵｵﾉ アゲ ｱｹﾞ
4591 02池川 大野 ｵｵﾉ 子ズキ ﾈｽﾞｷ
4592 02池川 大野 ｵｵﾉ ミヨガヤブ ﾐﾖｶﾞﾔﾌﾞ
4593 02池川 大野 ｵｵﾉ イシフロ ｲｼﾌﾛ
4594 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲバシリウ子 ｵﾊﾞｼﾘｳﾈ
4595 02池川 大野 ｵｵﾉ 石フロ谷 ｲｼﾌﾛﾀﾆ
4596 02池川 大野 ｵｵﾉ カミノ ｶﾐﾉ
4597 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヘノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
4598 02池川 大野 ｵｵﾉ タノケアナ ﾀﾉｹｱﾅ
4599 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヘカミノ山 ｳｴｶﾐﾉﾔﾏ
4600 02池川 大野 ｵｵﾉ タルノハナ ﾀﾙﾉﾊﾅ
4601 02池川 大野 ｵｵﾉ タルノハナウ子 ﾀﾙﾉﾊﾅｳﾈ
4602 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨコミチノ下 ﾖｺﾐﾁﾉｼﾀ
4603 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨコミチノ下谷 ﾖｺﾐﾁﾉｼﾀﾀﾞﾆ
4604 02池川 大野 ｵｵﾉ イナノタヲ ｲﾅﾉﾀｵ
4605 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨコミチノ上ヱ ﾖｺﾐﾁﾉｳｴ
4606 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ミイナノタヲ ｶﾐｲﾅﾉﾀｵ
4607 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨコミチノ上ナロ ﾖｺﾐﾁﾉｶﾐﾅﾛ
4608 02池川 大野 ｵｵﾉ イシノウヘ ｲｼﾉｳｴ
4609 02池川 大野 ｵｵﾉ 上イシノウ子 ｳｴｲｼﾉｳﾈ
4610 02池川 大野 ｵｵﾉ 石ヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
4611 02池川 大野 ｵｵﾉ コヱト ｺｴﾄ
4612 02池川 大野 ｵｵﾉ 西桁山 ﾆｼｹﾀﾔﾏ
4613 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨコミチ ﾖｺﾐﾁ
4614 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨジウ子 ﾖｼﾞｳﾈ
4615 02池川 大野 ｵｵﾉ ヲクカミノ ｵｸｶﾐﾉ
4616 02池川 大野 ｵｵﾉ ヨリゴヤ ﾖﾘｺﾞﾔ
4617 02池川 大野 ｵｵﾉ ナバラ ﾅﾊﾞﾗ
4618 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヘナバラ ｳｴﾅﾊﾞﾗ
4619 02池川 大野 ｵｵﾉ 子ド ﾈﾄﾞ
4620 02池川 大野 ｵｵﾉ キレタヲ ｷﾚﾀｵ(ｷﾘｽﾞNO.160)
4621 02池川 大野 ｵｵﾉ 黒ヌタ山 ｸﾛﾇﾀﾔﾏ
4622 02池川 大野 ｵｵﾉ 上黒ヌタ ｶﾐｸﾛﾇﾀ
4623 02池川 大野 ｵｵﾉ ホキ ﾎｷ
4624 02池川 大野 ｵｵﾉ カバキノナロ ｶﾊﾞｷﾉﾅﾛ
4625 02池川 大野 ｵｵﾉ ミヨガダバ ﾐﾖｶﾞﾀﾞﾊﾞ
4626 02池川 大野 ｵｵﾉ ミヨガ ﾐﾖｶﾞ
4627 02池川 大野 ｵｵﾉ ウエミヨガ ｳｴﾐﾖｶﾞ
4628 02池川 大野 ｵｵﾉ ホキウ子 ﾎｷｳﾈ
4629 02池川 大野 ｵｵﾉ ハサビダニ ﾊｻﾋﾞﾀﾞﾆ
4630 02池川 大野 ｵｵﾉ 南ハサビ ﾐﾅﾐﾊｻﾋﾞ
4631 02池川 大野 ｵｵﾉ ワサビ ﾜｻﾋﾞ
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4632 02池川 大野 ｵｵﾉ クロヌタ ｸﾛﾇﾀ
4633 02池川 大野 ｵｵﾉ タキワキ ﾀｷﾜｷ
4634 02池川 大野 ｵｵﾉ ミツダキ山 ﾐﾂﾀﾞｷﾔﾏ
4635 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ホドノトヲ ｶﾐﾎﾄﾞﾉﾄｵ
4636 02池川 大野 ｵｵﾉ タニヤイ ﾀﾆﾔｲ
4637 02池川 大野 ｵｵﾉ コイチバタ ｺｲﾁﾊﾞﾀ
4638 02池川 大野 ｵｵﾉ ハシゴノモト ﾊｼｺﾞﾉﾓﾄ
4639 02池川 大野 ｵｵﾉ カゲ ｶｹﾞ
4640 02池川 大野 ｵｵﾉ ヤケヤカゲ ﾔｹﾔｶｹﾞ
4641 02池川 大野 ｵｵﾉ 下タキザコ ｼﾀﾀｷｻﾞｺ
4642 02池川 大野 ｵｵﾉ キサコ ｷｻｺ
4643 02池川 大野 ｵｵﾉ ワレイシ ﾜﾚｲｼ
4644 02池川 大野 ｵｵﾉ 下モホドノトヲ ｼﾓﾎﾄﾞﾉﾄｵ
4645 02池川 大野 ｵｵﾉ マルイシ ﾏﾙｲｼ
4646 02池川 大野 ｵｵﾉ アカタキ谷 ｱｶﾀｷﾀﾞﾆ
4647 02池川 大野 ｵｵﾉ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
4648 02池川 大野 ｵｵﾉ ワラビウチ ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
4649 02池川 大野 ｵｵﾉ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
4650 02池川 大野 ｵｵﾉ ニシヤウ ﾆｼﾔｳ
4651 02池川 大野 ｵｵﾉ ホソノ ﾎｿﾉ
4652 02池川 大野 ｵｵﾉ 北カキノトヲ ｷﾀｶｷﾉﾄｵ
4653 02池川 大野 ｵｵﾉ ツエバタケ ﾂｴﾊﾞﾀｹ
4654 02池川 大野 ｵｵﾉ カキノトヲ谷ノ内下ツエバタケ ｶｷﾉﾄｵﾀﾆﾉｳﾁｼﾓﾂｴﾊﾞﾀｹ
4655 02池川 大野 ｵｵﾉ カキノ峠谷 ｶｷﾉﾄｳﾀﾞﾆ
4656 02池川 大野 ｵｵﾉ 上ヱカキノ峠 ｳｴｴｶｷﾉﾄｳ
4657 02池川 大野 ｵｵﾉ カキノ峠 ｶｷﾉﾄｳ
4658 02池川 大野 ｵｵﾉ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
4659 02池川 大野 ｵｵﾉ ニシバヤシ ﾆｼﾊﾞﾔｼ
4660 02池川 大野 ｵｵﾉ 道ノ上ヱ ﾐﾁﾉｳｴ
4661 02池川 大野 ｵｵﾉ シモムカイノ上ヱ ｼﾓﾑｶｲﾉｳｴ
4662 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ママゴ ﾏﾏｺﾞ
4663 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 南カラアイ山 ﾐﾅﾐｶﾗｱｲﾔﾏ
4664 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東ママゴ ﾋｶﾞｼﾏﾏｺﾞ
4665 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北カラカイ ｷﾀｶﾗｶｲ
4666 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ママゴノ西アヤノ谷 ﾏﾏｺﾞﾉﾆｼｱﾔﾉﾀﾆ
4667 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北アヤノ谷 ｷﾀｱﾔﾉﾀﾆ
4668 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上北カラカイ ｶﾐｷﾀｶﾗｶｲ
4669 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コダイバタ ｺﾀﾞｲﾊﾞﾀ
4670 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ママゴノ東アヤノ谷 ﾏﾏｺﾞﾉﾋｶﾞｼｱﾔﾉﾀﾆ
4671 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ママゴ北ヒラ ﾏﾏｺﾞｷﾀﾋﾗ
4672 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ママゴノ内ススレガヤシ ﾏﾏｺﾞﾉｳﾁｽｽﾚｶﾞﾔｼ
4673 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲブサ ｵｵﾌﾞｻ
4674 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ マツヲ ﾏﾂｵ
4675 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ ｶｹﾞ
4676 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 石ノ内 ｲｼﾉｳﾁ
4677 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西アヤノ谷 ﾆｼｱﾔﾉﾀﾆ
4678 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
4679 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イレクチ ｲﾚｸﾁ
4680 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カマノフチ ｶﾏﾉﾌﾁ
4681 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲスノトヲ ｵｽﾉﾄｵ
4682 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ヲスノトヲ ｶﾐｵｽﾉﾄｵ
4683 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
4684 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東松尾 ﾋｶﾞｼﾏﾂｵ
4685 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 松尾谷 ﾏﾂｵﾀﾞﾆ
4686 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 松尾ギ ﾏﾂｵｷﾞ
4687 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西松尾 ﾆｼﾏﾂｵ
4688 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トデヤブ ﾄﾃﾞﾔﾌﾞ
4689 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ マル石 ﾏﾙｲｼ
4690 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北マル石 ｷﾀﾏﾙｲｼ
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4691 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ユトウギ ﾕﾄｳｷﾞ
4692 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西ノウ子 ﾆｼﾉｳﾈ
4693 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 南平 ﾐﾅﾐﾋﾗ
4694 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホヲノキノ畝 ﾎｵﾉｷﾉｳﾈ
4695 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲスノトヲダキ ｵｽﾉﾄｵﾀﾞｷ
4696 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 黒松ウ子 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
4697 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東黒松 ﾋｶﾞｼｸﾛﾏﾂ
4698 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヒルタキ ﾋﾙﾀｷ
4699 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ クヨハノ畝 ｸﾖﾊﾉｳﾈ
4700 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下カゲ ｼﾓｶｹﾞ
4701 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ
4702 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西クヨバ ﾆｼｸﾖﾊﾞ
4703 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
4704 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤグラバ ﾔｸﾞﾗﾊﾞ
4705 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西ホヲノキ畝 ﾆｼﾎｵﾉｷｳﾈ
4706 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハ西ノウチ ｳﾜﾆｼﾉｳﾁ
4707 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タキノトヲ ﾀｷﾉﾄｵ
4708 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ下タ ｶｹﾞｼﾀ
4709 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマ下タ ﾔﾏｼﾀ
4710 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
4711 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4712 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲバジリ ｵﾊﾞｼﾞﾘ
4713 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タテギ ﾀﾃｷﾞ
4714 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西タテギ ﾆｼﾀﾃｷﾞ
4715 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシ ｵｵﾀｼ
4716 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシ北地 ｵｵﾀｼｷﾀﾁ
4717 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ浦 ｶｹﾞｳﾗ
4718 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハカゲ ｳﾜｶｹﾞ
4719 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲギシ ｶｹﾞｷﾞｼ
4720 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲモロギ ｶｹﾞﾓﾛｷﾞ
4721 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ石 ｶｹﾞｲｼ
4722 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 南カゲノ谷 ﾐﾅﾐｶｹﾞﾉﾀﾆ
4723 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 大西 ｵｵﾆｼ
4724 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ オオモト ｵｵﾓﾄ
4725 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
4726 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 瀧ワキ ﾀｷﾜｷ
4727 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホトケ谷 ﾎﾄｹﾀﾞﾆ
4728 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホヲノ木谷 ﾎｵﾉｷﾀﾞﾆ
4729 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツエ ﾂｴ
4730 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タノコダキ ﾀﾉｺﾀﾞｷ
4731 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 南カゲ ﾐﾅﾐｶｹﾞ
4732 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タノモト ﾀﾉﾓﾄ
4733 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 中山 ﾅｶﾔﾏ
4734 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヨコ畑 ﾖｺﾊﾀ
4735 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ畑 ｶｹﾞﾊﾀ
4736 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマノウシロ ﾔﾏﾉｳｼﾛ
4737 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タフガチ ﾀﾌｶﾞﾁ
4738 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ロクロイワヤ ﾛｸﾛｲﾜﾔ
4739 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワトウチ ﾜﾄｳﾁ
4740 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシ畝 ｵｵﾀｼｳﾈ
4741 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西ヲヲタシ畝 ﾆｼｵｵﾀｼｳﾈ
4742 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシサコ ｵｵﾀｼｻｺ
4743 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシ北平 ｵｵﾀｼｷﾀﾋﾗ
4744 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシアナドソ ｵｵﾀｼｱﾅﾄﾞｿ
4745 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲタシウ子ナル ｵｵﾀｼｳﾈﾅﾙ
4746 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西平 ﾆｼﾋﾗ
4747 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 小松ノ本 ｺﾏﾂﾉﾓﾄ
4748 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 小松カケ゛ ｺﾏﾂｶｹﾞ
4749 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 小松谷 ｺﾏﾂﾀﾆ
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4750 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ウツロドチ ｳﾂﾛﾄﾞﾁ
4751 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤスバノ畝 ﾔｽﾊﾞﾉｳﾈ
4752 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦 ﾋｳﾗ
4753 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ガヤノキ ｶﾞﾔﾉｷ
4754 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦ウ子 ﾋｳﾗｳﾈ
4755 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 水ノ本キシ ﾐｽﾞﾉﾓﾄｷｼ
4756 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カキノキウ子 ｶｷﾉｷｳﾈ
4757 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 柿木畝谷 ｶｷﾉｷｳﾈﾀﾆ
4758 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヒトツチ ﾋﾄﾂﾁ
4759 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 中西屋式 ﾅｶﾆｼﾔｼｷ
4760 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
4761 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ドヲノ下タ ﾄﾞｵﾉｼﾀ
4762 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ マエラ ﾏｴﾗ
4763 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北屋式ナカ ｷﾀﾔｼｷﾅｶ
4764 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北屋式 ｷﾀﾔｼｷ
4765 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ミ子カバグラ ﾐﾈｶﾊﾞｸﾞﾗ
4766 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カシクラ黒石 ｶｼｸﾗｸﾛｲｼ
4767 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホコイシ ﾎｺｲｼ
4768 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ クロトコ ｸﾛﾄｺ
4769 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ウハノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
4770 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲヤマ ｶｹﾞﾔﾏ
4771 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヲタブチ ｺｵﾀﾌﾞﾁ
4772 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ キノモト ｷﾉﾓﾄ
4773 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤナキノサコ ﾔﾅｷﾉｻｺ
4774 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イリノ ｲﾘﾉ
4775 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
4776 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナラノ峠 ﾅﾗﾉﾄｳ
4777 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 椿ノ峠 ﾂﾊﾞｷﾉﾄｳ
4778 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 畑谷 ﾊﾀﾀﾞﾆ
4779 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 子ノツケ ﾈﾉﾂｹ
4780 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イゲタニ ｲｹﾞﾀﾆ
4781 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲクナル川 ｵｸﾅﾙｶﾜ
4782 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナルガハ ﾅﾙｶﾞﾜ
4783 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ユグチ ﾕｸﾞﾁ
4784 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦谷 ﾋｳﾗﾀﾞﾆ
4785 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カヂウチ ｶﾁﾞｳﾁ
4786 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北カゲ ｷﾀｶｹﾞ
4787 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コエ ｺｴ
4788 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ モチタ ﾓﾁﾀ
4789 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ウバノヂ下タ ｳﾊﾞﾉﾁﾞｼﾀ
4790 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヌタノ峠 ﾇﾀﾉﾄｳ
4791 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 赤石 ｱｶｲｼ
4792 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヨコバシリ ﾖｺﾊﾞｼﾘ
4793 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カシクラ ｶｼｸﾗ
4794 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヲロ ｺｦﾛ
4795 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヲロ畝 ｺｦﾛｳﾈ
4796 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲクヤブ ｵｸﾔﾌﾞ
4797 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ヘバダ ｳｴﾊﾞﾀﾞ
4798 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
4799 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タキノ峠 ﾀｷﾉﾄｳ
4800 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツシノ上 ﾂｼﾉｳｴ
4801 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヨコ瀧 ﾖｺﾀｷ
4802 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
4803 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 山下 ﾔﾏｼﾀ
4804 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タノキアナ ﾀﾉｷｱﾅ
4805 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イズリ ｲｽﾞﾘ
4806 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヌタ ﾇﾀ
4807 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イノモト ｲﾉﾓﾄ
4808 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 小畝 ｺｳﾈ
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4809 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲクビ ｵｵｸﾋﾞ
4810 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コタニ畑 ｺﾀﾆﾊﾞﾀ
4811 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シロンコ ｼﾛﾝｺ
4812 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホシバ ﾎｼﾊﾞ
4813 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トヲフチ ﾄｵﾌﾁ
4814 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イリノヂ ｲﾘﾉﾁﾞ
4815 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イリノサコ ｲﾘﾉｻｺ
4816 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ウツボグイ ｳﾂﾎﾞｸﾞｲ
4817 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ
4818 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲクビ畝 ｵｵｸﾋﾞｳﾈ
4819 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲクビ谷 ｵｵｸﾋﾞﾀﾞﾆ
4820 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲスベ ｵｵｽﾍﾞ
4821 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北ホシバ ｷﾀﾎｼﾊﾞ
4822 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ホシバ畝 ﾎｼﾊﾞｳﾈ
4823 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東ヌタノモト ﾋｶﾞｼﾇﾀﾉﾓﾄ
4824 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イノモト下タ畑 ｲﾉﾓﾄｼﾀﾊﾞﾀ
4825 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イノモト上ハ畑 ｲﾉﾓﾄｳﾜﾊﾞﾀ
4826 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イノモト平 ｲﾉﾓﾄﾋﾗ
4827 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ谷 ｶｹﾞﾀﾆ
4828 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カケ平 ｶｹﾋﾗ
4829 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワルチ ﾜﾙﾁ
4830 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナロチ畑 ﾅﾛﾁﾊﾞﾀ
4831 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワルシタ ﾜﾙｼﾀ
4832 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 子ズキヤスバ ﾈｽﾞｷﾔｽﾊﾞ
4833 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ モギチ ﾓｷﾞﾁ
4834 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ モギチ畝 ﾓｷﾞﾁｳﾈ
4835 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 中畝 ﾅｶｳﾈ
4836 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イハヤノタニ ｲﾜﾔﾉﾀﾆ
4837 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タヂステ ﾀﾁﾞｽﾃ
4838 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タヂステハシ ﾀﾁﾞｽﾃﾊｼ
4839 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シモバタ ｼﾓﾊﾞﾀ
4840 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヒウライシ ﾋｳﾗｲｼ
4841 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦マツギ ﾋｳﾗﾏﾂｷﾞ
4842 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シウケ ｼｳｹ
4843 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シウケヌタノヒラ ｼｳｹﾇﾀﾉﾋﾗ
4844 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヨコ平 ﾖｺﾋﾗ
4845 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ドテバシ ﾄﾞﾃﾊﾞｼ
4846 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シウケ谷 ｼｳｹﾀﾞﾆ
4847 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イハ瀧 ｲﾜﾀｷ
4848 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦石 ﾋｳﾗｲｼ
4849 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ペナ ﾍﾟﾅ
4850 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ドヲゴヲ ﾄﾞｵｺﾞｵ
4851 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
4852 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヤノ谷ウ子 ｺﾔﾉﾀﾆｳﾈ
4853 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 丸瀧 ﾏﾙﾀｷ
4854 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ クワノキ ｸﾜﾉｷ
4855 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ クハノキ平 ｸﾜﾉｷﾋﾗ
4856 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北ヨコバシリ ｷﾀﾖｺﾊﾞｼﾘ
4857 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツゴヲウ子 ﾂｺﾞｵｳﾈ
4858 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマクビ ﾔﾏｸﾋﾞ
4859 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イハヤ ｲﾊﾔ
4860 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ロクロ ﾛｸﾛ
4861 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東ヤマクビ ﾋｶﾞｼﾔﾏｸﾋﾞ
4862 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 山クビウ子 ﾔﾏｸﾋﾞｳﾈ
4863 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西ヅゴヲ ﾆｼﾂﾞｺﾞｵ
4864 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマクビ峠 ﾔﾏｸﾋﾞﾄｳｹﾞ
4865 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマクビタニ ﾔﾏｸﾋﾞﾀﾆ
4866 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 子ズキウ子 ﾈｽﾞｷｳﾈ
4867 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タイゴノ内ツゴヲ峠 ﾀｲｺﾞﾉｳﾁﾂｺﾞｵﾄｳ
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4868 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 赤樽西平 ｱｶﾀﾙﾆｼﾋﾗ
4869 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ マルノ ﾏﾙﾉ
4870 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ キヂヤシキ ｷﾁﾞﾔｼｷ
4871 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 日浦ナル ﾋｳﾗﾅﾙ
4872 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コツモ ｺﾂﾓ
4873 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ セトノモト ｾﾄﾉﾓﾄ
4874 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ バンゴヤ ﾊﾞﾝｺﾞﾔ
4875 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 赤樽東平 ｱｶﾀﾙﾋｶﾞｼﾋﾗ
4876 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ バンゴヤ畝 ﾊﾞﾝｺﾞﾔｳﾈ
4877 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シモカヅキ ｼﾓｶﾂﾞｷ
4878 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東カゲ ﾋｶﾞｼｶｹﾞ
4879 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タイコサデ ﾀｲｺｻﾃﾞ
4880 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワタリ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
4881 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 渡リバシ ﾜﾀﾘﾊﾞｼ
4882 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワタリドチ ﾜﾀﾘﾄﾞﾁ
4883 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 大ツヱ ｵｵﾂｴ
4884 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ムカバ畝 ﾑｶﾊﾞｳﾈ
4885 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ワサドチ ﾜｻﾄﾞﾁ
4886 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 長尾山西平 ﾅｶﾞｵﾔﾏﾆｼﾋﾗ
4887 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北ヲクヤブ ｷﾀｵｸﾔﾌﾞ
4888 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ススキノ ｽｽｷﾉ
4889 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 今成峠 ｲﾏﾅﾘﾄｳｹﾞ
4890 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヌレタキ ﾇﾚﾀｷ
4891 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ アマガアリ ｱﾏｶﾞｱﾘ
4892 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲヒタ ｵｵﾋﾀ
4893 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北屋式北向ヒ ｷﾀﾔｼｷｷﾀﾑｶｲ
4894 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ゴミ ｺﾞﾐ
4895 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハ瀧 ｳﾜﾀｷ
4896 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カミアレ ｶﾐｱﾚ
4897 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲ平 ｶｹﾞﾋﾗ
4898 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シモアレ ｼﾓｱﾚ
4899 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ セキヨシ ｾｷﾖｼ
4900 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ミヅフ子 ﾐﾂﾞﾌﾈ
4901 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ キリアケ ｷﾘｱｹ
4902 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 浦荒 ｳﾗｱﾚ
4903 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナベワリ ﾅﾍﾞﾜﾘ
4904 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 栗ノ木峠 ｸﾘﾉｷﾄｳｹﾞ
4905 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 直助作り ﾅｵｽｹﾂﾞｸﾘ
4906 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツチ山 ﾂﾁﾔﾏ
4907 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タカヤマ ﾀｶﾔﾏ
4908 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 岸ノ上 ｷｼﾉｳｴ
4909 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 北ムカエ ｷﾀﾑｶｴ
4910 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
4911 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ミ子 ﾐﾈ
4912 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヌタノヒラ ﾇﾀﾉﾋﾗ
4913 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲモコヤ ｵﾓｺﾔ
4914 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カヤバシ ｶﾔﾊﾞｼ
4915 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲヲヒトノアト ｵｵﾋﾄﾉｱﾄ
4916 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 長尾山東平 ﾅｶﾞｵﾔﾏﾋｶﾞｼﾋﾗ
4917 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ クリノキ ｸﾘﾉｷ
4918 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナカマアレ ﾅｶﾏｱﾚ
4919 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ミツゴヤ ﾐﾂｺﾞﾔ
4920 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コマドチ ｺﾏﾄﾞﾁ
4921 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コクヲヲ山 ｺｸｵｵﾔﾏ
4922 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ アゲ ｱｹﾞ
4923 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トチノナロ ﾄﾁﾉﾅﾛ
4924 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下トチノナロ ｼﾓﾄﾁﾉﾅﾛ
4925 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カマノクビ ｶﾏﾉｸﾋﾞ
4926 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ フル川 ﾌﾙｶﾜ
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4927 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トビ石 ﾄﾋﾞｲｼ
4928 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カヂヤ谷 ｶﾁﾞﾔﾀﾞﾆ
4929 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヤマゴホ ﾔﾏｺﾞﾎ
4930 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下モ畑 ｼﾓﾊﾞﾀ
4931 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハ畑 ｳﾜﾊﾞﾀ
4932 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トチノクボ ﾄﾁﾉｸﾎﾞ
4933 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東上ハ畝 ﾋｶﾞｼｳﾜｳﾈ
4934 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヲトシ ｵﾄｼ
4935 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カラカイ東 ｶﾗｶｲﾋｶﾞｼ
4936 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カドイシ ｶﾄﾞｲｼ
4937 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 南ナカ畝 ﾐﾅﾐﾅｶｳﾈ
4938 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ キヤクヤマ ｷﾔｸﾔﾏ
4939 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下タ畑 ｼﾀﾊﾞﾀｹ
4940 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コタキ山北 ｺﾀｷﾔﾏｷﾀ
4941 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハ組 ｳﾜｸﾞﾐ
4942 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西上ハ畑 ﾆｼｳﾜﾊﾞﾀ
4943 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 中畝谷 ﾅｶｳﾈﾀﾞﾆ
4944 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ サル石 ｻﾙｲｼ
4945 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヒウチアレ ﾋｳﾁｱﾚ
4946 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ハダ ﾊﾀﾞ
4947 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ナツケ ﾅﾂｹ
4948 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イチノス ｲﾁﾉｽ
4949 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コダキ山 ｺﾀﾞｷﾔﾏ
4950 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下タ畑ホキ ｼﾀﾊﾞﾀﾎｷ
4951 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カバノキ ｶﾊﾞﾉｷ
4952 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トリモリ石 ﾄﾘﾓﾘｲｼ
4953 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コダキ山ノ乾 ｺﾀﾞｷﾔﾏﾉｲﾇｲ
4954 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ドヲケハタ ﾄﾞｵｹﾊﾀ
4955 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下タ畑野地 ｼﾀﾊﾞﾀﾉｼﾞ
4956 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 六ヅクリ ﾑﾂﾞｸﾘ
4957 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トロ ﾄﾛ
4958 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下モトロ ｼﾓﾄﾛ
4959 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コバタ ｺﾊﾞﾀ
4960 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハトロ ｳﾜﾄﾛ
4961 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東カラカイ ﾋｶﾞｼｶﾗｶｲ
4962 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下ナツヤケ ｼﾓﾅﾂﾔｹ
4963 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ム子ノ日浦 ﾑﾈﾉﾋｳﾗ
4964 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 笠木 ｶｻｷ
4965 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下タ笠木 ｼﾀｶｻｷ
4966 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツバキ畑 ﾂﾊﾞｷﾊﾞﾀ
4967 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲタキ ｶｹﾞﾀｷ
4968 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シデノキサコ ｼﾃﾞﾉｷｻｺ
4969 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シテノキ畝 ｼﾃﾉｷｳﾈ
4970 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 松ムロ ﾏﾂﾑﾛ
4971 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ シデノキモリ ｼﾃﾞﾉｷﾓﾘ
4972 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ チヤバタ ﾁﾔﾊﾞﾀ
4973 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハツバキハタ ｳﾜﾂﾊﾞｷﾊﾀ
4974 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ サザレ ｻｻﾞﾚ
4975 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 柳谷 ﾔﾅﾀﾞﾆ
4976 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カテ石 ｶﾃｲｼ
4977 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コビノ谷 ｺﾋﾞﾉﾀﾆ
4978 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 立下タ畑 ﾀﾃｼﾀﾊﾞﾀ
4979 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イワヤウ子 ｲﾜﾔｳﾈ
4980 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ツガノグヒ ﾂｶﾞﾉｸﾞｲ
4981 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 岸 ｷｼ
4982 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ コヲレ下タ ｺｵﾚｼﾀ
4983 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タロハナ ﾀﾛﾊﾅ
4984 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 大平 ｵｵﾋﾗ
4985 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲウ子 ｶｹﾞｳﾈ
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4986 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ イソ ｲｿ
4987 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下タイソ ｼﾀｲｿ
4988 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 上ハイソ ｳﾜｲｿ
4989 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西イソ ﾆｼｲｿ
4990 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 下モイソ ｼﾓｲｿ
4991 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東イソ ﾋｶﾞｼｲｿ
4992 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ミヤノ峠 ﾐﾔﾉﾄｳ
4993 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
4994 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ハシカヤブ ﾊｼｶﾔﾌﾞ
4995 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 松久保 ﾏﾂｸﾎﾞ
4996 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カシノタキ ｶｼﾉﾀｷ
4997 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カマトコ ｶﾏﾄｺ
4998 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ マキテラ ﾏｷﾃﾗ
4999 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 大岸 ｵｵｷﾞｼ
5000 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ トビデ ﾄﾋﾞﾃﾞ
5001 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ニクノタチ ﾆｸﾉﾀﾁ
5002 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 東チャバタ ﾋｶﾞｼﾁｬﾊﾞﾀ
5003 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ ソデガタ ｿﾃﾞｶﾞﾀ
5004 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ タテウド ﾀﾃｳﾄﾞ
5005 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
5006 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ 西杉ノ本 ﾆｼｽｷﾞﾉﾓﾄ
5007 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
5008 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 下田 ｼﾓﾀ
5009 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 高橋 ﾀｶﾊｼ
5010 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ムカイコヤシノウエ ﾑｶｲｺﾔｼﾉｳｴ
5011 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヱヒ子 ｴﾋｺ
5012 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 奥伊野谷 ｵｸｲﾉﾀﾞﾆ
5013 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5014 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 川井ノ向ヒ ｶﾜｲﾉﾑｶﾋ
5015 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ トイノマエ ﾄｲﾉﾏｴ
5016 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ゴミ ｺﾞﾐ
5017 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 中西 ﾅｶﾆｼ
5018 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5019 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 寺ノ上 ﾃﾗﾉｳｴ
5020 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 上ヤシキノ向イ ｶﾐﾔｼｷﾉﾑｶｲ
5021 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
5022 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
5023 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
5024 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ チチジャウ ﾁﾁｼﾞｬｳ
5025 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コヲレガチ ｺｦﾚｶﾞﾁ
5026 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 若山 ﾜｶﾔﾏ
5027 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コアレ ｺｱﾚ
5028 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ
5029 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
5030 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 大樽 ｵｵﾀﾙ
5031 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タチメ ﾀﾁﾒ
5032 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 丸ブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
5033 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 前神 ﾏｴｶﾞﾐ
5034 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 大向 ｵｵﾑｶｲ
5035 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 奥田之向イ ｵｸﾀﾞﾉﾑｶｲ
5036 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
5037 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 窪谷 ｸﾎﾞﾀﾆ
5038 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
5039 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 野地 ﾉｼﾞ
5040 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ソヲハギ ｿｦﾊｷﾞ
5041 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
5042 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カサマツ ｶｻﾏﾂ
5043 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
5044 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西若山 ﾆｼﾜｶﾔﾏ
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5045 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 四十九 ｼｼﾞｭｳｸ
5046 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
5047 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
5048 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
5049 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
5050 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クルミダニ ｸﾙﾐﾀﾞﾆ
5051 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ススガウ子 ｽｽｶﾞｳﾈ
5052 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
5053 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 瀬戸 ｾﾄ
5054 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 出丸ノ向 ｲｽﾞﾏﾙﾉﾑｶｲ
5055 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 奥出丸 ｵｸｲｽﾞﾏﾙ
5056 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タルノシタ ﾀﾙﾉｼﾀ
5057 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シャクシノタヲ ｼｬｸｼﾉﾀｦ
5058 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 上ミノ向 ｶﾐﾉﾑｶｲ
5059 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 出丸 ｲｽﾞﾏﾙ
5060 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヘナ ﾍﾅ
5061 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ホトケドヲ ﾎﾄｹﾄﾞｳ
5062 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東クラマ谷 ﾋｶﾞｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5063 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
5064 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 椎ノ木ノ本 ｼｲﾉｷﾉﾓﾄ
5065 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒデノオ ﾋﾃﾞﾉｵ
5066 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
5067 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クボマヱ ｸﾎﾞﾏｴ
5068 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲモヤノマヱ ｵﾓﾔﾉﾏｴ
5069 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲモヤノウシロ ｵﾓﾔﾉｳｼﾛ
5070 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ハチザイノヒラ ﾊﾁｻﾞｲﾉﾋﾗ
5071 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ウエウ子 ｳｴｳｺ
5072 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲヲユハノソラ ｵｵﾕﾊﾉｿﾗ
5073 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東ヲクダニ ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾞﾆ
5074 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コバミ ｺﾊﾞﾐ
5075 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カツラ ｶﾂﾗ
5076 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 中屋敷東ノ向イ ﾅｶﾔｼｷﾋｶﾞｼﾉﾑｶｲ
5077 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 川向ヒ ｶﾜﾑｶﾋ
5078 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カミヂョウ ｶﾐﾁﾞｮｳ
5079 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ スズレイシ ｽｽﾞﾚｲｼ
5080 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
5081 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ
5082 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシ ﾆｼ
5083 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タケハナ ﾀｹﾊﾅ
5084 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ イ子ノクボ ｲﾈﾉｸﾎﾞ
5085 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タキノマヱ ﾀｷﾉﾏｴ
5086 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コシカケノ石 ｺｼｶｹﾉｲｼ
5087 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クワノキノモト ｸﾜﾉｷﾉﾓﾄ
5088 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ アサフン ｱｻﾌﾝ
5089 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東山姥 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5090 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西山姥 ﾆｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5091 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ユキツエ ﾕｷﾂｴ
5092 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ミタニ ﾐﾀﾆ
5093 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西ヲヲタキ ﾆｼｵｵﾀｷ
5094 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シデノ木ノ内 ｼﾃﾞﾉｷﾉｳﾁ
5095 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東ヲヲタキ ﾋｶﾞｼｵｵﾀｷ
5096 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ フ子ノナロ ﾌﾈﾉﾅﾛ
5097 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒラミ ﾋﾗﾐ
5098 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
5099 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
5100 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒエイナキ ﾋｴｲﾅｷ
5101 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヤケノ ﾔｹﾉ
5102 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ソデノ ｿﾃﾞﾉ
5103 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シバヲリ ｼﾊﾞｦﾘ
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5104 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ウエノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
5105 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ホヲノキウ子 ﾎｳﾉｷｳﾈ
5106 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ソヲボヲチ ｿｦﾎﾞｦﾁ
5107 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西ノマノタニ ﾆｼﾉﾏﾉﾀﾆ
5108 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ サカエダニ ｻｶｴﾀﾞﾆ
5109 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タケヤブ ﾀｹﾔﾌﾞ
5110 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ノマノタニ ﾉﾏﾉﾀﾆ
5111 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ノヂノサキ ﾉｼﾞﾉｻｷ
5112 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ダイヤシキ ﾀﾞｲﾔｼｷ
5113 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 松尾 ﾏﾂｵ
5114 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
5115 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西クラマダニ ﾆｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5116 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ゴロヲブチ ｺﾞﾛｦﾌﾞﾁ
5117 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 上ミヲリト ｶﾐｦﾘﾄ
5118 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 小舟方 ｺﾌﾅｶﾞﾀ
5119 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シモヲリト ｼﾓｦﾘﾄ
5120 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カキノキバタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
5121 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
5122 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ トチサコ ﾄﾁｻｺ
5123 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ マルヤマ ﾏﾙﾔｼ
5124 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナカガシ ﾅｶｶﾞｼ
5125 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西川舟 ﾆｼｶﾜﾌﾈ
5126 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東川舩 ﾋｶﾞｼｶﾜﾌﾞﾈ
5127 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ブンコノタキ ﾌﾞﾝｺﾉﾀｷ
5128 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カラ岩瀧 ｶﾗｲﾜﾀﾞｷ
5129 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コヲブ子 ｺｳﾌﾞﾈ
5130 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西川舩 ﾆｼｶﾜﾌﾞﾈ
5131 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コジウロク ｺｼﾞｳﾛｸ
5132 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クリノキヤシキ ｸﾘﾉｷﾔｼｷ
5133 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 熊頭 ｸﾏｶﾞｼﾗ
5134 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ムカイジハンジョ ﾑｶｲｼﾞﾊﾅｼﾞｮ
5135 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｦｻｺ
5136 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カゲ ｶｹﾞ
5137 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シハンショウ ｼﾊﾝｼｮｳ
5138 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニツノ ﾆﾂﾉ
5139 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 吹佐古 ﾌｷｻｺ
5140 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 堂ケ内 ﾄﾞｳｹｳﾁ
5141 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
5142 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
5143 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ マサキ谷 ﾏｻｷﾀﾞﾆ
5144 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ツヱダマリ ﾂｴﾀﾞﾏﾘ
5145 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ トヲシウ子 ﾄｦｼｳﾈ
5146 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 柳ノナロ ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾛ
5147 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒロソヲ ﾋﾛｿｦ
5148 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ キハタ ｷﾊﾀ
5149 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクノ ｵｸﾉ
5150 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナガタキ ﾅｶﾞﾀｷ
5151 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ メヨガノナロ ﾒﾖｶﾞﾉﾅﾛ
5152 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 中ノヤスバ ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
5153 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ メト ﾒﾄ
5154 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ キヂ ｷｼﾞ
5155 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
5156 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シマウゴミ ｼﾏｳｺﾞﾐ
5157 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
5158 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 奥下田 ｵｸｼﾓﾀﾞ
5159 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
5160 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ マエダ ﾏｴﾀﾞ
5161 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ユバ ﾕﾊﾞ
5162 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ユバノムカイ ﾕﾊﾞﾉﾑｶｲ
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5163 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
5164 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シバヲリノ向ヒ ｼﾊﾞｦﾘﾉﾑｶﾋ
5165 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ キヂナロ ｷｼﾞﾅﾛ
5166 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シバヲリノ上 ｼﾊﾞｦﾘﾉｶﾐ
5167 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ
5168 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ハチホンマツ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ
5169 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 大瀧 ｵｵﾀﾞｷ
5170 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 猿ケ薮 ｻﾙｶﾞﾔﾌﾞ
5171 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
5172 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
5173 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
5174 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 折尾坂 ｵﾘｵｻﾞｶ
5175 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 小ハタ ｺﾊﾀ
5176 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ミヅナシ山 ﾐｽﾞﾅｼﾔﾏ
5177 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
5178 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 五郎勘畑 ｺﾞﾛｳｶﾝﾊﾞﾀ
5179 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ケタ ｹﾀ
5180 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 日浦 ﾋｳﾗ
5181 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
5182 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クリノトヲ ｸﾘﾉﾄｦ
5183 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クルミブチ ｸﾙﾐﾌﾞﾁ
5184 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ スベリバタ ｽﾍﾞﾘﾊﾞﾀ
5185 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シモイラワラ ｼﾓｲﾗﾜﾗ
5186 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
5187 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 日浦ノ向イ ﾋｳﾗﾉﾑｶｲ
5188 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ
5189 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
5190 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ
5191 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 東古樽 ﾋｶﾞｼｺﾀﾞﾙ
5192 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ イッポンマツ ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
5193 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクナカゾ ｵｸﾅｶｿﾞ
5194 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シキノナロ ｼｷﾉﾅﾛ
5195 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コミダヤブ ｺﾐﾀﾞﾔﾌﾞ
5196 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ アカツチウ子 ｱｶﾂﾁｳﾈ
5197 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシコダル ﾆｼｺﾀﾞﾙ
5198 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ マキノトヲ ﾏｷﾉﾄｳ
5199 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクメド ｵｸﾒﾄﾞ
5200 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクナガノヂ ｵｸﾅｶﾞﾉﾁﾞ
5201 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クロタキ ｸﾛﾀｷ
5202 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カミコグラ ｶﾐｺｸﾞﾗ
5203 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シモコグラ ｼﾓｺｸﾞﾗ
5204 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナガタニ ﾅｶﾞﾀﾆ
5205 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシハトウチ ﾆｼﾊﾄｳﾁ
5206 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ハトウチ ﾊﾄｳﾁ
5207 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
5208 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
5209 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
5210 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ モリ ﾓﾘ
5211 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ シラヤマ ｼﾗﾔﾏ
5212 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヤマフルゴヤ ﾔﾏﾌﾙｺﾞﾔ
5213 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲヲラウ子 ｵｵﾗｳﾈ
5214 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ キヂヤシキ ｷｼﾞﾔｼｷ
5215 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 笛バ ﾌｴﾊﾞ
5216 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ カキサコ ｶｷｻｺ
5217 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
5218 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ナラウ子 ﾅﾗｳﾈ
5219 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ニシヲクノ ﾆｼｵｸﾉ
5220 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 穴本 ｱﾅﾓﾄ
5221 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 雑誌山 ｿﾞｳｼﾔﾏ
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5222 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヲクユヅノ ｵｸﾕﾂﾞﾉ
5223 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ユヅノヲ ﾕﾂﾞﾉｳ
5224 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 長黒見 ﾅｶﾞｸﾛﾐ
5225 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ツラジロ ｼﾗｼﾞﾛ
5226 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ イラハラ ｲﾗﾊﾗ
5227 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ハチコブ ﾊﾁｺﾌﾞ
5228 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
5229 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ イノモト ｲﾉﾓﾄ
5230 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
5231 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ タカヒサシ ﾀｶﾋｻｼ
5232 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ ヒガシバタ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
5233 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ クロイシ ｸﾛｲｼ
5234 02池川 用居甲 ﾓﾁｲｺｳ コヤノ ｺﾔﾉ
5235 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
5236 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 下田 ｼﾓﾀ
5237 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 高橋 ﾀｶﾊｼ
5238 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ムカイコヤシノウエ ﾑｶｲｺﾔｼﾉｳｴ
5239 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヱヒ子 ｴﾋｺ
5240 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥伊野谷 ｵｸｲﾉﾀﾞﾆ
5241 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5242 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 川井ノ向ヒ ｶﾜｲﾉﾑｶﾋ
5243 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ トイノマエ ﾄｲﾉﾏｴ
5244 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ゴミ ｺﾞﾐ
5245 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 中西 ﾅｶﾆｼ
5246 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5247 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 寺ノ上 ﾃﾗﾉｳｴ
5248 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 上ヤシキノ向イ ｶﾐﾔｼｷﾉﾑｶｲ
5249 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
5250 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
5251 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
5252 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ チチジャウ ﾁﾁｼﾞｬｳ
5253 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コヲレガチ ｺｦﾚｶﾞﾁ
5254 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 若山 ﾜｶﾔﾏ
5255 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コアレ ｺｱﾚ
5256 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ
5257 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
5258 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 大樽 ｵｵﾀﾙ
5259 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タチメ ﾀﾁﾒ
5260 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 丸ブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
5261 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 前神 ﾏｴｶﾞﾐ
5262 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 大向 ｵｵﾑｶｲ
5263 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥田之向イ ｵｸﾀﾞﾉﾑｶｲ
5264 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
5265 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 窪谷 ｸﾎﾞﾀﾆ
5266 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
5267 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 野地 ﾉｼﾞ
5268 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ソヲハギ ｿｦﾊｷﾞ
5269 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
5270 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カサマツ ｶｻﾏﾂ
5271 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
5272 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西若山 ﾆｼﾜｶﾔﾏ
5273 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 四十九 ｼｼﾞｭｳｸ
5274 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
5275 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
5276 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
5277 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
5278 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クルミダニ ｸﾙﾐﾀﾞﾆ
5279 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ススガウ子 ｽｽｶﾞｳﾈ
5280 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 99/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

5281 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 瀬戸 ｾﾄ
5282 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 出丸ノ向 ｲｽﾞﾏﾙﾉﾑｶｲ
5283 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥出丸 ｵｸｲｽﾞﾏﾙ
5284 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タルノシタ ﾀﾙﾉｼﾀ
5285 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シャクシノタヲ ｼｬｸｼﾉﾀｦ
5286 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 上ミノ向 ｶﾐﾉﾑｶｲ
5287 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 出丸 ｲｽﾞﾏﾙ
5288 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヘナ ﾍﾅ
5289 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ホトケドヲ ﾎﾄｹﾄﾞｳ
5290 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東クラマ谷 ﾋｶﾞｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5291 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
5292 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 椎ノ木ノ本 ｼｲﾉｷﾉﾓﾄ
5293 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒデノオ ﾋﾃﾞﾉｵ
5294 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
5295 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クボマヱ ｸﾎﾞﾏｴ
5296 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲモヤノマヱ ｵﾓﾔﾉﾏｴ
5297 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲモヤノウシロ ｵﾓﾔﾉｳｼﾛ
5298 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ハチザイノヒラ ﾊﾁｻﾞｲﾉﾋﾗ
5299 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ウエウ子 ｳｴｳｺ
5300 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲヲユハノソラ ｵｵﾕﾊﾉｿﾗ
5301 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東ヲクダニ ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾞﾆ
5302 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コバミ ｺﾊﾞﾐ
5303 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カツラ ｶﾂﾗ
5304 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 中屋敷東ノ向イ ﾅｶﾔｼｷﾋｶﾞｼﾉﾑｶｲ
5305 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 川向ヒ ｶﾜﾑｶﾋ
5306 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カミヂョウ ｶﾐﾁﾞｮｳ
5307 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ スズレイシ ｽｽﾞﾚｲｼ
5308 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
5309 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ
5310 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシ ﾆｼ
5311 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タケハナ ﾀｹﾊﾅ
5312 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ イ子ノクボ ｲﾈﾉｸﾎﾞ
5313 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タキノマヱ ﾀｷﾉﾏｴ
5314 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コシカケノ石 ｺｼｶｹﾉｲｼ
5315 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クワノキノモト ｸﾜﾉｷﾉﾓﾄ
5316 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ アサフン ｱｻﾌﾝ
5317 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東山姥 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5318 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西山姥 ﾆｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5319 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ユキツエ ﾕｷﾂｴ
5320 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ミタニ ﾐﾀﾆ
5321 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西ヲヲタキ ﾆｼｵｵﾀｷ
5322 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シデノ木ノ内 ｼﾃﾞﾉｷﾉｳﾁ
5323 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東ヲヲタキ ﾋｶﾞｼｵｵﾀｷ
5324 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ フ子ノナロ ﾌﾈﾉﾅﾛ
5325 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒラミ ﾋﾗﾐ
5326 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
5327 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
5328 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒエイナキ ﾋｴｲﾅｷ
5329 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヤケノ ﾔｹﾉ
5330 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ソデノ ｿﾃﾞﾉ
5331 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シバヲリ ｼﾊﾞｵﾘ
5332 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ウエノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
5333 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ホヲノキウ子 ﾎｳﾉｷｳﾈ
5334 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ソヲボヲチ ｿｦﾎﾞｦﾁ
5335 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西ノマノタニ ﾆｼﾉﾏﾉﾀﾆ
5336 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ サカエダニ ｻｶｴﾀﾞﾆ
5337 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タケヤブ ﾀｹﾔﾌﾞ
5338 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ノマノタニ ﾉﾏﾉﾀﾆ
5339 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ノヂノサキ ﾉｼﾞﾉｻｷ
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5340 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ダイヤシキ ﾀﾞｲﾔｼｷ
5341 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 松尾 ﾏﾂｵ
5342 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
5343 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西クラマダニ ﾆｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5344 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ゴロヲブチ ｺﾞﾛｦﾌﾞﾁ
5345 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 上ミヲリト ｶﾐｦﾘﾄ
5346 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 小舟方 ｺﾌﾅｶﾞﾀ
5347 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シモヲリト ｼﾓｦﾘﾄ
5348 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カキノキバタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
5349 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
5350 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ トチサコ ﾄﾁｻｺ
5351 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
5352 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナカガシ ﾅｶｶﾞｼ
5353 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西川舟 ﾆｼｶﾜﾌﾈ
5354 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東川舟 ﾋｶﾞｼｶﾜﾌﾈ
5355 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ブンコノタキ ﾌﾞﾝｺﾉﾀｷ
5356 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カラ岩瀧 ｶﾗｲﾜﾀﾞｷ
5357 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コヲブ子 ｺｦﾌﾞﾈ
5358 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥川船 ｵｸｶﾜﾌﾈ
5359 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コジウロク ｺｼﾞｳﾛｸ
5360 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クリノキヤシキ ｸﾘﾉｷﾔｼｷ
5361 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 熊頭 ｸﾏｶﾞｼﾗ
5362 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ムカイジハンジョ ﾑｶｲｼﾞﾊﾅｼﾞｮ
5363 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｦｻｺ
5364 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カゲ ｶｹﾞ
5365 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シハンショウ ｼﾊﾝｼｮｳ
5366 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニツノ ﾆﾂﾉ
5367 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 吹佐古 ﾌｷｻｺ
5368 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 堂ケ内 ﾄﾞｳｹｳﾁ
5369 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
5370 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
5371 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ マサキ谷 ﾏｻｷﾀﾞﾆ
5372 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ツヱダマリ ﾂｴﾀﾞﾏﾘ
5373 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ トヲシウ子 ﾄｦｼｳﾈ
5374 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 柳ノナロ ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾛ
5375 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒロソヲ ﾋﾛｿｦ
5376 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ キハタ ｷﾊﾀ
5377 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクノ ｵｸﾉ
5378 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナガタキ ﾅｶﾞﾀｷ
5379 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ メヨヲガナル ﾒﾖｵｶﾞﾅﾙ
5380 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 中ノヤスバ ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
5381 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ メト ﾒﾄ
5382 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ キヂ ｷﾁﾞ
5383 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
5384 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シマウゴミ ｼﾏｳｺﾞﾐ
5385 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
5386 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥下田 ｵｸｼﾓﾀﾞ
5387 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
5388 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ マエダ ﾏｴﾀﾞ
5389 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ユバ ﾕﾊﾞ
5390 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ユバノムカイ ﾕﾊﾞﾉﾑｶｲ
5391 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
5392 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シバヲリノ向ヒ ｼﾊﾞｦﾘﾉﾑｶﾋ
5393 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ キヂナロ ｷｼﾞﾅﾛ
5394 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シバヲリノ上 ｼﾊﾞｦﾘﾉｶﾐ
5395 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ
5396 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ハチホンマツ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ
5397 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 大瀧 ｵｵﾀﾞｷ
5398 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 猿ケ薮 ｻﾙｶﾞﾔﾌﾞ
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5399 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
5400 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
5401 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
5402 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 折尾坂 ｵﾘｵｻﾞｶ
5403 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 小ハタ ｺﾊﾀ
5404 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ミヅナシ山 ﾐｽﾞﾅｼﾔﾏ
5405 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
5406 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 五郎勘畑 ｺﾞﾛｳｶﾝﾊﾞﾀ
5407 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ケタ ｹﾀ
5408 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 日浦 ﾋｳﾗ
5409 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
5410 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クリノトヲ ｸﾘﾉﾄｦ
5411 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クルミブチ ｸﾙﾐﾌﾞﾁ
5412 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ スベリバタ ｽﾍﾞﾘﾊﾞﾀ
5413 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シモイラワラ ｼﾓｲﾗﾜﾗ
5414 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
5415 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 日浦ノ向イ ﾋｳﾗﾉﾑｶｲ
5416 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ
5417 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
5418 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ
5419 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 東古樽 ﾋｶﾞｼｺﾀﾞﾙ
5420 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ イッポンマツ ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
5421 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクナカゾ ｵｸﾅｶｿﾞ
5422 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シキノナロ ｼｷﾉﾅﾛ
5423 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コミダヤブ ｺﾐﾀﾞﾔﾌﾞ
5424 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ アカツチウ子 ｱｶﾂﾁｳﾈ
5425 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシコダル ﾆｼｺﾀﾞﾙ
5426 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ マキノトヲ ﾏｷﾉﾄｳ
5427 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクメド ｵｸﾒﾄﾞ
5428 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクナガノヂ ｵｸﾅｶﾞﾉﾁﾞ
5429 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クロタキ ｸﾛﾀｷ
5430 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カミコグラ ｶﾐｺｸﾞﾗ
5431 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シモコグラ ｼﾓｺｸﾞﾗ
5432 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5433 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシハトウチ ﾆｼﾊﾄｳﾁ
5434 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ハトウチ ﾊﾄｳﾁ
5435 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
5436 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
5437 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
5438 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ モリ ﾓﾘ
5439 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ シラヤマ ｼﾗﾔﾏ
5440 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ キヤマフルゴヤ ｷﾔﾏﾌﾙｺﾞﾔ
5441 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲヲラウ子 ｵｵﾗｳﾈ
5442 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ キヂヤシキ ｷﾁﾞﾔｼｷ
5443 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 笛バ ﾌｴﾊﾞ
5444 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ カキサコ ｶｷｻｺ
5445 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
5446 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ナラウ子 ﾅﾗｳﾈ
5447 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ニシヲクノ ﾆｼｦｸﾉ
5448 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クボノモト ｸﾎﾞﾉﾓﾄ
5449 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 雑誌山 ｿﾞｳｼﾔﾏ
5450 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヲクユヅノ ｵｸﾕｿﾞﾉ
5451 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ユヅイヲ ﾕﾂﾞｲｵ
5452 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 長黒見 ﾅｶﾞｸﾛﾐ
5453 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
5454 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 上イラワラ ｶﾐｲﾗﾜﾗ
5455 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ハチコブ ﾊﾁｺﾌﾞ
5456 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
5457 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ イノモト ｲﾉﾓﾄ
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5458 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
5459 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ タカヒサシ ﾀｶﾋｻｼ
5460 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ ヒガシバタ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
5461 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ クロイシ ｸﾛｲｼ
5462 02池川 用居乙 ﾓﾁｲｵﾂ コヤノ ｺﾔﾉ
5463 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
5464 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 下田 ｼﾓﾀ
5465 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 高橋 ﾀｶﾊｼ
5466 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ムカイコヤシノウエ ﾑｶｲｺﾔｼﾉｳｴ
5467 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヱヒ子 ｴﾋｺ
5468 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 奥伊野谷 ｵｸｲﾉﾀﾞﾆ
5469 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5470 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 川井ノ向ヒ ｶﾜｲﾉﾑｶﾋ
5471 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ トイノマエ ﾄｲﾉﾏｴ
5472 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ゴミ ｺﾞﾐ
5473 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 中西 ﾅｶﾆｼ
5474 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5475 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 寺ノ上 ﾃﾗﾉｳｴ
5476 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 上ヤシキノ向イ ｶﾐﾔｼｷﾉﾑｶｲ
5477 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
5478 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
5479 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
5480 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ チチジャウ ﾁﾁｼﾞｬｳ
5481 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コヲレガチ ｺｦﾚｶﾞﾁ
5482 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 若山 ﾜｶﾔﾏ
5483 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コアレ ｺｱﾚ
5484 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ
5485 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
5486 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 大樽 ｵｵﾀﾙ
5487 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タチメ ﾀﾁﾒ
5488 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 丸ブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
5489 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 前神 ﾏｴｶﾞﾐ
5490 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 大向 ｵｵﾑｶｲ
5491 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 奥田之向イ ｵｸﾀﾞﾉﾑｶｲ
5492 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
5493 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 窪谷 ｸﾎﾞﾀﾆ
5494 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
5495 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 野地 ﾉｼﾞ
5496 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ソヲハギ ｿｦﾊｷﾞ
5497 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
5498 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カサマツ ｶｻﾏﾂ
5499 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
5500 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西若山 ﾆｼﾜｶﾔﾏ
5501 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 四十九 ｼｼﾞｭｳｸ
5502 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
5503 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
5504 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
5505 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
5506 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クルミダニ ｸﾙﾐﾀﾞﾆ
5507 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ススガウ子 ｽｽｶﾞｳﾈ
5508 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
5509 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 瀬戸 ｾﾄ
5510 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 出丸ノ向 ｲｽﾞﾏﾙﾉﾑｶｲ
5511 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 奥出丸 ｵｸｲｽﾞﾏﾙ
5512 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タルノシタ ﾀﾙﾉｼﾀ
5513 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シャクシノタヲ ｼｬｸｼﾉﾀｦ
5514 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 上ミノ向 ｶﾐﾉﾑｶｲ
5515 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 出丸 ｲｽﾞﾏﾙ
5516 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヘナ ﾍﾅ
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5517 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ホトケドヲ ﾎﾄｹﾄﾞｳ
5518 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東クラマ谷 ﾋｶﾞｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5519 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
5520 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 椎ノ木ノ本 ｼｲﾉｷﾉﾓﾄ
5521 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒデノオ ﾋﾃﾞﾉｵ
5522 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
5523 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クボマヱ ｸﾎﾞﾏｴ
5524 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲモヤノマヱ ｵﾓﾔﾉﾏｴ
5525 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲモヤノウシロ ｵﾓﾔﾉｳｼﾛ
5526 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ハチザイノヒラ ﾊﾁｻﾞｲﾉﾋﾗ
5527 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ウエウ子 ｳｴｳｺ
5528 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲヲユハノソラ ｵｵﾕﾊﾉｿﾗ
5529 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東ヲクダニ ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾞﾆ
5530 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コバミ ｺﾊﾞﾐ
5531 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カツラ ｶﾂﾗ
5532 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 中屋敷東ノ向イ ﾅｶﾔｼｷﾋｶﾞｼﾉﾑｶｲ
5533 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 川向ヒ ｶﾜﾑｶﾋ
5534 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カミヂョウ ｶﾐﾁﾞｮｳ
5535 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ スズレイシ ｽｽﾞﾚｲｼ
5536 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
5537 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ
5538 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシ ﾆｼ
5539 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タケハナ ﾀｹﾊﾅ
5540 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ イ子ノクボ ｲﾈﾉｸﾎﾞ
5541 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タキノマヱ ﾀｷﾉﾏｴ
5542 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コシカケノ石 ｺｼｶｹﾉｲｼ
5543 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クワノキノモト ｸﾜﾉｷﾉﾓﾄ
5544 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ アサフン ｱｻﾌﾝ
5545 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東山姥 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5546 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西山姥 ﾆｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
5547 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ユキツエ ﾕｷﾂｴ
5548 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ミタニ ﾐﾀﾆ
5549 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西ヲヲタキ ﾆｼｵｵﾀｷ
5550 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シデノ木ケ内 ｼﾃﾞﾉｷｶﾞｳﾁ
5551 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東ヲヲタキ ﾋｶﾞｼｵｵﾀｷ
5552 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ フ子ノナロ ﾌﾈﾉﾅﾛ
5553 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒラミ ﾋﾗﾐ
5554 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
5555 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
5556 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒエイナキ ﾋｴｲﾅｷ
5557 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヤケノ ﾔｹﾉ
5558 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ソデノ ｿﾃﾞﾉ
5559 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シバヲリ ｼﾊﾞｦﾘ
5560 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ウエノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
5561 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ホヲノキウ子 ﾎｳﾉｷｳﾈ
5562 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ソヲボヲチ ｿｦﾎﾞｦﾁ
5563 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西ノマノタニ ﾆｼﾉﾏﾉﾀﾆ
5564 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ サカエダニ ｻｶｴﾀﾞﾆ
5565 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タケヤブ ﾀｹﾔﾌﾞ
5566 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ノマノタニ ﾉﾏﾉﾀﾆ
5567 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ノヂノサキ ﾉｼﾞﾉｻｷ
5568 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ダイヤシキ ﾀﾞｲﾔｼｷ
5569 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 松尾 ﾏﾂｵ
5570 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
5571 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西クラマダニ ﾆｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5572 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ゴロヲブチ ｺﾞﾛｦﾌﾞﾁ
5573 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 上ミヲリト ｶﾐｦﾘﾄ
5574 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 小舟方 ｺﾌﾅｶﾞﾀ
5575 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シモヲリト ｼﾓｦﾘﾄ
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5576 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カキノキバタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
5577 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
5578 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ トチサコ ﾄﾁｻｺ
5579 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
5580 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナカガシ ﾅｶｶﾞｼ
5581 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西川舟 ﾆｼｶﾜﾌﾈ
5582 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東川舩 ﾋｶﾞｼｶﾜﾌﾞﾈ
5583 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ブンコノタキ ﾌﾞﾝｺﾉﾀｷ
5584 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カラ岩瀧 ｶﾗｲﾜﾀﾞｷ
5585 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コヲブ子 ｺｳﾌﾞﾈ
5586 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西川舩 ﾆｼｶﾜﾌﾞﾈ
5587 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コジウロク ｺｼﾞｳﾛｸ
5588 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クリノキヤシキ ｸﾘﾉｷﾔｼｷ
5589 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 熊頭 ｸﾏｶﾞｼﾗ
5590 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ムカイジハンジョ ﾑｶｲｼﾞﾊﾅｼﾞｮ
5591 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｦｻｺ
5592 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カゲ ｶｹﾞ
5593 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シハンショウ ｼﾊﾝｼｮｳ
5594 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニツノ ﾆﾂﾉ
5595 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 吹佐古 ﾌｷｻｺ
5596 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 堂ケ内 ﾄﾞｳｹｳﾁ
5597 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
5598 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
5599 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ マサキ谷 ﾏｻｷﾀﾞﾆ
5600 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ツヱダマリ ﾂｴﾀﾞﾏﾘ
5601 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ トヲシウ子 ﾄｦｼｳﾈ
5602 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 柳ノナロ ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾛ
5603 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒロソヲ ﾋﾛｿｦ
5604 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ キハタ ｷﾊﾀ
5605 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクノ ｵｸﾉ
5606 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナガタキ ﾅｶﾞﾀｷ
5607 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ メヨガノナロ ﾒﾖｶﾞﾉﾅﾛ
5608 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 中ノヤスバ ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
5609 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ メト ﾒﾄ
5610 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ キヂ ｷｼﾞ
5611 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
5612 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シマウゴミ ｼﾏｳｺﾞﾐ
5613 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
5614 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 奥下田 ｵｸｼﾓﾀﾞ
5615 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
5616 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ マエダ ﾏｴﾀﾞ
5617 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ユバ ﾕﾊﾞ
5618 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ユバノムカイ ﾕﾊﾞﾉﾑｶｲ
5619 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
5620 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シバヲリノ向ヒ ｼﾊﾞｦﾘﾉﾑｶﾋ
5621 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ キヂナロ ｷｼﾞﾅﾛ
5622 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シバヲリノ上 ｼﾊﾞｦﾘﾉｶﾐ
5623 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ
5624 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ハチホンマツ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ
5625 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 大瀧 ｵｵﾀﾞｷ
5626 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 猿ケ薮 ｻﾙｶﾞﾔﾌﾞ
5627 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
5628 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
5629 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
5630 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 折尾坂 ｵﾘｵｻﾞｶ
5631 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 小ハタ ｺﾊﾀ
5632 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ミヅナシ山 ﾐｽﾞﾅｼﾔﾏ
5633 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
5634 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 五郎勘畑 ｺﾞﾛｳｶﾝﾊﾞﾀ
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5635 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ケタ ｹﾀ
5636 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 日浦 ﾋｳﾗ
5637 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
5638 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クリノトヲ ｸﾘﾉﾄｦ
5639 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クルミブチ ｸﾙﾐﾌﾞﾁ
5640 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ スベリバタ ｽﾍﾞﾘﾊﾞﾀ
5641 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シモイラワラ ｼﾓｲﾗﾜﾗ
5642 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
5643 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 日浦ノ向イ ﾋｳﾗﾉﾑｶｲ
5644 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ
5645 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
5646 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ
5647 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 東古樽 ﾋｶﾞｼｺﾀﾞﾙ
5648 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ イッポンマツ ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
5649 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクナカゾ ｵｸﾅｶｿﾞ
5650 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シキノナロ ｼｷﾉﾅﾛ
5651 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コミダヤブ ｺﾐﾀﾞﾔﾌﾞ
5652 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ アカツチウ子 ｱｶﾂﾁｳﾈ
5653 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシコダル ﾆｼｺﾀﾞﾙ
5654 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ マキノトヲ ﾏｷﾉﾄｳ
5655 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクメド ｵｸﾒﾄﾞ
5656 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクナガノヂ ｵｸﾅｶﾞﾉﾁﾞ
5657 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クロタキ ｸﾛﾀｷ
5658 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カミコグラ ｶﾐｺｸﾞﾗ
5659 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シモコグラ ｼﾓｺｸﾞﾗ
5660 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5661 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシハトウチ ﾆｼﾊﾄｳﾁ
5662 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ハトウチ ﾊﾄｳﾁ
5663 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
5664 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
5665 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
5666 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ モリ ﾓﾘ
5667 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ シラヤマ ｼﾗﾔﾏ
5668 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ キヤマフルゴヤ ｷﾔﾏﾌﾙｺﾞﾔ
5669 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲヲラウ子 ｵｵﾗｳﾈ
5670 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ キヂヤシキ ｷﾁﾞﾔｼｷ
5671 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 笛バ ﾌｴﾊﾞ
5672 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ カキサコ ｶｷｻｺ
5673 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
5674 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ナラウ子 ﾅﾗｳﾈ
5675 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ニシヲクノ ﾆｼｦｸﾉ
5676 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クボノモト ｸﾎﾞﾉﾓﾄ
5677 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 雑誌山 ｿﾞｳｼﾔﾏ
5678 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヲクユヅノ ｵｸﾕｿﾞﾉ
5679 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ユヅイヲ ﾕﾂﾞｲｵ
5680 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 長黒見 ﾅｶﾞｸﾛﾐ
5681 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
5682 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 上イラワラ ｶﾐｲﾗﾜﾗ
5683 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ハチコブ ﾊﾁｺﾌﾞ
5684 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
5685 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ イノモト ｲﾉﾓﾄ
5686 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
5687 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ タカヒサシ ﾀｶﾋｻｼ
5688 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ ヒガシバタ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
5689 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ クロイシ ｸﾛｲｼ
5690 02池川 用居丙 ﾓﾁｲﾍｲ コヤノ ｺﾔﾉ
5691 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
5692 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 下田 ｼﾓﾀ
5693 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 高橋 ﾀｶﾊｼ
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5694 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ムカイコヤシノウエ ﾑｶｲｺﾔｼﾉｳｴ
5695 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヱヒ子 ｴﾋｺ
5696 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥伊野谷 ｵｸｲﾉﾀﾞﾆ
5697 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5698 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 川井ノ向ヒ ｶﾜｲﾉﾑｶﾋ
5699 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ トイノマエ ﾄｲﾉﾏｴ
5700 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ゴミ ｺﾞﾐ
5701 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 中西 ﾅｶﾆｼ
5702 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5703 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 寺ノ上 ﾃﾗﾉｳｴ
5704 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 上ヤシキノ向イ ｶﾐﾔｼｷﾉﾑｶｲ
5705 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
5706 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
5707 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
5708 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ チチジャウ ﾁﾁｼﾞｬｳ
5709 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コヲレガチ ｺｦﾚｶﾞﾁ
5710 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 若山 ﾜｶﾔﾏ
5711 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コアレ ｺｱﾚ
5712 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ
5713 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
5714 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 大樽 ｵｵﾀﾙ
5715 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タチメ ﾀﾁﾒ
5716 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 丸ブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
5717 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 前神 ﾏｴｶﾞﾐ
5718 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 大向 ｵｵﾑｶｲ
5719 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥田之向イ ｵｸﾀﾞﾉﾑｶｲ
5720 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
5721 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 窪谷 ｸﾎﾞﾀﾆ
5722 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
5723 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 野地 ﾉｼﾞ
5724 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ソヲハギ ｿｦﾊｷﾞ
5725 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
5726 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カサマツ ｶｻﾏﾂ
5727 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
5728 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西若山 ﾆｼﾜｶﾔﾏ
5729 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 四十九 ｼｼﾞｭｳｸ
5730 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
5731 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
5732 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 樽ノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
5733 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
5734 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クルミダニ ｸﾙﾐﾀﾞﾆ
5735 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ススガウ子 ｽｽｶﾞｳﾈ
5736 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
5737 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 瀬戸 ｾﾄ
5738 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 出丸ノ向 ｲｽﾞﾏﾙﾉﾑｶｲ
5739 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥出丸 ｵｸｲｽﾞﾏﾙ
5740 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タルノシタ ﾀﾙﾉｼﾀ
5741 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シャクシノタヲ ｼｬｸｼﾉﾀｦ
5742 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 上ミノ向 ｶﾐﾉﾑｶｲ
5743 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 出丸 ｲｽﾞﾏﾙ
5744 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヘナ ﾍﾅ
5745 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ホトケドヲ ﾎﾄｹﾄﾞｳ
5746 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東クラマ谷 ﾋｶﾞｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
5747 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
5748 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 椎ノ木ノ本 ｼｲﾉｷﾉﾓﾄ
5749 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒデノオ ﾋﾃﾞﾉｵ
5750 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
5751 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クボマヱ ｸﾎﾞﾏｴ
5752 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲモヤノマヱ ｵﾓﾔﾉﾏｴ
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5753 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲモヤノウシロ ｵﾓﾔﾉｳｼﾛ
5754 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ハチザイノヒラ ﾊﾁｻﾞｲﾉﾋﾗ
5755 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ウエウ子 ｳｴｳｺ
5756 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲヲユハノソラ ｵｵﾕﾊﾉｿﾗ
5757 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東ヲクダニ ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾞﾆ
5758 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コバミ ｺﾊﾞﾐ
5759 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カツラ ｶﾂﾗ
5760 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 中屋敷東ノ向イ ﾅｶﾔｼｷﾋｶﾞｼﾉﾑｶｲ
5761 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 川向ヒ ｶﾜﾑｶﾋ
5768 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ナカウ子スカ ﾅｶｳﾈｽｶ
5769 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ハタハラウ子 ｳﾊﾀﾊﾗｳﾈ
6123 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西ノ向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ
6124 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ バシャウノ元 ﾊﾞｼｬｳﾉﾓﾄ
6125 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上エ西ノ向 ｳｴﾆｼﾉﾑｶｲ
6126 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 土藏瀧 ﾄﾞｿﾞｳﾀﾞｷ
6127 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タタキノクビ ｼﾀﾀｷﾉｸﾋﾞ
6128 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
6129 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ノボリヲヲ ﾉﾎﾞﾘｵｳ
6130 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タノボリヲヲ ｼﾀﾉﾎﾞﾘｵｳ
6131 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 堂子リ谷 ﾄﾞｳﾈﾘﾀﾞﾆ
6132 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西ノボリヲヲ ﾆｼﾉﾎﾞﾘｵｳ
6133 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ノボリヲ畝 ﾉﾎﾞﾘｵｳﾈ
6134 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヱノボリヲ畝 ｳｴﾉﾎﾞﾘｵｳﾈ
6135 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 中堂子リ ﾅｶﾄﾞｳﾈﾘ
6136 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 堂子リ山 ﾄﾞｳﾈﾘﾔﾏ
6137 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘ堂子リ ｳﾍﾄﾞｳﾈﾘ
6138 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 堂子リ平 ﾄﾞｳﾈﾘﾋﾗ
6139 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
6140 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘ大下モ畝 ｳｴﾍｵｵｼﾓｳﾈ
6141 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 大下モ ｵｵｼﾓ
6142 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 岡鼻 ｵｶﾊﾅ
6143 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ミヤシキノ下 ｶﾐﾔｼｷﾉｼﾀ
6144 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ミヤマノ元 ﾐﾔﾏﾉﾓﾄ
6145 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ウワテノ下 ｳﾜﾃﾉｼﾀ
6146 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
6147 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ハナロ ｳﾊﾅﾛ
6148 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ コヤガサコ ｺﾔｶﾞｻｺ
6149 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 南コヤガサコ ﾐﾅﾐｺﾔｶﾞｻｺ
6150 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 鏡グイ ｶｶﾞﾐｸﾞｲ
6151 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ミ地 ｶﾐﾁﾞ
6152 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タヂクノ木 ｼﾀﾁﾞｸﾉｷ
6153 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 本田 ﾎﾝﾀﾞ
6154 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 儀平サンバク ｷﾞﾍｲｻﾝﾊﾞｸ
6155 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲワテ ｵﾜﾃ
6156 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 黒瀧 ｸﾛﾀｷ
6157 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西黒瀧 ﾆｼｸﾛﾀｷ
6158 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘヂクノ木 ｳﾍﾁﾞｸﾉｷ
6159 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西鏡グイ ﾆｼｶｶﾞﾐｸﾞｲ
6160 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ウチノ山 ｳﾁﾉﾔﾏ
6161 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タウチノ ｼﾀｳﾁﾉ
6162 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ イラハラ ｲﾗﾊﾗ
6163 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ シウケ ｼｳｹ
6164 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ イラハラ朝日 ｲﾗﾊﾗｱｻﾋ
6165 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 東黒松 ﾋｶﾞｼｸﾛﾏﾂ
6166 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上ヘ日浦越 ｳｴﾋｳﾗｺﾞｴ
6167 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 下タ日浦 ｼﾀﾋｳﾗ
6168 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 日浦谷 ﾋｳﾗﾀﾞﾆ
6169 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
6170 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
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6171 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 西タキ山 ﾆｼﾀｷﾔﾏ
6172 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
6173 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 下モ池ノ本 ｼﾓｲｹﾉﾓﾄ
6174 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 浦ノ下タ ｳﾗﾉｼﾀ
6175 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 東ナルヨヲジ ﾋｶﾞｼﾅﾙﾖｳｼﾞ
6176 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 門ガ市 ｶﾄﾞｶﾞｲﾁ
6177 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ タキ岩 ﾀｷｲﾜ
6178 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヒウラコシ ﾋｳﾗｺｼ
6179 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ コヲヂ ｺｳｼﾞ
6180 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上ヘノナロ ｳｴﾉﾅﾛ
6181 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ホキ ﾎｷ
6182 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 下モ成 ｼﾓﾅﾘ
6183 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 浦 ｳﾗ
6184 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ タチハナ ﾀﾁﾊﾅ
6185 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヲモヂ ｵﾓｼﾞ
6186 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヲモヂノシタ ｵﾓｼﾞﾉｼﾀ
6187 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ キヲキバ ｷｵｷﾊﾞ
6188 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
6189 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 松岡 ﾏﾂｵｶ
6190 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ゴミヲ ｺﾞﾐｵ
6191 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ シツメトコ谷 ｼﾂﾞﾒﾄｺﾀﾞﾆ
6192 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 野野ムカイ ﾉﾉﾑｶｲ
6193 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 野ノシリ ﾉﾉｼﾘ
6194 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 石神ノ下タ ｲｼｶﾞﾐﾉｼﾀ
6195 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 松岡谷 ﾏﾂｵｶﾀﾞﾆ
6196 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ソチウラ ｿﾁｳﾗ
6197 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ カミヂ ｶﾐｼﾞ
6198 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上ヱノクボ ｳｴﾉｸﾎﾞ
6199 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 八幡畝 ﾊﾁﾏﾝｳﾈ
6200 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ セゴシ谷 ｾｺﾞｼﾀﾞﾆ
6201 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 大野 ｵｵﾉ
6202 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 五枚地 ｺﾞﾏｲｼﾞ
6203 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ シモスカ ｼﾓｽｶ
6204 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヲヲシガイチ ｵｵｼｶﾞｲﾁ
6205 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ タキ合 ﾀｷｺﾞｳ
6206 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 七枚地 ﾅﾅﾏｲｼﾞ
6207 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 小谷 ｺﾀﾆ
6208 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 下タ小谷 ｼﾀｺﾀﾞﾆ
6209 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヒキチ ﾋｷﾁ
6210 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ クロトコ ｸﾛﾄｺ
6211 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 土ケ成 ﾂﾁｶﾞﾅﾘ
6212 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ウド ｳﾄﾞ
6213 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 立道 ﾀﾃﾐﾁ
6214 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヲクスカ ｵｸｽｶ
6215 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ スカ ｽｶ
6216 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 立道上ヱ ﾀﾃﾐﾁﾉｳｴ
6217 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 馬ノ畝 ｳﾏﾉｳﾈ
6218 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ウドジリ ｳﾄﾞｼﾞﾘ
6219 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 東麦荒 ﾋｶﾞｼﾑｷﾞｱﾚ
6220 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上ヱ柿 ｳｴｶﾞｷ
6221 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 山モヲシ ﾔﾏﾓｳｼ
6222 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ゴヲロ ｺﾞｳﾛ
6223 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
6224 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ コミウカゲ ｺﾐｳｶｹﾞ
6225 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ トロ ﾄﾛ
6226 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ サカ山カゲ ｻｶﾔﾏｶｹﾞ
6227 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 南トロ ﾐﾅﾐﾄﾛ
6228 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ススノ本 ｽｽﾉﾓﾄ
6229 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ススノ本野 ｽｽﾉﾓﾄﾉ
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6230 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ シラケサコ ｼﾗｹｻｺ
6231 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 柿ノ平 ｶｷﾉﾋﾗ
6232 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ モヂリマキ ﾓｼﾞﾘﾏｷ
6233 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ナガ荒 ﾅｶﾞｱﾚ
6234 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 寺ノ畝 ﾃﾗﾉｳﾈ
6235 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ホキグチ ﾎｷｸﾞﾁ
6236 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナベラ山 ﾅﾍﾞﾗﾔﾏ
6237 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 南向イ屋式 ﾐﾅﾐﾑｶｲﾔｼｷ
6238 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ダハ向タキノ本 ﾀﾞﾊﾞﾑｶｲﾀｷﾉﾓﾄ
6239 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モ地主谷 ｼﾓｼﾞﾇｼﾀﾞﾆ
6240 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中地主谷 ﾅｶｼﾞﾇｼﾀﾞﾆ
6241 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミ地主谷 ｶﾐｼﾞﾇｼﾀﾞﾆ
6242 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モタルノ下タ ｼﾓﾀﾙﾉｼﾀ
6243 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミタルノ下タ ｶﾐﾀﾙﾉｼﾀ
6244 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タルノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
6245 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ アリノキノタウ ｱﾘﾉｷﾉﾄｳ
6246 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東タルノ上 ﾋｶﾞｼﾀﾙﾉｳｴ
6247 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東タルノ下 ﾋｶﾞｼﾀﾙﾉｼﾀ
6248 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
6249 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カミダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
6250 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
6251 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 西屋式 ﾆｼﾔｼｷ
6252 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
6253 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ハエノセンドヲ ﾊｴﾉｾﾝﾄﾞｳ
6254 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イスギ ﾑｶｲｽｷﾞ
6255 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カミ向イスギ ｶﾐﾑｶｲｽｷﾞ
6256 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モフヂギ ｼﾓﾌｼﾞｷﾞ
6257 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミフヂギノ本 ｶﾐﾌｼﾞｷﾞﾉﾓﾄ
6258 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヤスバノモト ﾔｽﾊﾞﾉﾓﾄ
6259 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ イノノヒラ ｲﾉﾉﾋﾗ
6260 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ デコ岩屋 ﾃﾞｺｲﾜﾔ
6261 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 西タカノ ﾆｼﾀｶﾉ
6262 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
6263 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下タ向イドチ ｼﾀﾑｶｲﾄﾞﾁ
6264 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミフル林 ｶﾐﾌﾙﾊﾞﾔｼ
6265 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東フル林 ﾋｶﾞｼﾌﾙﾊﾞﾔｼ
6266 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ アラマサ ｱﾗﾏｻ
6267 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イフヂキ ﾑｶｲﾌｼﾞｷ
6268 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミ引越ヘ ｶﾐﾋｷｺﾞｴ
6269 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒクコエ ﾋｸｺｴ
6270 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モヒクコエ ｼﾓﾋｸｺｴ
6271 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヨコノヂ ﾖｺﾉｼﾞ
6272 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ショジヤシキ ｼｮｼﾞﾔｼｷ
6273 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミショジヤシキ ｶﾐｼｮｼﾞﾔｼｷ
6274 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イミヨガ ﾑｶｲﾐﾖｶﾞ
6275 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミミヨガ ｶﾐﾐﾖｶﾞ
6276 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タルノ下タ石 ﾀﾙﾉｼﾀｲｼ
6277 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ジンデン ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
6278 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 北ジンデン ｷﾀｼﾞﾝﾃﾞﾝ
6279 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モ髙野 ｼﾓﾀｶﾉ
6280 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中髙野 ﾅｶﾀｶﾉ
6281 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミ髙野 ｶﾐﾀｶﾉ
6282 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ジャ岩屋 ｼﾞｬｲﾜﾔ
6283 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ イモツボトコ ｲﾓﾂﾎﾞﾄｺ
6284 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナカシヅメトコ ﾅｶｼｽﾞﾒﾄｺ
6285 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 四ツ辻 ﾖﾂﾂｼﾞ
6286 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ コクソヲヂ ｺｸｿｳｼﾞ
6287 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カレビ ｶﾚﾋﾞ
6288 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モカレビ ｼﾓｶﾚﾋﾞ
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6289 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ イワイガミ ｲﾜｲｶﾞﾐ
6290 02池川 大屋 ｵｳﾔ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
6291 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南イノ谷 ﾐﾅﾐｲﾉﾀﾆ
6292 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西イノ谷 ﾆｼｲﾉﾀﾆ
6293 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西コトコ ﾆｼｺﾄｺ
6294 02池川 大屋 ｵｳﾔ コトコ ｺﾄｺ
6295 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東コトコ ﾋｶﾞｼｺﾄｺ
6296 02池川 大屋 ｵｳﾔ コトコダキ ｺﾄｺﾀﾞｷ
6297 02池川 大屋 ｵｳﾔ コトコダニ ｺﾄｺﾀﾞﾆ
6298 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西コトコダキ ﾆｼｺﾄｺﾀﾞｷ
6299 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北コトコダキ ｷﾀｺﾄｺﾀﾞｷ
6300 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクコトコ ｵｸｺﾄｺ
6301 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクコトコダキ ｵｸｺﾄｺﾀﾞｷ
6302 02池川 大屋 ｵｳﾔ コトコタキ山 ｺﾄｺﾀｷﾔﾏ
6303 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ヒエミセ ﾆｼﾋｴﾐｾ
6304 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒエミセ ﾋｴﾐｾ
6305 02池川 大屋 ｵｳﾔ サカノコウ東 ｻｶﾉｺｳﾋｶﾞｼ
6306 02池川 大屋 ｵｳﾔ サカノコヲ ｻｶﾉｺｦ
6307 02池川 大屋 ｵｳﾔ イノ谷山 ｲﾉﾀﾆﾔﾏ
6308 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東イノ谷山 ﾋｶﾞｼｲﾉﾀﾆﾔﾏ
6309 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北イノ谷山 ｷﾀｲﾉﾀﾆﾔﾏ
6310 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ハダウラタキ ｳﾊﾀﾞｳﾗﾀｷ
6311 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟 ﾐｽﾞﾌﾈ
6312 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西水舟 ﾆｼﾐｽﾞﾌﾈ
6313 02池川 大屋 ｵｳﾔ カノヲ松 ｶﾉｵﾏﾂ
6314 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北カノヲ松 ｷﾀｶﾉｵﾏﾂ
6315 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟山 ﾐｽﾞﾌﾈﾔﾏ
6316 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南水舟山 ﾐﾅﾐﾐｽﾞﾌﾈﾔﾏ
6317 02池川 大屋 ｵｳﾔ 神ケ森 ｶﾐｶﾞﾓﾘ
6318 02池川 大屋 ｵｳﾔ 神ケ瀧 ｶﾐｶﾞﾀｷ
6319 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟谷 ﾐｽﾞﾌﾈﾀﾆ
6320 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟サコ ﾐｽﾞﾌﾈｻｺ
6321 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟畝 ﾐｽﾞﾌﾈｳﾈ
6322 02池川 大屋 ｵｳﾔ 水舟シモ平 ﾐｽﾞﾌﾈｼﾓﾋﾗ
6323 02池川 大屋 ｵｳﾔ 産屋ノ滝 ｳﾌﾞﾔﾉﾀｷ
6324 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西堂ノ元 ﾆｼﾄﾞｳﾉﾓﾄ
6325 02池川 大屋 ｵｳﾔ 堂ノ元 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
6326 02池川 大屋 ｵｳﾔ トコロタキ ﾄｺﾛﾀｷ
6327 02池川 大屋 ｵｳﾔ 日浦 ﾋｳﾗ
6328 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ヒウラ ﾋｶﾞｼﾋｳﾗ
6329 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北日浦 ｷﾀﾋｳﾗ
6330 02池川 大屋 ｵｳﾔ 仲野 ﾅｶﾉ
6331 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北仲野 ｷﾀﾅｶﾉ
6332 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タノ地 ｼﾀﾉﾁﾞ
6333 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ノ地 ｳｴﾉﾁﾞ
6334 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大ケタ ｵｵｹﾀ
6335 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北大ケタ ｷﾀｵｵｹﾀ
6336 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大ヤシキ ｵｵﾔｼｷ
6337 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクガワシ ｵｸｶﾞﾜｼ
6338 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北浦山 ｷﾀｳﾗﾔﾏ
6339 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
6340 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハシノ上 ﾊｼﾉｳｴ
6341 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクサンノヲ ｵｸｻﾝﾉｦ
6342 02池川 大屋 ｵｳﾔ タビノウエ ﾀﾋﾞﾉｳﾍ
6343 02池川 大屋 ｵｳﾔ タボコ地 ﾀﾎﾞｺﾁ
6344 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハナソゲ ﾊﾅｿｹﾞ
6345 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヘナ ｺﾍﾅ
6346 02池川 大屋 ｵｳﾔ イナヤガナロ ｲﾅﾔｶﾞﾅﾛ
6347 02池川 大屋 ｵｳﾔ 柿木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
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6348 02池川 大屋 ｵｳﾔ シイノ木ノ元 ｼｲﾉｷﾉﾓﾄ
6349 02池川 大屋 ｵｳﾔ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
6350 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東トリゴエ ﾋｶﾞｼﾄﾘｺﾞｴ
6351 02池川 大屋 ｵｳﾔ カザ作 ｶｻﾂﾞｸﾘ
6352 02池川 大屋 ｵｳﾔ タキガワ ﾀｷｶﾞﾜ
6353 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトツハタ ﾋﾄﾂﾊﾀ
6354 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大元カゲ ｵｵﾓﾄｶｹﾞ
6355 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大元 ｵｵﾓﾄ
6356 02池川 大屋 ｵｳﾔ 二本トチ ﾆﾎﾝﾄﾁ
6357 02池川 大屋 ｵｳﾔ シモニホントチ ｼﾓﾆﾎﾝﾄﾁ
6358 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ウワナル ｷﾀｳﾜﾅﾙ
6359 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ハ成 ｳﾜﾅﾙ
6360 02池川 大屋 ｵｳﾔ 竹屋式 ﾀｹﾔｼｷ
6361 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハシムカイ ﾊｼﾑｶｲ
6362 02池川 大屋 ｵｳﾔ トビデ ﾄﾋﾞﾃﾞ
6363 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
6364 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
6365 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ヘ日番ヤ ｳｴﾋﾊﾞﾝﾔ
6366 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大ツエ ｵｵﾂｴ
6367 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タ大前 ｼﾀｵｵﾏｴ
6368 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大前 ｵｵﾏｴ
6369 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大ウシロ ｵｵｳｼﾛ
6370 02池川 大屋 ｵｳﾔ ビワクビ ﾋﾞﾜｸﾋﾞ
6371 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南ビワクビ ﾐﾅﾐﾋﾞﾜｸﾋﾞ
6372 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大ツエ山 ｵｵﾂｴﾔﾏ
6373 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトモトギ ﾋﾄﾓﾄｷﾞ
6374 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトモドギ山 ﾋﾄﾓﾄﾞｷﾞﾔﾏ
6375 02池川 大屋 ｵｳﾔ ロクロコヤ ﾛｸﾛｺﾔ
6376 02池川 大屋 ｵｳﾔ ロクロ山 ﾛｸﾛﾔﾏ
6377 02池川 大屋 ｵｳﾔ ドヲカイチ ﾄﾞｳｶｲﾁ
6378 02池川 大屋 ｵｳﾔ ドウガイシダキ ﾄﾞｳｶﾞｲｼﾀﾞｷ
6379 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガノ ﾅｶﾞﾉ
6380 02池川 大屋 ｵｳﾔ ドウガイシ山 ﾄｳｶﾞｲｼﾔﾏ
6381 02池川 大屋 ｵｳﾔ ドヲガウ子 ﾄﾞｳｶﾞｳﾈ
6382 02池川 大屋 ｵｳﾔ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
6383 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タドヲガワチ ｼﾀﾄﾞｳｶﾞﾜﾁ
6384 02池川 大屋 ｵｳﾔ カレキガナロ ｶﾚｷｶﾞﾅﾛ
6385 02池川 大屋 ｵｳﾔ カレキ山 ｶﾚｷﾔﾏ
6386 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南カレキ山 ﾐﾅﾐｶﾚｷﾔﾏ
6388 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヂクノキ ｼﾞｸﾉｷ
6416 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カラカイ ｶﾗｶｲ
6417 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 材木畝 ｻﾞｲﾓｸｳﾈ
6418 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ハイノセ ﾊｲﾉｾ
6419 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
6420 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 大ヘナ ｵｵﾍﾅ
6421 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲモチガタキ ｵﾓﾁｶﾞﾀｷ
6422 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヲソバウ子 ｵｿﾊﾞｳﾈ
6423 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カゲノモリ ｶｹﾞﾉﾓﾘ
6424 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
6425 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ トヲノアケ ﾄｦﾉｱｹ
6426 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ 南ゴエ ﾐﾅﾐｺﾞｴ
6427 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ロクロキ ﾛｸﾛｷ
6428 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子クスノキサコ ｶｳﾌﾞﾈｸｽﾉｷｻｺ
6429 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ コヲブ子ヲモゴヤ ｺｦﾌﾞﾈｦﾓｺﾞﾔ
6430 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カヲブ子中サコ ｶｳﾌﾞﾈﾅｶｻｺ
6431 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子ヒウラ ｶｳﾌﾞﾈﾋｳﾗ
6432 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子フ子 ｶｳﾌﾞﾈﾌﾈ
6433 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子大ノミチ ｶｳﾌﾞﾈｵｵﾉﾐﾁ
6434 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子ウルシサコ ｶｳﾌﾞﾈｳﾙｼｻｺ
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6435 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カウブ子 ｶｳﾌﾞﾈ
6436 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
6437 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ヒラレ ﾋﾗﾚ
6438 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カナラシ ｶﾅﾗｼ
6439 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カナラシカロト石 ｶﾅﾗｼｶﾛﾄｲｼ
6440 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ カナラシゴミ ｶﾅﾗｼｺﾞﾐ
6441 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シミヅクロトコ ｼﾐﾂﾞｸﾛﾄｺ
6442 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シミヅダニ ｼﾐﾂﾞﾀﾞﾆ
6443 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ シミヅイワヤウ子 ｼﾐﾂﾞｲﾜﾔｳﾈ
6444 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ソイダニ ｿｲﾀﾞﾆ
6445 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
6446 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ミヤマクヒ ﾐﾔﾏｸﾋ
6447 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ドヲ子リシモ ﾄﾞｦﾈﾘｼﾓ
6448 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
6449 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ キノセウエ ｷﾉｾｳｴ
6450 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ ドウ子リカミ ﾄﾞｳﾈﾘｶﾐ
6451 02池川 池川大渡 ｲｹｶﾞﾜｵｵﾄﾞ キノセ ｷﾉｾ
6452 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ナカゼ ﾅｶｾﾞ
6453 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ シタノキウ子 ｼﾀﾉｷｳﾈ
6454 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ナモトヂ ﾅﾓﾄﾁﾞ
6455 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 西ナモトヂ ﾆｼﾅﾓﾄﾁﾞ
6456 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 南明戸岩ヤシキ ﾐﾅﾐﾐｮｳﾄｲﾜﾔｼｷ
6457 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ウシロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
6458 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 北明戸岩ヤシキ ｷﾀﾐｮｳﾄｲﾜﾔｼｷ
6459 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ノボリヲ ﾉﾎﾞﾘｵ
6460 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ フルタ ﾌﾙﾀ
6461 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミチノウチ ﾐﾁﾉｳﾁ
6462 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ホコイシ ﾎｺｲｼ
6463 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヤマクビ ﾔﾏｸﾋﾞ
6464 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ユツノシリ ﾕﾂﾉｼﾘ
6465 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミナミカヂ ﾐﾅﾐｶﾁﾞ
6466 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲシタヤシキ ｵｵｼﾀﾔｼｷ
6467 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 東ノボリヲヲ ﾋｶﾞｼﾉﾎﾞﾘｦｦ
6468 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヤマンドヲ ﾔﾏﾝﾄﾞｳ
6469 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ タケモト ﾀｹﾓﾄ
6470 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ナカモリ ﾅｶﾓﾘ
6471 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ゴヲソヲ ｺﾞｦｿｦ
6472 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ クミコヲヂ ｸﾐｺｦﾁﾞ
6473 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ クスノガ井チ ｸｽﾉｶﾞｲﾁ
6474 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
6475 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミヤコヤシキ ﾐﾔｺﾔｼｷ
6476 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ シラメトリダキ ｼﾗﾒﾄﾘﾀﾞｷ
6477 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲモヂ ｵﾓﾁﾞ
6478 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲウヱ ｵｵｳｴ
6479 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ チョザイタキ ﾁｮｻﾞｲﾀｷ
6480 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ カゲミ子 ｶｹﾞﾐﾈ
6481 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ホヲズイシ ﾎｳｽﾞｲｼ
6482 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ イリモチ ｲﾘﾓﾁ
6483 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲクタニ ｵｸﾀﾆ
6484 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 西クチノヲイシ ﾆｼｸﾁﾉｵｲｼ
6485 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 東クチノヲイシ ﾋｶﾞｼｸﾁﾉｵｲｼ
6486 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ツエノハナ ﾂｴﾉﾊﾅ
6487 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヒヨシゲウチ ﾋﾖｼｹﾞｳﾁ
6488 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ クマスタニ ｸﾏｽﾀﾆ
6489 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヒラキ ﾋﾗｷ
6490 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ナカズカ ﾅｶｽﾞｶ
6491 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
6492 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
6493 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲカウ子 ｵｶｳﾈ
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6494 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ シンミチ ｼﾝﾐﾁ
6495 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ シメヒキバ ｼﾒﾋｷﾊﾞ
6496 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ カライハ ｶﾗｲﾊ
6497 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ トリモリ石 ﾄﾘﾓﾘｲｼ
6498 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲタヲ ｵｵﾀｦ
6499 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲタヲゴヱ ｵｵﾀｦｺﾞｴ
6500 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 東トチキサコ ﾋｶﾞｼﾄﾁｷｻｺ
6501 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ マツナゲサコ ﾏﾂﾅｹﾞｻｺ
6502 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ドンガ成 ﾄﾞﾝｶﾞﾅﾙ
6503 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ツキノナロ ﾂｷﾉﾅﾛ
6504 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ サクラノモト ｻｸﾗﾉﾓﾄ
6505 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲノ ｵｵﾉ
6506 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ イノノモト ｲﾉﾉﾓﾄ
6507 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ササレ ｻｻﾚ
6508 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヤマガキ ﾔﾏｶﾞｷ
6509 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 一本木 ﾋﾄﾎﾝｷﾞ
6510 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
6511 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｵｸ
6512 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ カヂバタ ｶﾁﾞﾊﾞﾀ
6513 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ノヂ ﾉｼﾞ
6514 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ イナキ石 ｲﾅｷｲｼ
6515 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ イタヅリザコ ｲﾀﾂﾞﾘｻﾞｺ
6516 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 北ウラヤスミイシ ｷﾀｳﾗﾔｽﾐｲｼ
6517 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ キタウラ ｷﾀｳﾗ
6518 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
6519 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ タニシリ ﾀﾆｼﾘ
6520 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ タノキサコ ﾀﾉｷｻｺ
6521 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ソバシリ渡瀬 ｿﾊﾞｼﾘﾜﾀｾ
6522 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ サクラ木 ｻｸﾗｷﾞ
6523 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
6524 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ タヤノモト ﾀﾔﾉﾓﾄ
6525 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 東ウツゲヤブ ﾋｶﾞｼｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
6526 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 中ウツゲヤブ ﾅｶｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
6527 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
6528 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
6529 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 西タキノクビ ﾆｼﾀｷﾉｸﾋﾞ
6530 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミタキヤマ ﾐﾀｷﾔﾏ
6531 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ チョナダキ ﾁｮﾅﾀﾞｷ
6532 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ フタゴイシ ﾌﾀｺﾞｲｼ
6533 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ウノス ｳﾉｽ
6534 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ニシノウ子 ﾆｼﾉｳﾈ
6535 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ メウガタニ ﾒｳｶﾞﾀﾆ
6536 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 西ノボリヲ ﾆｼﾉﾎﾞﾘｵ
6537 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 南ホドノ ﾐﾅﾐﾎﾄﾞﾉ
6538 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヤスバウ子 ﾔｽﾊﾞｳﾈ
6539 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ サルスワリ ｻﾙｽﾜﾘ
6540 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ハンドガタキ ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾀｷ
6541 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲヲヤマ ｵｵﾔﾏ
6542 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ クロイシ ｸﾛｲｼ
6543 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ スミガマ ｽﾐｶﾞﾏ
6544 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ゴヲザコ ｺﾞｦｻﾞｺ
6545 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ウスキ ｳｽｷ
6546 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ウマコロバシ ｳﾏｺﾛﾊﾞｼ
6547 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 北ホドノ ｷﾀﾎﾄﾞﾉ
6548 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ヲリトヲ ｵﾘﾄｦ
6549 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ソイダニ ｿｲﾀﾞﾆ
6550 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 子ヂレ ﾈｼﾞﾚ
6551 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ホタガキ ﾎﾀｶﾞｷ
6552 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ カカミヲヲ ｶｶﾐｦｦ
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6553 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミヤコ ﾐﾔｺ
6554 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 南シモカゲ ﾐﾅﾐｼﾓｶｹﾞ
6555 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ミタキ ﾐﾀｷ
6556 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ 東ヲヲサコ ﾋｶﾞｼｦｦｻｺ
6557 02池川 明戸岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ ソバシリ ｿﾊﾞｼﾘ
6558 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クイノフチ ｸｲﾉﾌﾁ
6559 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イシノウチ ｲｼﾉｳﾁ
6560 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西イモクレ谷 ﾆｼｲﾓｸﾚﾀﾞﾆ
6561 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東イモグレ谷 ﾋｶﾞｼｲﾓｸﾞﾚﾀﾞﾆ
6562 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カザハヤ ｶｻﾞﾊﾔ
6563 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下ヒラレ ｼﾓﾋﾗﾚ
6564 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上カザハヤ ｶﾐｶｻﾞﾊﾔ
6565 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヱノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
6566 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下カザハヤ ｼﾓｶｻﾞﾊﾔ
6567 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下タヲク ｼﾓﾀｦｸ
6568 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クチノ石 ｸﾁﾉｲｼ
6569 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下ツボノモト ｼﾓﾂﾎﾞﾉﾓﾄ
6570 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上ヒラレ ｶﾐﾋﾗﾚ
6571 02池川 大西 ｵｵﾆｼ サゼブノキシ ｻｾﾞﾌﾞﾉｷｼ
6572 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イシカキ ｲｼｶｷ
6573 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上ツボノモト ｶﾐﾂﾎﾞﾉﾓﾄ
6574 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 大チカ畝 ｵｵﾁｶｳﾈ
6575 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
6576 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シバツカ ｼﾊﾞﾂｶ
6577 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イシカミ ｲｼｶﾐ
6578 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヘナ ﾍﾅ
6579 02池川 大西 ｵｵﾆｼ スズ ｽｽﾞ
6580 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 野地 ﾉｼﾞ
6581 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヨシノモト ﾖｼﾉﾓﾄ
6582 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
6583 02池川 大西 ｵｵﾆｼ タキノハナ ﾀｷﾉﾊﾅ
6584 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
6585 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ノクチ ｺｳﾉｸﾁ
6586 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
6587 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クマノイハヤ ｸﾏﾉｲﾊﾔ
6588 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヤマノカミイシ ﾔﾏﾉｶﾐｲｼ
6589 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下タキ山 ｼﾓﾀｷﾔﾏ
6590 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 三歩地 ｻﾝﾎﾟﾁ
6591 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西タキ山 ﾆｼﾀｷﾔﾏ
6592 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ノ上タキ山 ﾆｼﾉｶﾐﾀｷﾔﾏ
6593 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヤシキ地 ﾔｼｷﾁ
6594 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東タキ山 ﾋｶﾞｼﾀｷﾔﾏ
6595 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西クマノイハヤ ﾆｼｸﾏﾉｲﾊﾔ
6596 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
6597 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヨコギシ ﾖｺｷﾞｼ
6598 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 文助イシ ﾌﾞﾝｽｹｲｼ
6599 02池川 大西 ｵｵﾆｼ タノモト地 ﾀﾉﾓﾄｼﾞ
6600 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イナキイシ ｲﾅｷｲｼ
6601 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ウシロ地 ｳｼﾛｼﾞ
6602 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ニクダキ ﾆｸﾀﾞｷ
6603 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クハノモト ｸﾊﾉﾓﾄ
6604 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東ヲモノキ ﾋｶﾞｼｵﾓﾉｷ
6605 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ヲモノキ ﾆｼｵﾓﾉｷ
6606 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
6607 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クロタキ ｸﾛﾀｷ
6608 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒハダ ﾋﾊﾀﾞ
6609 02池川 大西 ｵｵﾆｼ マエ地 ﾏｴｼﾞ
6610 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミヤタニ ﾐﾔﾀﾆ
6611 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 成山地 ﾅﾘﾔﾏｼﾞ
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6612 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ナラノモト ﾆｼﾅﾗﾉﾓﾄ
6613 02池川 大西 ｵｵﾆｼ トチノキタニ ﾄﾁﾉｷﾀﾆ
6614 02池川 大西 ｵｵﾆｼ アカボケ ｱｶﾎﾞｹ
6615 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ノライ ﾉﾗｲ
6616 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ゼンザイウチ ｾﾞﾝｻﾞｳﾁ
6617 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北ナラノモト ｷﾀﾅﾗﾉﾓﾄ
6618 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東ナラノモト ﾋｶﾞｼﾅﾗﾉﾓﾄ
6619 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 南ツナツケ ﾐﾅﾐﾂﾅﾂｹ
6620 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ツナツケ ﾆｼﾂﾅﾂｹ
6621 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上イハヤ ｶﾐｲﾊﾔ
6622 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下イハヤ ｼﾓｲﾊﾔ
6623 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ヤマクチ ﾆｼﾔﾏｸﾁ
6624 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北ツナツケ ｷﾀﾂﾅﾂｹ
6625 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東ツナツケ ﾋｶﾞｼﾂﾅﾂｹ
6626 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ナナトヲラ ﾅﾅﾄｳﾗ
6627 02池川 大西 ｵｵﾆｼ フルツチ ﾌﾙﾂﾁ
6628 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ツルイ ﾂﾙｲ
6629 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カタヲチバ ｶﾀｦﾁﾊﾞ
6630 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ハヱノハナ ﾊｴﾉﾊﾅ
6631 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミ子ハタ ﾐﾈﾊﾀ
6632 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミ子ハタ南路 ﾐﾈﾊﾀﾐﾅﾐﾐﾁ
6633 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヤシキ ﾔｼｷ
6634 02池川 大西 ｵｵﾆｼ トヲヤマ ﾄｦﾔﾏ
6635 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ツカノモト ﾂｶﾉﾓﾄ
6636 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 竹ボロ ﾀｹﾎﾞﾛ
6637 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ム子ヤシキ ﾑﾈﾔｼｷ
6638 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
6639 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ニヱゴヱ ﾆｴｺﾞｴ
6640 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒラノ ﾋﾗﾉ
6641 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヲロシマツ ｵﾛｼﾏﾂ
6642 02池川 大西 ｵｵﾆｼ サドボウ ｻﾄﾞﾎﾞｳ
6643 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヤドボウ ﾔﾄﾞﾎﾞｳ
6644 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 水ノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
6645 02池川 大西 ｵｵﾆｼ チャン ﾁｬﾝ
6646 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北大ツヱ ｷﾀｵｵﾂｴ
6647 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 南大ツヱ ﾐﾅﾐｵｵﾂｴ
6648 02池川 大西 ｵｵﾆｼ オリトヲ ｵﾘﾄｦ
6649 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 作道 ﾂｸﾘﾐﾁ
6650 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 作道大道ノ上 ﾂｸﾘﾐﾁｵｵﾐﾁﾉｳｴ
6651 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下タダバ ｼﾀﾀﾊﾞ
6652 02池川 大西 ｵｵﾆｼ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
6653 02池川 大西 ｵｵﾆｼ オリサカ ｵﾘｻｶ
6654 02池川 大西 ｵｵﾆｼ キタウラ ｷﾀｳﾗ
6655 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ウシロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
6656 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ユバヤシキ ﾕﾊﾞﾔｼｷ
6657 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 岡田ヤシキ ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
6658 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
6659 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
6660 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ホコイシ ﾎｺｲｼ
6661 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 仲山 ﾅｶﾔﾏ
6662 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カイモリ ｶｲﾓﾘ
6663 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
6664 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シラツチ ｼﾗﾂﾁ
6665 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒラノヂ ﾋﾗﾉｼﾞ
6666 02池川 大西 ｵｵﾆｼ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
6667 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カドイシ ｶﾄﾞｲｼ
6668 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ウズギ ｳｽﾞｷﾞ
6669 02池川 大西 ｵｵﾆｼ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
6670 02池川 大西 ｵｵﾆｼ コヲサコタマノイハヤ ｺｳｻｺﾀﾏﾉｲﾊﾔ
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6671 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 大山 ｵｵﾔﾏ
6672 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上クヅレ ｶﾐｸﾂﾞﾚ
6673 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クロイシ ｸﾛｲｼ
6674 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ケヤケノモト ｹﾔｹﾉﾓﾄ
6675 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北クヅレ ｷﾀｸﾂﾞﾚ
6676 02池川 大西 ｵｵﾆｼ マヱヂ ﾏｴﾁﾞ
6677 02池川 大西 ｵｵﾆｼ スギノタハ ｽｷﾞﾉﾀﾊ
6678 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上ホドノ ｶﾐﾎﾄﾞﾉ
6679 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下ホドノ ｼﾓﾎﾄﾞﾉ
6680 02池川 大西 ｵｵﾆｼ タケノシリ ﾀｹﾉｼﾘ
6681 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カシバヱ ｶｼﾊﾞｴ
6682 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カシノセ ｶｼﾉｾ
6683 02池川 大西 ｵｵﾆｼ メウガタニ ﾒｳｶﾞﾀﾆ
6684 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シモコヤシ ｼﾓｺﾔｼ
6685 02池川 大西 ｵｵﾆｼ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
6686 02池川 大西 ｵｵﾆｼ チョナタキ ﾁｮﾅﾀｷ
6687 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ナリヤマ ﾅﾘﾔﾏ
6688 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 西ムキ ﾆｼﾑｷ
6689 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミタキ山 ﾐﾀｷﾔﾏ
6690 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミタライ ﾐﾀﾗｲ
6691 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヲモリヤトコ ｵﾓﾘﾔﾄｺ
6692 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヤスミイシ ﾔｽﾐｲｼ
6693 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カツロウ谷 ｶﾂﾛｳﾀﾞﾆ
6694 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ツキヤイ ﾂｷﾔｲ
6695 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 道ヤイ ﾄﾞｳﾔｲ
6696 02池川 大西 ｵｵﾆｼ キヲキバ ｷｦｷﾊﾞ
6697 02池川 大西 ｵｵﾆｼ トドレヤブ ﾄﾄﾞﾚﾔﾌﾞ
6698 02池川 大西 ｵｵﾆｼ サンボンマツ ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
6699 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 仲地ノウ子 ﾅｶｼﾞﾉｳﾈ
6700 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上サンボンマツ ｶﾐｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
6701 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イノヲトヲ ｲﾉｵﾄｳ
6702 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
6703 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上大サコ ｶﾐｵｵｻｺ
6704 02池川 大西 ｵｵﾆｼ タバ ﾀﾊﾞ
6705 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
6706 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上イノヲトヲ ｶﾐｲﾉｦﾄｦ
6707 02池川 大西 ｵｵﾆｼ マルハヤシ ﾏﾙﾊﾔｼ
6708 02池川 大西 ｵｵﾆｼ スミカマ ｽﾐｶﾏ
6709 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒガシノウ子 ﾋｶﾞｼﾉｳﾈ
6710 02池川 大西 ｵｵﾆｼ キヲツカ ｷｦﾂｶ
6711 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒウラ ﾋｳﾗ
6712 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒウラコヤシ ﾋｳﾗｺﾔｼ
6713 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イシガミウ子 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
6714 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ニヨゴヤシキ ﾆﾖｺﾞﾔｼｷ
6715 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カケ地 ｶｹﾁ
6716 02池川 大西 ｵｵﾆｼ テンノ山 ﾃﾝﾉﾔﾏ
6717 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 弥臓ケ岩 ﾔｿﾞｳｶﾞｲﾜ
6718 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 下ミ子バタ ｼﾓﾐﾈﾊﾞﾀ
6719 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 上ミ子バタ ｶﾐﾈﾊﾞﾀ
6720 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヲモイジリ ｵﾓｲｼﾞﾘ
6721 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東子ト ﾋｶﾞｼﾈﾄ
6722 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シタカラスノトマリ ｼﾀｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
6723 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 中カザハヤ ﾅｶｶｻﾞﾊﾔ
6724 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ハエノシタ ﾊｴﾉｼﾀ
6725 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イデノワキ ｲﾃﾞﾉﾜｷ
6726 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ニガノモト ﾆｶﾞﾉﾓﾄ
6727 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シタミゾノクチ ｼﾀﾐｿﾞﾉｸﾁ
6728 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヲヲタヲ ｦｦﾀｦ
6729 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒツキリ ﾋﾂｷﾘ
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6730 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ミヤガナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
6731 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シロボヲソ ｼﾛﾎﾞｦｿ
6732 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 南ツクリミチ ﾐﾅﾐﾂｸﾘﾐﾁ
6733 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イラス ｲﾗｽ
6734 02池川 大西 ｵｵﾆｼ コヲザコ日浦 ｺｦｻﾞｺﾋｳﾗ
6735 02池川 大西 ｵｵﾆｼ コヲザコカゲ ｺｦｻﾞｺｶｹﾞ
6736 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 大西大ツエ ｵｵﾆｼｵｵﾂｴ
6737 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
6738 02池川 大西 ｵｵﾆｼ イモクレタニ ｲﾓｸﾚﾀﾆ
6739 02池川 大西 ｵｵﾆｼ コダルイナキトコ ｺﾀﾞﾙｲﾅｷﾄｺ
6740 02池川 大西 ｵｵﾆｼ シシエガサコ ｼｼｴｶﾞｻｺ
6741 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ホコイシウネ ﾎｺｲｼｳﾈ
6742 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ウハゴヤ ｳﾊｺﾞﾔ
6743 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北カナラシ ｷﾀｶﾅﾗｼ
6744 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ウエカラスノトマリ ｳｴｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
6745 02池川 大西 ｵｵﾆｼ ヒラキ ﾋﾗｷ
6746 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カナラシ ｶﾅﾗｼ
6747 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カナラシカロト石 ｶﾅﾗｼｶﾛﾄｲｼ
6748 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カナラシゴミ ｶﾅﾗｼｺﾞﾐ
6749 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北ホドノ ｷﾀﾎﾄﾞﾉ
6750 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 北ヲリトヲ ｷﾀｦﾘﾄｦ
6751 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東カザハヤ ﾋｶﾞｼｶｻﾞﾊﾔ
6752 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クロナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
6753 02池川 大西 ｵｵﾆｼ カシノセカミ ｶｼﾉｾｶﾐ
6754 02池川 大西 ｵｵﾆｼ クイノセ ｸｲﾉｾ
6755 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 南カザハヤ ﾐﾅﾐｶｻﾞﾊﾔ
6756 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 中カラスノトマリ ﾅｶｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
6757 02池川 大西 ｵｵﾆｼ 東サンボンマツ ﾋｶﾞｼｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
6758 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲモイジリ ｵﾓｲｼﾞﾘ
6759 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヘンドイワヤ ﾍﾝﾄﾞｲﾜﾔ
6760 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ メサブ ﾒｻﾌﾞ
6761 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タカサラ ﾀｶｻﾗ
6762 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コホヲノモリ ｺﾎｵﾉﾓﾘ
6763 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲヲヤスバ ｵｵﾔｽﾊﾞ
6764 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ エノキノモト ｴﾉｷﾉﾓﾄ
6765 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヤスバノシタ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
6766 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブ子タニ ｺｳﾌﾞﾈﾀﾆ
6767 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アリノキ ｱﾘﾉｷ
6768 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コマタ川 ｺﾏﾀｶﾞﾜ
6769 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヨコヒラ ﾖｺﾋﾗ
6770 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
6771 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 岩屋越 ｲﾜﾔｺﾞｼ
6772 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハタタニ ﾊﾀﾀﾆ
6773 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハタヤマ ﾊﾀﾔﾏ
6774 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 白石 ｼﾗｲｼ
6775 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
6776 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アカマツ ｱｶﾏﾂ
6777 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ コヲブ子コシ ｺｳﾌﾞﾈｺｼ
6778 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カラクサ ｶﾗｸｻ
6779 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西ノウ子 ﾆｼﾉｳﾈ
6780 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ チガクサ ﾁｶﾞｸｻ
6781 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ トウ子 ﾄｳﾈ
6782 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クロイシ ｸﾛｲｼ
6783 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ウハナロ ｳﾜﾅﾛ
6784 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ウルシダニ ｳﾙｼﾀﾞﾆ
6785 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニシヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
6786 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
6787 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ モミノキノモト ﾓﾐﾉｷﾉﾓﾄ
6788 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アカタキ ｱｶﾀｷ
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6789 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニダキ ﾆﾀﾞｷ
6790 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 柳ノ谷 ﾔﾅｷﾞﾉﾀﾆ
6791 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナカニシ ﾅｶﾆｼ
6792 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ミチノシタ ﾐﾁﾉｼﾀ
6793 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
6794 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ マヘヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
6795 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニシダバ ﾆｼﾀﾞﾊﾞ
6796 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
6797 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ミヤノムカイ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
6798 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 鳥リ越 ﾄﾘｺﾞｴ
6799 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 大サコ ｵｵｻｺ
6800 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲゴケブチ ｵｺﾞｹﾌﾞﾁ
6998 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
6999 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミミョヲガ ｶﾐﾐｮｳｶﾞ
7000 02池川 大屋 ｵｳﾔ 引地 ﾋｷﾁ
7307 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西黒松 ﾆｼｸﾛﾏﾂ
7308 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モ水ノ本 ｼﾓﾐｽﾞﾉﾓﾄ
7309 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ホコ石 ﾎｺｲｼ
7310 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タカザラ ﾀｶｻﾞﾗ
7311 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西薮地 ﾆｼﾔﾌﾞﾁ
7312 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タ西薮地 ｼﾀﾆｼﾔﾌﾞﾁ
7313 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モ西薮 ｼﾓﾆｼﾔﾌﾞ
7314 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 北水ノ元 ｷﾀﾐｽﾞﾉﾓﾄ
7315 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 山柿 ﾔﾏｶﾞｷ
7316 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 北山柿 ｷﾀﾔﾏｶﾞｷ
7317 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タルノ上ヱ ﾀﾙﾉｳｴ
7318 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ドンガ ﾄﾞﾝｶﾞ
7319 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 乾ドンガ ｶﾝﾄﾞﾝｶﾞ
7320 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘドンガ ｳﾍﾄﾞﾝｶﾞ
7321 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘテバシ谷 ｳﾍﾃﾊﾞｼﾀﾞﾆ
7322 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 手橋谷 ﾃﾊﾞｼﾀﾞﾆ
7323 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲリヲヲ ｵﾘｵｵ
7324 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タテバシ谷 ｼﾀﾃﾊﾞｼﾀﾞﾆ
7325 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 北ヲリヲヲ ｷﾀｦﾘｦｦ
7326 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 札場ノ元 ﾌﾀﾞﾊﾞﾉﾓﾄ
7327 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西屋敷後 ﾆｼﾔｼｷｳｼﾛ
7328 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
7329 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
7330 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ クミ川 ｸﾐｶﾜ
7331 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲチ合 ｵﾁｱｲ
7332 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ マツナ ﾏﾂﾅ
7333 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ウルシガ谷 ｳﾙｼｶﾞﾀﾆ
7334 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タヌタノモト ｼﾀﾇﾀﾉﾓﾄ
7335 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ツル井 ﾂﾙｲ
7336 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タ樽山 ｼﾀﾀﾙﾔﾏ
7337 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ナガサコキレ ﾅｶﾞｻｺｷﾚ
7338 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ナガノ ﾅｶﾞﾉ
7339 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ニナノ切 ﾆﾅﾉｷﾚ
7340 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 横ナロ ﾖｺﾅﾛ
7341 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 樅ノ元 ﾓﾐﾉﾓﾄ
7342 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 柳ケ左古 ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
7343 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘ樽山 ｳｴﾀﾙﾔﾏ
7344 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲモザコ ｵﾓｻﾞｺ
7345 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ カヤデ ｶﾔﾃﾞ
7346 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 本ザコ西地 ｵﾓｻﾞｺﾆｼﾁ
7347 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲモザコ南 ｵﾓｻﾞｺﾐﾅﾐ
7348 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲモザコ前地 ｵﾓｻﾞｺﾏｴﾁ
7349 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 前地 ﾏｴﾁ
7350 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西前地 ﾆｼﾏｴﾁ
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7351 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘ平内屋式 ｳｴﾋﾗｳﾁﾔｼｷ
7352 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ウドグチ ｳﾄﾞｸﾞﾁ
7353 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 釜ノ元 ｶﾏﾉﾓﾄ
7354 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ヲモ地 ｵﾓﾁﾞ
7355 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 中ヌタノ元 ﾅｶﾇﾀﾉﾓﾄ
7356 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上エヌタノ元 ｳｴﾇﾀﾉﾓﾄ
7357 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タケノ元 ﾀｹﾉﾓﾄ
7358 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 竹ノ元大下モ地 ﾀｹﾉﾓﾄｵｵｼﾓﾁﾞ
7359 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西コトコ ﾆｼｺﾄｺ
7360 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ シリナシ ｼﾘﾅｼ
7361 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 奥サンバ山 ｵｸｻﾝﾊﾞﾔﾏ
7362 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ サンバ山 ｻﾝﾊﾞﾔﾏ
7363 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 山バエ ﾔﾏﾊﾞｴ
7364 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 南コトコ ﾐﾅﾐｺﾄｺ
7365 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モ山バエ ｼﾓﾔﾏﾊﾞｴ
7366 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 日浦 ﾋｳﾗ
7367 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ ニガ竹ノ元 ﾆｶﾞﾀｹﾉﾓﾄ
7368 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 北シウケ ｷﾀｼｳｹ
7369 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ シリダカ谷奥 ｼﾘﾀﾞｶﾀﾆｵｸ
7370 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 宮ノトヲ ﾐﾔﾉﾄｳ
7371 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下タ宮ノトヲ ｼﾀﾐﾔﾉﾄｦ
7372 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘシリダカ ｳｴﾍｼﾘﾀﾞｶ
7373 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 田ノ元 ﾀﾉﾓﾄ
7374 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 上ヘ田ノ元 ｳﾍﾀﾉﾓﾄ
7375 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
7376 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 子ザサ山 ﾈｻﾞｻﾔﾏ
7377 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ コトコ ｺﾄｺ
7378 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 長左古 ﾅｶﾞｻｺ
7379 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モコトコ ｼﾓｺﾄｺ
7380 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
7381 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 東瀧山 ﾋｶﾞｼﾀｷﾔﾏ
7382 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ コヲサキ ｺｳｻｷ
7383 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 石神ノ上ヱ ｲｼｶﾞﾐﾉｳｴ
7384 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モイノ谷 ｼﾓｲﾉﾀﾆ
7385 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ イノ谷南地 ｲﾉﾀﾆﾐﾅﾐﾁ
7386 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西イノ谷 ﾆｼｲﾉﾀﾆ
7387 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 東イノ谷 ﾋｶﾞｼｲﾉﾀﾆ
7388 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 中イノ谷 ﾅｶｲﾉﾀﾆ
7389 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西赤ダキ ﾆｼｱｶﾀﾞｷ
7390 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 赤瀧 ｱｶﾀﾞｷ
7391 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 赤滝本モ地 ｱｶﾀﾞｷｵﾓｼﾞ
7392 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 下モカヂノ元 ｼﾓｶｼﾞﾉﾓﾄ
7393 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西ノ越 ﾆｼﾉｺｴ
7394 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 西ノ上 ﾆｼﾉｳｴ
7395 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 野地 ﾉｼﾞ
7396 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ タキノ上ヘ ﾀｷﾉｳﾍ
7397 02池川 成川 ﾅﾙｶﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
7398 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ヨツ石 ﾖﾂｲｼ
7399 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ カラ石 ｶﾗｲｼ
7400 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ シデ ｼﾃﾞ
7401 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ ツカヲヲ ﾂｶｵｳ
7402 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 三枚地 ｻﾝﾏｲｼﾞ
7403 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 東シデ ﾋｶﾞｼｼﾃﾞ
7404 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 麦荒 ﾑｷﾞｱﾚ
7405 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 東三枚地 ﾋｶﾞｼｻﾝﾏｲｼﾞ
7406 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 小松 ｺﾏﾂ
7407 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 森屋ガトヲ ﾓﾘﾔｶﾞﾄｳ
7408 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上ヱカラ岩 ｳｴｶﾗｲｼ
7409 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 峯屋敷 ﾐﾈﾔｼｷ
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7410 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 峯屋敷ノ下 ﾐﾈﾔｼｷﾉｼﾀ
7411 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 中畝ムカイ ﾅｶｳﾈﾑｶｲ
7412 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 石ガ内 ｲｼｶﾞｳﾁ
7413 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 上日浦 ｳｴﾋｳﾗ
7414 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ミヨヲガ ﾐﾖｳｶﾞ
7415 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ミョヲガ上ヘタキ ﾐｮｳｶﾞｳｴﾀｷ
7416 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヲヲマガリ ｵｵﾏｶﾞﾘ
7417 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モミヨヲガ ｼﾓﾐｮｳｶﾞ
7418 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イショジヤシキ ﾑｶｲｼｮｼﾞﾔｼｷ
7419 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タツジロ ﾀﾂｼﾞﾛ
7420 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ミナクチ ﾐﾅｸﾁ
7421 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 白王 ハクｵｳ
7422 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ツエ ﾂｴ
7423 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒラタ ﾋﾗﾀ
7424 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タケハナ ﾀｹﾊﾅ
7425 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ コエト ｺｴﾄ
7426 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミ白王 ｶﾐﾊｸｵｳ
7427 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モモギアレ ｼﾓﾓｷﾞｱﾚ
7428 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中モギアレ ﾅｶﾓｷﾞｱﾚ
7429 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミモギアレ ｶﾐﾓｷﾞｱﾚ
7430 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中タルノモト ﾅｶﾀﾙﾉﾓﾄ
7431 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミタルノ本 ｶﾐﾀﾙﾉﾓﾄ
7432 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タルノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ
7433 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ウエタキ ｳｴﾀｷ
7434 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヂキ ﾋｼﾞｷ
7435 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヲクビ ﾋｵｸﾋﾞ
7436 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヲノ下タ ﾋｵﾉｼﾀ
7437 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イタル ﾑｶｲﾀﾙ
7438 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミハゴ ｶﾐﾊｺﾞ
7439 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ハゴノウチ ﾊｺﾞﾉｳﾁ
7440 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カマノモト ｶﾏﾉﾓﾄ
7441 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ツキヤイ ﾂｷﾔｲ
7442 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東カマ ﾋｶﾞｼｶﾏ
7443 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナカガヤマ ﾅｶｶﾞﾔﾏ
7444 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミガマ ｶﾐｶﾞﾏ
7445 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東ハゴ ﾋｶﾞｼﾊｺﾞ
7446 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イタキノシタ ﾑｶｲﾀｷﾉｼﾀ
7447 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヲノシタ @
7448 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ シタヒラタ ｼﾀﾋﾗﾀ
7449 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中ヒラタ ﾅｶﾋﾗﾀ
7450 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミヒラタ ｶﾐﾋﾗﾀ
7451 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東ヒラタ ﾋｶﾞｼﾋﾗﾀ
7452 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ヱスノタキ ｳｴｽﾉﾀｷ
7453 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ スノタキ ｽﾉﾀｷ
7454 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下タスノダキ ｼﾀｽﾉﾀﾞｷ
7455 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ウメノキザコ ｳﾒﾉｷｻﾞｺ
7456 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヨヤブヤシキ ﾖﾔﾌﾞﾔｼｷ
7457 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾓ
7458 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヨヤブ ﾖﾔﾌﾞ
7459 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モヨヤブ ｼﾓﾖﾔﾌﾞ
7460 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ モミトコ ﾓﾐﾄｺ
7461 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中モミトコ ﾅｶﾓﾐﾄｺ
7462 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミモミトコ ｶﾐﾓﾐﾄｺ
7463 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ニシトチタニ ﾆｼﾄﾁﾀﾆ
7464 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ シモシリナシ ｼﾓｼﾘﾅｼ
7465 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中シリナシ ﾅｶｼﾘﾅｼ
7466 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミシリナシ ｶﾐｼﾘﾅｼ
7467 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モ岩屋 ｼﾓｲﾜﾔ
7468 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 岩屋 ｲﾜﾔ
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7469 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミシンロク ｶﾐｼﾝﾛｸ
7470 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中シンロク ﾅｶｼﾝﾛｸ
7471 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モシンロク ｼﾓｼﾝﾛｸ
7472 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ トチダニ ﾄﾁﾀﾞﾆ
7473 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナバゴヤトコ ﾅﾊﾞｺﾞﾔﾄｺ
7474 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ハエゾエ ﾊｴｿﾞｴ
7475 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下タソエ山 ｼﾀｿｴﾔﾏ
7476 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中ソエ山 ﾅｶｿｴﾔﾏ
7477 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミソエ山 ｶﾐｿｴﾔﾏ
7478 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ソエダニ ｿｴﾀﾞﾆ
7479 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中ソエタニ ﾅｶｿｴﾀﾆ
7480 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミソエタニ ｶﾐｿｴﾀﾆ
7481 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 東ジンロク ﾋｶﾞｼｼﾞﾝﾛｸ
7482 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 西フヂ ﾆｼﾌｼﾞ
7483 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヲノモト ﾋｵﾉﾓﾄ
7484 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヒヲノ下 ﾋｵﾉｼﾀ
7485 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ソエツキアイ ｿｴﾂｷｱｲ
7486 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ テバシ ﾃﾊﾞｼ
7487 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ジゾヲノモト ｼﾞｿﾞｦﾉﾓﾄ
7488 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モトチダニ ｼﾓﾄﾁﾀﾞﾆ
7489 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ミブチノモト ﾐﾌﾞﾁﾉﾓﾄ
7490 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ サガ山 ｻｶﾞﾔﾏ
7491 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヨヤブグチ ﾖﾔﾌﾞｸﾞﾁ
7492 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タニグチ ﾀﾆｸﾞﾁ
7493 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミゴミウ ｶﾐｺﾞﾐｳ
7494 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モゴミウ ｼﾓｺﾞﾐｳ
7495 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナロ ﾅﾛ
7496 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タキ子ガフチノ本 ﾀｷﾈｶﾞﾌﾁﾉﾓﾄ
7497 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ジャドヲノモト ｼﾞｬﾄﾞｳﾉﾓﾄ
7498 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ サンマイヂ ｻﾝﾏｲｼﾞ
7499 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モサンマイヂ ｼﾓｻﾝﾏｲｼﾞ
7500 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヨコヤマ ﾖｺﾔﾏ
7501 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下タヨコヤマ ｼﾀﾖｺﾔﾏ
7502 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
7503 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ サガバタ ｻｶﾞﾊﾞﾀ
7504 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
7505 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カシヅカ ｶｼﾂﾞｶ
7506 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ カンダ屋敷 ｶﾝﾀﾞﾔｼｷ
7507 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 子ヂザコ ﾈｼﾞｻｺ
7508 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ タコワラクビ ﾀｺﾜﾗｸﾋﾞ
7509 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
7510 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ホトケドヲ ﾎﾄｹﾄﾞｳ
7511 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ノクボウ子 ﾉｸﾎﾞｳﾈ
7512 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ノクボ ﾉｸﾎﾞ
7513 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ヲリト ｵﾘﾄ
7514 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ハノヂ ｳﾜﾉｼﾞ
7515 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ ナツナギ ﾅﾂﾅｷﾞ
7516 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ シンタヤマ ｼﾝﾀﾔﾏ
7517 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ フルタ ﾌﾙﾀ
7518 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
7519 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
7520 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ トラヤワ ﾄﾗﾔﾜ
7521 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モトラヤハ ｼﾓﾄﾗﾔﾊ
7522 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ チャバタ ﾁｬﾊﾞﾀ
7523 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 向イナベラ山 ﾑｶｲﾅﾍﾞﾗﾔﾏ
7524 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 仲越 ﾅｶｺﾞｴ
7525 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ アツカワ ｱﾂｶﾜ
7526 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 柳ケ佐古 ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
7527 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 上ミカゲ山 ｶﾐｶｹﾞﾔﾏ
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7528 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 中カゲ山 ﾅｶｶｹﾞﾔﾏ
7529 02池川 吉ヶ成 ﾖｼｶﾞﾅﾙ 中畝 ﾅｶｳﾈ
7530 02池川 坪井川 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ 下モカゲ山 ｼﾓｶｹﾞﾔﾏ
7634 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 桑藪 ｸﾜﾔﾌﾞ
7635 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東桑藪 ﾋｶﾞｼｸﾜﾔﾌﾞ
7636 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西桑藪 ﾆｼｸﾜﾔﾌﾞ
7637 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ フルワ山 ﾌﾙﾜﾔﾏ
7638 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 南桑藪 ﾐﾅﾐｸﾜﾔﾌﾞ
7639 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ キブ子山 ｷﾌﾞﾈﾔﾏ
7640 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 南宮ケ平山 ﾐﾅﾐﾐﾔｶﾞﾋﾗﾔﾏ
7641 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 熊野山 ｸﾏﾉﾔﾏ
7642 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 南ウシロ山 ﾐﾅﾐｳｼﾛﾔﾏ
7643 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 釜ガ渕ノ上ヘ ｶﾏｶﾞﾌﾞﾁﾉｳｴ
7644 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ シヱブチノ上ヘ ｼｴﾌﾞﾁﾉｳｴ
7645 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 田ノ畝 ﾀﾉｳﾈ
7646 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 細市 ﾎｿｲﾁ
7647 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北細市 ｷﾀﾎｿｲﾁ
7648 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東細市 ﾋｶﾞｼﾎｿｲﾁ
7649 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 南シリダカ ﾐﾅﾐｼﾘﾀﾞｶ
7650 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北シリダカ ｷﾀｼﾘﾀﾞｶ
7651 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 大野地 ｵｵﾉｼﾞ
7652 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北大野地 ｷﾀｵｵﾉｼﾞ
7653 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 笠松 ｶｻﾏﾂ
7654 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 槇ノトヲ ﾏｷﾉﾄｳ
7655 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 櫻ガ左古 ｻｸﾗｶﾞｻｺ
7656 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
7657 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 鳩ノカイ ﾊﾄﾉｶｲ
7658 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 南鳩ノカイ ﾐﾅﾐﾊﾄﾉｶｲ
7659 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 細市西地 ﾎｿｲﾁﾆｼｼﾞ
7660 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ チウナバタ ﾁｳﾅﾊﾞﾀ
7661 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東ウシロ山道ノ上 ﾋｶﾞｼｳｼﾛﾔﾏﾐﾁﾉｳｴ
7662 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ウシロ山ノ上 ｳｼﾛﾔﾏﾉｳｴ
7663 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
7664 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
7665 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 助屋敷 ｽｹﾔｼｷ
7666 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 下タゴヤシ ｼﾀｺﾞﾔｼ
7667 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 下タヂャウ ｼﾀｼﾞｬｳ
7668 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西ダバ ﾆｼﾀﾞﾊﾞ
7669 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 宮ノ成 ﾐﾔﾉﾅﾘ
7670 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 岡 ｵｶ
7671 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ダバ畝 ﾀﾞﾊﾞｳﾈ
7672 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
7673 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ダバ川 ﾀﾞﾊﾞｶﾞﾜ
7674 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ウスキリクボ ｳｽｷﾘｸﾎﾞ
7675 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ハシノ方 ﾊｼﾉｶﾀ
7676 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ジンクロダキ ｼﾞﾝｸﾛﾀﾞｷ
7677 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北槇ノトオ ｷﾀﾏｷﾉﾄｳ
7678 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 上ヘ笠松 ｳｴｶｻﾏﾂ
7679 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 白土 ｼﾗﾂﾁ
7680 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ サンノオ ｻﾝﾉｳ
7681 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 上へサンノオ ｳｴｻﾝﾉｳ
7682 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北サンノオ ｷﾀｻﾝﾉｳ
7683 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ククリゼキ ｸｸﾘｾﾞｷ
7684 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 下タガロヲ ｼﾀｶﾞﾛｳ
7685 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 上へガロヲ ｳｴｶﾞﾛｳ
7686 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東岩屋ガサコ ﾋｶﾞｼｲﾜﾔｶﾞｻｺ
7687 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西岩屋ガサコ ﾆｼｲﾜﾔｶﾞｻｺ
7688 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東本モ巳屋トコ ﾋｶﾞｼﾓﾄﾓﾐﾔﾄｺ
7689 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西本モ巳屋トコ ﾆｼﾓﾄﾓﾐﾔﾄｺ
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7690 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西松ガヤスバ ﾆｼﾏﾂｶﾞﾔｽﾊﾞ
7691 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東松ガヤスバ ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞﾔｽﾊﾞ
7692 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 奥松ガヤスバ ｵｸﾏﾂｶﾞﾔｽﾊﾞ
7693 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 下モ石ガナロ ｼﾓｲｼｶﾞﾅﾛ
7694 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東石ガナロ ﾋｶﾞｼｲｼｶﾞﾅﾛ
7695 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東サンバク ﾋｶﾞｼｻﾝﾊﾞｸ
7696 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西サンバク ﾆｼｻﾝﾊﾞｸ
7697 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西石ガナロ ﾆｼｲｼｶﾞﾅﾛ
7698 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北石ケ成 ｷﾀｲｼｹﾅﾙ
7699 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西モリ山 ﾆｼﾓﾘﾔﾏ
7700 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ サカイバタ ｻｶｲﾊﾞﾀ
7701 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ヒヲノサコ ﾋｵﾉｻｺ
7702 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
7703 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ナカゾエ ﾅｶｿﾞｴ
7704 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ トチノモト ﾄﾁﾉﾓﾄ
7705 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ヒヲシダレ ﾋｵｼﾀﾞﾚ
7706 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ナカヒラ山 ﾅｶﾋﾗﾔﾏ
7707 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西カゲヒラ ﾆｼｶｹﾞﾋﾗ
7708 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東カゲヒラ ﾋｶﾞｼｶｹﾞﾋﾗ
7709 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 北浦 ｷﾀｳﾗ
7710 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 黒石カゲ ｸﾛｲｼｶｹﾞ
7711 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 堀リ ﾎﾘ
7712 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東日浦畑 ﾋｶﾞｼﾋｳﾗﾊﾞﾀ
7713 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 休天 ﾔｽﾐｱﾏ
7714 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西日浦畑 ﾆｼﾋｳﾗﾊﾞﾀ
7715 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ヲモアレ ｵﾓｱﾚ
7716 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西澤山 ﾆｼﾋﾛｻﾜﾔﾏ
7717 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 下モヨモン ｼﾓﾖﾓﾝ
7718 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 引地 ﾋｷｼﾞ
7719 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ ゲンツクリ ｹﾞﾝﾂｸﾘ
7720 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 西笹谷 ﾆｼｻｻﾀﾞﾆ
7721 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 東笹谷 ﾋｶﾞｼｻｻﾀﾞﾆ
7722 02池川 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ 林ノ向 ﾊﾔｼﾉﾑｶｲ
7723 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西薮 ﾆｼﾔﾌﾞ
7724 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北西ヤブ ｷﾀﾆｼﾔﾌﾞ
7725 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ヤブカゲ ﾆｼﾔﾌﾞｶｹﾞ
7726 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ノ越エ ﾆｼﾉｺｴ
7727 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北西ノコエ ｷﾀﾆｼﾉｺｴ
7728 02池川 大屋 ｵｳﾔ 奥西ヤブ ｵｸﾆｼﾔﾌﾞ
7729 02池川 大屋 ｵｳﾔ 栗木ノ元 ｸﾘｷﾉﾓﾄ
7730 02池川 大屋 ｵｳﾔ シタショジャク ｼﾀｼｮｼﾞｬｸ
7731 02池川 大屋 ｵｳﾔ ショジャクバタ ｼｮｼﾞｬｸﾊﾞﾀ
7732 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ショジャクバタ ｷﾀｼｮｼﾞｬｸﾊﾞﾀ
7733 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西エノキバタ ﾆｼｴﾉｷﾊﾞﾀ
7734 02池川 大屋 ｵｳﾔ エノキバタ ｴﾉｷﾊﾞﾀ
7735 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東エノキバタ ﾋｶﾞｼｴﾉｷﾊﾞﾀ
7736 02池川 大屋 ｵｳﾔ ホドウチシモヒラ ﾎﾄﾞｳﾁｼﾓﾋﾗ
7737 02池川 大屋 ｵｳﾔ ユバ ﾕﾊﾞ
7738 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ユバ ﾆｼﾕﾊﾞ
7739 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タホドウチ ｼﾀﾎﾄﾞｳﾁ
7740 02池川 大屋 ｵｳﾔ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
7741 02池川 大屋 ｵｳﾔ アヤガフチ ｱﾔｶﾞﾌﾁ
7742 02池川 大屋 ｵｳﾔ カヂヤタニ ｶﾁﾞﾔﾀﾆ
7743 02池川 大屋 ｵｳﾔ シタフルヤ ｼﾀﾌﾙﾔ
7744 02池川 大屋 ｵｳﾔ フルヤ ﾌﾙﾔ
7745 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ハタハラ ｳﾜﾀﾊﾗ
7746 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西上ハダハラ ﾆｼｳﾜﾀﾞﾊﾗ
7747 02池川 大屋 ｵｳﾔ ハッチョ ﾊｯﾁｮ
7748 02池川 大屋 ｵｳﾔ トヤガモリ ﾄﾔｶﾞﾓﾘ
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7749 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒヂキ ﾋｼﾞｷ
7750 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒヂキ山 ﾋｼﾞｷﾔﾏ
7751 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒヂキタキ ﾋｼﾞｷﾀｷ
7752 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ヒヂキタキ ﾆｼﾋｼﾞｷﾀｷ
7753 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒヂキウ子 ﾋｼﾞｷｳﾈ
7754 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南ヒヂキウ子 ﾐﾅﾐﾋｼﾞｷｳﾈ
7755 02池川 大屋 ｵｳﾔ タルノウ子 ﾀﾙﾉｳﾈ
7756 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南タルノウ子 ﾐﾅﾐﾀﾙﾉｳﾈ
7757 02池川 大屋 ｵｳﾔ 樽山 ﾀﾙﾔﾏ
7758 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南タル山 ﾐﾅﾐﾀﾙﾔﾏ
7759 02池川 大屋 ｵｳﾔ ノヂヒラ ﾉｼﾞﾋﾗ
7760 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ノ地ビラ ｷﾀﾉﾁﾞﾋﾞﾗ
7761 02池川 大屋 ｵｳﾔ サルガタキ ｻﾙｶﾞﾀｷ
7762 02池川 大屋 ｵｳﾔ タルノミヤ ﾀﾙﾉﾐﾔ
7763 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ヘ長野 ｳｴﾅｶﾞﾉ
7764 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ヘ長野山 ｳｴﾅｶﾞﾉﾔﾏ
7765 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ナガノ ﾆｼﾅｶﾞﾉ
7766 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガノタキ ﾅｶﾞﾉﾀｷ
7767 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒエミセウ子 ﾋｴﾐｾｳﾈ
7768 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ロクロゴヤ ﾆｼﾛｸﾛｺﾞﾔ
7769 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ロクロウ子 ｷﾀﾛｸﾛｳﾈ
7770 02池川 大屋 ｵｳﾔ ロクロダキ ﾛｸﾛﾀﾞｷ
7771 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヤシキノ ﾔｼｷﾉ
7772 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸野 ﾏﾙﾉ
7773 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北丸ノ ｷﾀﾏﾙﾉ
7774 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノ山 ﾏﾙﾉﾔﾏ
7775 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北丸ノ山 ｷﾀﾏﾙﾉﾔﾏ
7776 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北丸ノダキ ｷﾀﾏﾙﾉﾀﾞｷ
7777 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノ荒 ﾏﾙﾉｱﾚ
7778 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南丸ノ荒 ﾐﾅﾐﾏﾙﾉｱﾚ
7779 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
7780 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南ヲクバタ ﾐﾅﾐｵｸﾊﾞﾀ
7781 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノウ子 ﾏﾙﾉｳﾈ
7782 02池川 大屋 ｵｳﾔ 中スカ ﾅｶｽｶ
7783 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東中スカ ﾋｶﾞｼﾅｶｽｶ
7784 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノ谷 ﾏﾙﾉﾀﾞﾆ
7785 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北丸ノ谷 ｷﾀﾏﾙﾉﾀﾞﾆ
7786 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノ石 ﾏﾙﾉｲｼ
7787 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸ノセ ﾏﾙﾉｾ
7788 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南丸ノセ ﾐﾅﾐﾏﾙﾉｾ
7789 02池川 大屋 ｵｳﾔ 百人地 ﾋﾔｸﾆﾝｼﾞ
7790 02池川 大屋 ｵｳﾔ スズヲヲセ ｽｽﾞｵｵｾ
7791 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東スズヲヲセ ﾋｶﾞｼｽｽﾞｵｵｾ
7792 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北スズヲヲセ ｷﾀｽｽﾞｵｵｾ
7793 02池川 大屋 ｵｳﾔ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
7794 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北石ノ本 ｷﾀｲｼﾉﾓﾄ
7795 02池川 大屋 ｵｳﾔ 石ノ上 ｲｼﾉｳｴ
7796 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東石ノ上 ﾋｶﾞｼｲｼﾉｳｴ
7797 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガノムカイ ﾅｶﾞﾉﾑｶｲ
7798 02池川 大屋 ｵｳﾔ ツチビラダキ ﾂﾁﾋﾞﾗﾀﾞｷ
7799 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ツチビラダキ ﾋｶﾞｼﾂﾁﾋﾞﾗﾀﾞｷ
7800 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ツチビラダキ ｷﾀﾂﾁﾋﾞﾗﾀﾞｷ
7801 02池川 大屋 ｵｳﾔ ツチビラウ子 ﾂﾁﾋﾞﾗｳﾈ
7802 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｦ
7803 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東カシガタヲ ﾋｶﾞｼｶｼｶﾞﾀｵ
7804 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシガタヲ山 ｶｼｶﾞﾀｦﾔﾏ
7805 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東カシガタヲ山 ﾋｶﾞｼｶｼｶﾀｵﾔﾏ
7806 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タカシガタヲ ｼﾀｶｼｶﾞﾀｵ
7807 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシガウ子 ｶｼｶﾞｳﾈ
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7808 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東カシガウ子 ﾋｶﾞｼｶｼｶﾞｳﾈ
7809 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシガタキ ｶｼｶﾞﾀｷ
7810 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒサゲアレ ﾋｻｹﾞｱﾚ
7811 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上コヒウラ ｳｴｺﾋｳﾗ
7812 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南上コウヒラ ﾐﾅﾐｳｴｺｳﾋﾗ
7813 02池川 大屋 ｵｳﾔ カツラギ ｶﾂﾗｷﾞ
7814 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上コヒウラコエ ｳｴｺﾋｳﾗｺｴ
7815 02池川 大屋 ｵｳﾔ 丸カシ山 ﾏﾙｶｼﾔﾏ
7816 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西マルカシ山 ﾆｼﾏﾙｶｼﾔﾏ
7817 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシガモリ ｶｼｶﾞﾓﾘ
7818 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西カシカモリ ﾆｼｶｼｶﾓﾘ
7819 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウツロギ ｳﾂﾛｷﾞ
7820 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南ウツロギ ﾐﾅﾐｳﾂﾛｷﾞ
7821 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウツロギ山 ｳﾂﾛｷﾞﾔﾏ
7822 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ウツロギ山 ﾋｶﾞｼｳﾂﾛｷﾞﾔﾏ
7823 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北ウツロギ山 ｷﾀｳﾂﾛｷﾞﾔﾏ
7824 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクウツロギ ｵｸｳﾂﾛｷﾞ
7825 02池川 大屋 ｵｳﾔ シタウツロギ ｼﾀｳﾂﾛｷﾞ
7826 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウツロギタキ ｳﾂﾛｷﾞﾀｷ
7827 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南ウツロギタキ ﾐﾅﾐｳﾂﾛｷﾞﾀｷ
7828 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西ウツロギタキ ﾆｼｳﾂﾛｷﾞﾀｷ
7829 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウツロギミ子 ｳﾂﾛｷﾞﾐﾈ
7830 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウツロキウ子 ｳﾂﾛｷｳﾈ
7831 02池川 大屋 ｵｳﾔ タキウツロギ ﾀｷｳﾂﾛｷﾞ
7832 02池川 大屋 ｵｳﾔ 大元山 ｵｵﾓﾄﾔﾏ
7833 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西大元カゲ ﾆｼｵｵﾓﾄｶｹﾞ
7834 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトツワタタキ ﾋﾄﾂﾜﾀﾞﾀｷ
7835 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトツワタ ﾋﾄﾂﾜﾀ
7836 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒトツワタ道ノ下タ ﾋﾄﾂﾜﾀﾐﾁﾉｼﾀ
7837 02池川 大屋 ｵｳﾔ 一ツタキ ﾋﾄﾂﾀｷ
7838 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ マツノヤスバ ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ
7839 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ トドロヤブ ﾄﾄﾞﾛﾔﾌﾞ
7840 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 南大サコ ﾐﾅﾐｵｵｻｺ
7841 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タルノワキ ﾀﾙﾉﾜｷ
7842 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カシエ ｶｼｴ
7843 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ トリノス ﾄﾘﾉｽ
7844 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナガバタ ﾅｶﾞﾊﾞﾀ
7845 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上ヱカシヱ ｳｴｶｼｴ
7846 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 大モリ ｵｵﾓﾘ
7847 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タルノハナ ﾀﾙﾉﾊﾅ
7848 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カヂシロ ｶｼﾞｼﾛ
7849 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニシカヂシロ ﾆｼｶｼﾞｼﾛ
7850 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 北カヂシロ ｷﾀｶﾁﾞｼﾛ
7851 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ イノトヲ ｲﾉﾄｳ
7852 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
7853 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ミヤノシリ ﾐﾔﾉｼﾘ
7854 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ クマノクラ ｸﾏﾉｸﾗ
7855 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ フタゴ松 ﾌﾀｺﾞﾏﾂ
7856 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハンシロタキ ﾊﾝｼﾛﾀｷ
7857 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カツラノサコ ｶﾂﾗﾉｻｺ
7858 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒガシダバ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ
7859 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒガシゴミ ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ
7860 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アイナカヤマ ｱｲﾅｶﾔﾏ
7861 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ユバ ﾕﾊﾞ
7862 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ドヲノウ子 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
7863 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナカミダニ ﾅｶﾐﾀﾞﾆ
7864 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 川向 ｶﾜﾑｶｲ
7865 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
7866 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ アメ請峠ゲ ｱﾒｳｹﾄｳｹﾞ
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7867 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヤスマチコヱ ﾔｽﾏﾁｺｴ
7868 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヨコミチ ﾖｺﾐﾁ
7869 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 北ノモリ ｷﾀﾉﾓﾘ
7870 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ケヤケサコ ｹﾔｹｻｺ
7871 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナカヒラ ﾅｶﾋﾗ
7872 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カミ ｶﾐ
7873 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲクダニ ｵｸﾀﾞﾆ
7874 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西ノ越エ ﾆｼﾉｺｴ
7875 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東野地 ﾋｶﾞｼﾉｼﾞ
7876 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハゴイバ ﾊｺﾞｲﾊﾞ
7877 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ノヂ ﾉｼﾞ
7878 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナカノヂ ﾅｶﾉｼﾞ
7879 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上ノヂ ｶﾐﾉｼﾞ
7880 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 北ノチ ｷﾀﾉﾁ
7881 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上キルノ木 ｶﾐｷﾙﾉｷ
7882 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下キルノ木 ｼﾓｷﾙﾉｷ
7883 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タニヲク ﾀﾆｵｸ
7884 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東ヲクダニ ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾞﾆ
7885 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 北ヲクダニ ｷﾀｵｸﾀﾞﾆ
7886 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西ヲクダニ ﾆｼｵｸﾀﾞﾆ
7887 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 岩屋ノヒラ ｲﾜﾔﾉﾋﾗ
7888 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 休石 ﾔｽﾐｲｼ
7889 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シキヂ ｼｷｼﾞ
7890 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヌタノモト越エ ﾇﾀﾉﾓﾄｺｴ
7891 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ツガノモト ﾂｶﾞﾉﾓﾄ
7892 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下ツガノモト ｼﾓﾂｶﾞﾉﾓﾄ
7893 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 天ノヲ山 ｱﾏﾉｵﾔﾏ
7894 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲク東ノ谷 ｵｸﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
7895 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中東ノ谷 ﾅｶﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
7896 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ イヌヲトシ ｲﾇｵﾄｼ
7897 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 松ノダバ ﾏﾂﾉﾀﾞﾊﾞ
7898 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下タニラクサ ｼﾀﾆﾗｸｻ
7899 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ツエノタニ ﾂｴﾉﾀﾆ
7900 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ニラクサウ子 ﾆﾗｸｻｳﾈ
7901 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西平 ﾆｼﾋﾗ
7902 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東ノ谷 ﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
7903 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ フタツヅチ ﾌﾀﾂﾂﾞﾁ
7904 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ソバシリ ｿﾊﾞｼﾘ
7905 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヲクソバシリ ｵｸｿﾊﾞｼﾘ
7906 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
7907 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ミヤノコヱ ﾐﾔﾉｺｴ
7908 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｵｸ
7909 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ フナサコ ﾌﾅｻｺ
7910 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中ワタゼ ﾅｶﾜﾀｾﾞ
7911 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 下ワタゼ ｼﾓﾜﾀｾﾞ
7912 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ トクサノモト ﾄｸｻﾉﾓﾄ
7913 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヤスマチ山 ﾔｽﾏﾁﾔﾏ
7914 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 上コヲス谷 ｶﾐｺｵｽﾀﾞﾆ
7915 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東畑 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
7916 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 南畑 ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ
7917 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
7918 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
7919 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ケヤケ畑 ｹﾔｹﾊﾞﾀ
7920 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
7921 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ モギツキ谷 ﾓｷﾞﾂｷﾀﾞﾆ
7922 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ モギツキウ子 ﾓｷﾞﾂｷｳﾈ
7923 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ホリノウ子 ﾎﾘﾉｳﾈ
7924 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ツヅケ ﾂﾂﾞｹ
7925 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
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7926 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 大地 ﾀﾞｲﾁ
7927 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
7928 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 猪シ畑 ｼｼﾊﾞﾀ
7929 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西畑 ﾆｼﾊﾞﾀ
7930 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナル畑 ﾅﾙﾊﾞﾀ
7931 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 山柿 ﾔﾏｶﾞｷ
7932 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
7933 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉｼﾞ
7934 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タカノス ﾀｶﾉｽ
7935 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ トリモリ石 ﾄﾘﾓﾘｲｼ
7936 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ツツミ石 ﾂﾂﾐｲｼ
7937 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 猪ノ岩屋 ｲﾉｲﾜﾔ
7938 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ メヲガ山 ﾒｵｶﾞﾔﾏ
7939 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東アカダキ ﾋｶﾞｼｱｶﾀﾞｷ
7940 02池川 大屋 ｵｳﾔ 上ハダハラダニ ｳﾊﾀﾞﾊﾗﾀﾞﾆ
7941 02池川 大屋 ｵｳﾔ サザラ ｻｻﾞﾗ
8045 02池川 大屋 ｵｳﾔ サザラタキ ｻｻﾞﾗﾀｷ
8046 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヲナロ ｺｳﾅﾛ
8047 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヤブ ｺﾔﾌﾞ
8048 02池川 大屋 ｵｳﾔ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
8049 02池川 大屋 ｵｳﾔ コヒウラ ｺﾋｳﾗ
8050 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北コヒウラ ｷﾀｺﾋﾞｳﾗ
8051 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヘナ ﾍﾅ
8052 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ヘナ ﾋｶﾞｼﾍﾅ
8053 02池川 大屋 ｵｳﾔ 中スカ石 ﾅｶｽｶｲｼ
8144 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
8145 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ サルノタキ ｻﾙﾉﾀｷ
8146 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シヤダン ｼﾔﾀﾞﾝ
8147 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東モリ ﾋｶﾞｼﾓﾘ
8148 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東ム子 ﾋｶﾞｼﾑﾈ
8149 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ カラカイ山 ｶﾗｶｲﾔﾏ
8150 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヤドリ ﾔﾄﾞﾘ
8151 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヤケソ ﾔｹｿ
8152 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タカトンポヲ ﾀｶﾄﾝﾎﾟｵ
8153 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 平野 ﾋﾗﾉ
8154 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 中野 ﾅｶﾉ
8155 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 木地 ｷｼﾞ
8156 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ シリキ ｼﾘｷ
8157 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 木ヒゲ ｷﾋｹﾞ
8158 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 木ノ元 ｷﾉﾓﾄ
8159 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タノキノイワヤ ﾀﾉｷﾉｲﾜﾔ
8160 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 東水ノ元 ﾋｶﾞｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8161 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西ヌタノヒラ ﾆｼﾇﾀﾉﾋﾗ
8162 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西水ノ元 ﾆｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8163 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タルノ上 ﾀﾙﾉｳｴ
8164 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西地 ﾆｼｼﾞ
8165 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
8166 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ イワハザ ｲﾜﾊｻﾞ
8167 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西イワハザ ﾆｼｲﾜﾊｻﾞ
8168 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 松タキ ﾏﾂﾀｷ
8169 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ 西アカダキ ﾆｼｱｶﾀﾞｷ
8170 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ヒキチ ﾋｷﾁ
8171 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
8172 02池川 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ ササノモリ ｻｻﾉﾓﾘ
8173 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒジリ谷 ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ
8174 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナコヲウ子 ﾅｺｵｳﾈ
8175 02池川 大屋 ｵｳﾔ 石セト ｲｼｾﾄ
8176 02池川 大屋 ｵｳﾔ 岩屋ケサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
8177 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田 ｺﾞﾛｳﾀ
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8178 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西五郎田 ﾆｼｺﾞﾛｳﾀﾞ
8179 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西五郎田山 ﾆｼｺﾞﾛｳﾀﾞﾔﾏ
8180 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田ウ子 ｺﾞﾛｳｳﾈ
8181 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田石 ｺﾞﾛｳﾀｲｼ
8182 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西岩 ﾆｼｲﾜ
8183 02池川 大屋 ｵｳﾔ スズアレ ｽｽﾞｱﾚ
8184 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西スズアレ ﾆｼｽｽﾞｱﾚ
8185 02池川 大屋 ｵｳﾔ スズアレウ子 ｽｽﾞｱﾚｳﾈ
8186 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東スズウ子 ﾋｶﾞｼｽｽﾞｳﾈ
8187 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田荒 ｺﾞﾛｳｱﾚ
8188 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎田荒 ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳﾀﾞｱﾚ
8189 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎作リ ｺﾞﾛｳﾂﾞｸﾘ
8190 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎作リ ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳﾂﾞｸﾘ
8191 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北五郎作リ ｷﾀｺﾞﾛｳﾂﾞｸﾘ
8192 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西五郎作リ ﾆｼｺﾞﾛｳﾂﾞｸﾘ
8193 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎岩 ｺﾞﾛｳｲﾜ
8194 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北五郎岩 ｷﾀｺﾞﾛｳｲﾜ
8195 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎岩 ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳｲﾜ
8196 02池川 大屋 ｵｳﾔ 南五郎岩 ﾐﾅﾐｺﾞﾛｳｲﾜ
8197 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎田 ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳﾀﾞ
8198 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎田ダキ ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳﾀﾞﾀﾞｷ
8199 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西五郎田タキ ﾆｼｺﾞﾛｳﾀﾞﾀｷ
8200 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北五郎田タキ ｷﾀｺﾞﾛｳﾀﾞﾀｷ
8201 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田タキ ｺﾞﾛｳﾀｷ
8202 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎谷 ｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ
8203 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東五郎田谷 ﾋｶﾞｼｺﾞﾛｳﾀﾞﾀﾆ
8204 02池川 大屋 ｵｳﾔ シモ五郎田谷 ｼﾓｺﾞﾛｳﾀﾀﾞﾆ
8205 02池川 大屋 ｵｳﾔ 五郎田コヤ ｺﾞﾛｳｺﾔ
8206 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下五郎田コヤ ｼﾓｺﾞﾛｳﾀﾞｺﾔ
8207 02池川 大屋 ｵｳﾔ サンバ山 ｻﾝﾊﾞﾔﾏ
8208 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東サンバ山 ﾋｶﾞｼｻﾝﾊﾞﾔﾏ
8209 02池川 大屋 ｵｳﾔ アイロギ ｱｲﾛｷﾞ
8210 02池川 大屋 ｵｳﾔ アリノキ ｱﾘﾉｷ
8211 02池川 大屋 ｵｳﾔ 柿内 ｶｷｳﾁ
8212 02池川 大屋 ｵｳﾔ 若宮谷 ﾜｶﾐﾔﾀﾞﾆ
8213 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲスノヘナ ｵｽﾉﾍﾅ
8214 02池川 大屋 ｵｳﾔ 東ヲスノヘナ谷 ﾋｶﾞｼｵｽﾉﾍﾅﾀﾞﾆ
8215 02池川 大屋 ｵｳﾔ スノヘナ谷 ｽﾉﾍﾅﾀﾞﾆ
8216 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北小ヘナダニ ｷﾀｺﾍﾅﾀﾞﾆ
8217 02池川 大屋 ｵｳﾔ 瀧ノアタマ ﾀｷﾉｱﾀﾏ
8218 02池川 大屋 ｵｳﾔ 行地川 ﾕｷｼﾞｶﾞﾜ
8219 02池川 大屋 ｵｳﾔ 北行地川 ｷﾀﾕｷﾁｶﾞﾜ
8220 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒノ地前 ﾋﾉｼﾞﾏｴ
8221 02池川 大屋 ｵｳﾔ 川地川カゲ ｶﾜｼﾞｶﾞﾜｶｹﾞ
8222 02池川 大屋 ｵｳﾔ 樫山 ｶｼﾔﾏ
8223 02池川 大屋 ｵｳﾔ アマゴイ山 ｱﾏｺﾞｲﾔﾏ
8224 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
8225 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガサコウ子 ﾅｶﾞｻｺｳﾈ
8226 02池川 大屋 ｵｳﾔ ナガサコタキ ﾅｶﾞｻｺﾀｷ
8227 02池川 大屋 ｵｳﾔ 下タナガサコタキ ｼﾀﾅｶﾞｻｺﾀｷ
8228 02池川 大屋 ｵｳﾔ アマゴイ ｱﾏｺﾞｲ
8229 02池川 大屋 ｵｳﾔ シモアマゴイ ｼﾓｱﾏｺﾞｲ
8230 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヲクアマゴイ ｵｸｱﾏｺﾞｲ
8231 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西行地川 ﾆｼｷﾞｮｳﾁｶﾞﾜ
8232 02池川 大屋 ｵｳﾔ 西山 ﾆｼﾔﾏ
8233 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒラキ ﾋﾗｷ
8234 02池川 大屋 ｵｳﾔ ヒカケミチノ上 ﾋｶｹﾞﾐﾁﾉｳｴ
8235 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウスギ ｳｽｷﾞ
8236 02池川 大屋 ｵｳﾔ 中ウスキ ﾅｶｳｽｷ
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8237 02池川 大屋 ｵｳﾔ ククリセキ ｸｸﾘｾｷ
8238 02池川 大屋 ｵｳﾔ ウスギ谷 ｳｽｷﾞﾀﾞﾆ
8239 02池川 大屋 ｵｳﾔ 元クボ ﾓﾄｸﾎﾞ
8240 02池川 大屋 ｵｳﾔ クボ ｸﾎﾞ
8241 02池川 大屋 ｵｳﾔ カシバタ ｶｼﾊﾞﾀ
8242 02池川 大屋 ｵｳﾔ シタカシバタ ｼﾀｶｼﾊﾞﾀ
8546 02池川 椿山 ﾂﾊﾞﾔﾏ カゲノ下タ ｶｹﾞﾉｼﾀ
8547 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ユスヤマ ﾕｽﾔﾏ
8548 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ コヲナロバタ ｺｳﾅﾛﾊﾞﾀ
8549 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ カノヲマツ ｶﾉｳﾏﾂ
8550 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ サカノニシ ｻｶﾉﾆｼ
8551 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ シラヒゲ ｼﾗﾋｹﾞ
8552 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ルノキタ ﾙﾉｷﾀ
8553 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツボイゴエ ﾂﾎﾞｲｺﾞｴ
8554 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ トヤ ﾄﾔ
8555 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 子ズ ﾈｽﾞ
8556 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウラヤマ ｳﾗﾔﾏ
8557 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヲクナベラ ｵｸﾅﾍﾞﾗ
8558 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ゴミトチ ｺﾞﾐﾄﾁ
8559 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
8560 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
8561 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ヒウラ ﾋｳﾗ
8562 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マルハエ ﾏﾙﾊｴ
8563 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イワグロ ｲﾜｸﾞﾛ
8564 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
8565 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タキノミナミ ﾀｷﾉﾐﾅﾐ
8566 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ミヨトイシ ﾐｮｳﾄｲｼ
8567 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ウ子 ｳﾈ
8568 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ボヲソ ﾎﾞｳｿ
8569 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ イチゴヲ ｲﾁｺﾞｳ
8570 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ トリヤイ ﾄﾘﾔｲ
8571 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
8572 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ タニグチバタ ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
8573 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ ハラ ﾊﾗ
8574 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 谷口バタ ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
8575 02池川 坂本 ｻｶﾓﾄ 上谷口バタ ｶﾐﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞﾀ
8576 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 南キヂヤシキ ﾐﾅﾐｷｼﾞﾔｼｷ
8577 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ゴヲラ ｺﾞｳﾗ
8578 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タカヤブ ﾀｶﾔﾌﾞ
8579 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ マガリノモト ﾏｶﾞﾘﾉﾓﾄ
8580 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ワタリアガリ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
8581 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
8582 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アカマツ ｱｶﾏﾂ
8583 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タニジリ ﾀﾆｼﾞﾘ
8586 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ イノトヲ ｲﾉﾄｳ
8587 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ イケ ｲｹ
8588 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ニシツボヲイ ﾆｼﾂﾎﾞｵｲ
8589 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 南ヲモヤダニ ﾐﾅﾐｵﾓﾔﾀﾞﾆ
8590 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 北ヲモヤ谷 ｷﾀｵﾓﾔﾀﾞﾆ
8591 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 西ヲモヤ谷 ﾆｼｵﾓﾔﾀﾞﾆ
8592 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲモヤ谷 ｵﾓﾔﾀﾞﾆ
8593 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ アスヤマ ｱｽﾔﾏ
8594 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ イチゴヲ水ノ本 ｲﾁｺﾞｳﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8595 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ツボヲイ ﾂﾎﾞｵｲ
8596 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ 水ノ本ノ西 ﾐｽﾞﾉﾓﾄﾉﾆｼ
8597 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ホコイシ ﾎｺｲｼ
8598 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
8599 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヲモヤタニ ｵﾓﾔﾀﾆ
8600 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヤスバノキタ ﾔｽﾊﾞﾉｷﾀ
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8601 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ キュウザイバタ ｷｭｳｻﾞｲﾊﾞﾀ
8602 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ツボイ ﾂﾎﾞｲ
8603 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ クマノイワヤ ｸﾏﾉｲﾜﾔ
8604 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ ヒジリダニ ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ
8605 02池川 寄合 ﾖﾘｱｲ クヤウギ ｸﾔｳｷﾞ
8606 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ドヲガウチ ﾄﾞｳｶﾞｳﾁ
8607 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲカダニ ｵｶﾀﾞﾆ
8608 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲカバナ ｵｶﾊﾞﾅ
8609 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ハザコグチ ﾊｻﾞｺｸﾞﾁ
8610 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ウワベニウドニシヂ ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞﾆｼｼﾞ
8611 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ウハベニウド ｳﾜﾍﾞﾆｳﾄﾞ
8612 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ベニウドイリクチ ﾍﾞﾆｳﾄﾞｲﾘｸﾁ
8613 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ イケノヲク ｲｹﾉｵｸ
8614 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ゴホヲガモリ ｺﾞﾎｳｶﾞﾓﾘ
8616 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲベンイシ ｵﾍﾞﾝｲｼ
8617 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ アンサモリ ｱﾝｻｶﾓﾘ
8618 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ タカラコヲ ﾀｶﾗｺｳ
8619 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ フナサコ ﾌﾅｻｺ
8620 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ハランホヲ ﾊﾗﾝﾎｳ
8621 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クリミガサコ ｸﾘﾐｶﾞｻｺ
8622 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカミヅノモト ﾅｶﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8623 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヲンジ ｵﾝｼﾞ
8624 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クスハラ ｸｽﾊﾗ
8625 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ クチキ ｸﾁｷ
8626 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8627 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ホコイワ ﾎｺｲﾜ
8628 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
8629 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ヨボシイシ ﾖﾎﾞｼｲｼ
8630 02池川 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
8656 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カミヂョウ ｶﾐﾁﾞｮｳ
8657 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ スズレイシ ｽｽﾞﾚｲｼ
8658 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
8659 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ
8660 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシ ﾆｼ
8661 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タケハナ ﾀｹﾊﾅ
8662 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ イ子ノクボ ｲﾈﾉｸﾎﾞ
8663 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タキノマヱ ﾀｷﾉﾏｴ
8664 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コシカケノ石 ｺｼｶｹﾉｲｼ
8665 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クワノキノモト ｸﾜﾉｷﾉﾓﾄ
8666 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ アサフン ｱｻﾌﾝ
8667 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東山姥 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
8668 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西山姥 ﾆｼﾔﾏﾊﾞﾊﾞ
8669 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ユキツエ ﾕｷﾂｴ
8670 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ミタニ ﾐﾀﾆ
8671 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西ヲヲタキ ﾆｼｵｵﾀｷ
8672 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シデノ木ノ内 ｼﾃﾞﾉｷﾉｳﾁ
8673 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東ヲヲタキ ﾋｶﾞｼｵｵﾀｷ
8674 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ フ子ノナロ ﾌﾈﾉﾅﾛ
8675 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒラミ ﾋﾗﾐ
8676 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
8677 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ミヅノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8678 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒエイナキ ﾋｴｲﾅｷ
8679 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヤケノ ﾔｹﾉ
8680 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ソデノ ｿﾃﾞﾉ
8681 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シバヲリ ｼﾊﾞｦﾘ
8682 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ウエノヂ ｳｴﾉﾁﾞ
8683 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ホヲノキウ子 ﾎｳﾉｷｳﾈ
8684 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ソヲボヲチ ｿｦﾎﾞｦﾁ
8685 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西ノマノタニ ﾆｼﾉﾏﾉﾀﾆ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 131/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

8686 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ サカエダニ ｻｶｴﾀﾞﾆ
8687 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タケヤブ ﾀｹﾔﾌﾞ
8688 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ノマノタニ ﾉﾏﾉﾀﾆ
8689 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ノヂノサキ ﾉｼﾞﾉｻｷ
8690 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ダイヤシキ ﾀﾞｲﾔｼｷ
8691 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 松尾 ﾏﾂｵ
8692 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヨコヤブ ﾖｺﾔﾌﾞ
8693 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西クラマダニ ﾆｼｸﾗﾏﾀﾞﾆ
8694 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ゴロヲブチ ｺﾞﾛｦﾌﾞﾁ
8695 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 上ミヲリト ｶﾐｦﾘﾄ
8696 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 小舟方 ｺﾌﾅｶﾞﾀ
8697 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シモヲリト ｼﾓｦﾘﾄ
8698 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カキノキバタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
8699 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
8700 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ トチサコ ﾄﾁｻｺ
8701 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
8702 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナカガシ ﾅｶｶﾞｼ
8703 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西川舟 ﾆｼｶﾜﾌﾈ
8704 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東川舟 ﾋｶﾞｼｶﾜﾌﾈ
8705 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ブンコノタキ ﾌﾞﾝｺﾉﾀｷ
8706 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カラ岩瀧 ｶﾗｲﾜﾀﾞｷ
8707 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コヲブ子 ｺｦﾌﾞﾈ
8708 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥川船 ｵｸｶﾜﾌﾈ
8709 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コジウロク ｺｼﾞｳﾛｸ
8710 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クリノキヤシキ ｸﾘﾉｷﾔｼｷ
8711 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 熊頭 ｸﾏｶﾞｼﾗ
8712 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ムカイジハンジョ ﾑｶｲｼﾞﾊﾅｼﾞｮ
8713 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｦｻｺ
8714 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カゲ ｶｹﾞ
8715 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シハンショウ ｼﾊﾝｼｮｳ
8716 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニツノ ﾆﾂﾉ
8717 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 吹佐古 ﾌｷｻｺ
8718 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 堂ケ内 ﾄﾞｳｹｳﾁ
8719 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
8720 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
8721 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ マサキ谷 ﾏｻｷﾀﾞﾆ
8722 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ツヱダマリ ﾂｴﾀﾞﾏﾘ
8723 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ トヲシウ子 ﾄｦｼｳﾈ
8724 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 柳ノナロ ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾛ
8725 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒロソヲ ﾋﾛｿｦ
8726 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ キハタ ｷﾊﾀ
8727 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクノ ｵｸﾉ
8728 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナガタキ ﾅｶﾞﾀｷ
8729 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ メヨヲガナル ﾒﾖｵｶﾞﾅﾙ
8730 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 中ノヤスバ ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
8731 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ メト ﾒﾄ
8732 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ キヂ ｷﾁﾞ
8733 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
8734 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シマウゴミ ｼﾏｳｺﾞﾐ
8735 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
8736 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥下田 ｵｸｼﾓﾀﾞ
8737 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
8738 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ マエダ ﾏｴﾀﾞ
8739 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ユバ ﾕﾊﾞ
8740 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ユバノムカイ ﾕﾊﾞﾉﾑｶｲ
8741 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
8742 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シバヲリノ向ヒ ｼﾊﾞｦﾘﾉﾑｶﾋ
8743 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ キヂナロ ｷｼﾞﾅﾛ
8744 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シバヲリノ上 ｼﾊﾞｦﾘﾉｶﾐ
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8745 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ
8746 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ハチホンマツ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ
8747 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 大瀧 ｵｵﾀﾞｷ
8748 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 猿ケ薮 ｻﾙｶﾞﾔﾌﾞ
8749 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
8750 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
8751 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8752 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 折尾坂 ｵﾘｵｻﾞｶ
8753 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 小ハタ ｺﾊﾀ
8754 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ミヅナシ山 ﾐｽﾞﾅｼﾔﾏ
8755 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
8756 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 五郎勘畑 ｺﾞﾛｳｶﾝﾊﾞﾀ
8757 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ケタ ｹﾀ
8758 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 日浦 ﾋｳﾗ
8759 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
8760 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クリノトヲ ｸﾘﾉﾄｦ
8761 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クルミブチ ｸﾙﾐﾌﾞﾁ
8762 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ スベリバタ ｽﾍﾞﾘﾊﾞﾀ
8763 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シモイラワラ ｼﾓｲﾗﾜﾗ
8764 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
8765 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 日浦ノ向イ ﾋｳﾗﾉﾑｶｲ
8766 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ
8767 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
8768 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ
8769 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 東古樽 ﾋｶﾞｼｺﾀﾞﾙ
8770 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ イッポンマツ ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
8771 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクナカゾ ｵｸﾅｶｿﾞ
8772 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シキノナロ ｼｷﾉﾅﾛ
8773 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コミダヤブ ｺﾐﾀﾞﾔﾌﾞ
8774 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ アカツチウ子 ｱｶﾂﾁｳﾈ
8775 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシコダル ﾆｼｺﾀﾞﾙ
8776 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ マキノトヲ ﾏｷﾉﾄｳ
8777 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクメド ｵｸﾒﾄﾞ
8778 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクナガノヂ ｵｸﾅｶﾞﾉﾁﾞ
8779 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クロタキ ｸﾛﾀｷ
8780 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カミコグラ ｶﾐｺｸﾞﾗ
8781 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シモコグラ ｼﾓｺｸﾞﾗ
8782 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナガタニ ﾅｶﾞﾀﾆ
8783 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシハトウチ ﾆｼﾊﾄｳﾁ
8784 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ハトウチ ﾊﾄｳﾁ
8785 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
8786 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
8787 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
8788 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ モリ ﾓﾘ
8789 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ シラヤマ ｼﾗﾔﾏ
8790 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヤマフルゴヤ ﾔﾏﾌﾙｺﾞﾔ
8791 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲヲラウ子 ｵｵﾗｳﾈ
8792 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ キヂヤシキ ｷｼﾞﾔｼｷ
8793 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 笛バ ｳｴﾊﾞ
8794 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ カキサコ ｶｷｻｺ
8795 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
8796 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ナラウ子 ﾅﾗｳﾈ
8797 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ニシヲクノ ﾆｼｵｸﾉ
8798 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 穴本 ｱﾅﾓﾄ
8799 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 雑誌山 ｿﾞｳｼﾔﾏ
8800 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヲクユヅノ ｵｸﾕﾂﾞﾉ
8801 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ユヅノヲ ﾕﾂﾞﾉｳ
8802 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 長黒見 ﾅｶﾞｸﾛﾐ
8803 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
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8804 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ イラハラ ｲﾗﾊﾗ
8805 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ハチコブ ﾊﾁｺﾌﾞ
8806 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
8807 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ イノモト ｲﾉﾓﾄ
8808 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
8809 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ タカヒサシ ﾀｶﾋｻｼ
8810 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ ヒガシバタ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ
8811 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ クロイシ ｸﾛｲｼ
8812 02池川 用居丁 ﾓﾁｲﾃｲ コヤノ ｺﾔﾉ
8813 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ホド畝 ﾎﾄﾞｳﾈ
8814 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 坪渕 ﾂﾎﾞﾌﾞﾁ
8815 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 魚売林 ｳｵｳﾘﾊﾞﾔｼ
8816 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 樽ノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ
8817 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 北ホド畝 ｷﾀﾎﾄﾞｳﾈ
8818 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西魚売林 ﾆｼｳｵｳﾘﾊﾞﾔｼ
8819 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 赤ヅエ ｱｶﾂﾞｴ
8820 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
8821 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 大峠 ｵｵﾄｳ
8822 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 東バリタレ石 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾘﾀﾚｲｼ
8823 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 東ショヲブ ﾋｶﾞｼｼｮｳﾌﾞ
8824 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西バリタレ石 ﾆｼﾊﾞﾘﾀﾚｲｼ
8825 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西大峠 ﾆｼｵｵﾄｳ
8826 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 山クビ ﾔﾏｸﾋﾞ
8827 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 七所山 ﾅﾅｼｮﾔﾏ
8828 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 中道 ﾅｶﾐﾁ
8829 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ キリヌキ ｷﾘﾇｷ
8830 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 堂ヶ内 ﾄﾞｳｶﾞｳﾁ
8831 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ウマノセ ｳﾏﾉｾ
8832 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
8833 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
8834 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 黒タキ ｸﾛﾀｷ
8835 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 中タキ ﾅｶﾀｷ
8836 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 向イ久保 ﾑｶｲｸﾎﾞ
8837 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 呼畝 ﾖﾋﾞｳﾈ
8838 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 平畝 ﾋﾗｳﾈ
8839 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ トコジリ ﾄｺｼﾞﾘ
8840 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 大野地 ｵｵﾉｼﾞ
8841 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ム子藤社路 ﾑﾈﾌｼﾞﾔｼﾛﾐﾁ
8842 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ クロトコ ｸﾛﾄｺ
8843 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ウド ｳﾄﾞ
8844 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 大潰 ｵｵﾂｴ
8845 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西ショヲブ ﾆｼｼｮｳﾌﾞ
8846 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ シノタアレ ｼﾉﾀｱﾚ
8847 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
8848 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 東タキワキ ﾋｶﾞｼﾀｷﾜｷ
8849 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
8850 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 野地 ﾉｼﾞ
8851 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ フヂコソロ ﾌｼﾞｺｿﾛ
8852 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ フシン松 ﾌｼﾝﾏﾂ
8853 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 峠山 ﾄｳｹﾞﾔﾏ
8854 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 日浦地タキ山 ﾋｳﾗｼﾞﾀｷﾔﾏ
8855 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 日浦地 ﾋｳﾗｼﾞ
8856 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
8857 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ホリアキ ﾎﾘｱｷ
8858 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
8859 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 東子コダキ ﾋｶﾞｼﾈｺﾀﾞｷ
8860 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 東古潰 ﾋｶﾞｼﾌﾙﾂｴ
8861 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 潰ノ口 ﾂｴﾉｸﾁ
8862 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 岩ノサコ ｲﾜﾉｻｺ
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8863 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 古畑 ﾌﾙﾊﾀ
8864 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ コヲモリイシ ｺｳﾓﾘｲｼ
8865 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 奥屋式 ｵｸﾔｼｷ
8866 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ゴゼタル ｺﾞｾﾞﾀﾙ
8867 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西タキワキ ﾆｼﾀｷﾜｷ
8868 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 百人地 ﾋｬｸﾆﾝﾁ
8869 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
8870 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 子ズキ ｺｽｷﾞ
8871 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ヲソフキ ｵｿﾌｷ
8872 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 土ケナロ ﾂﾁｶﾞﾅﾛ
8873 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 山ノ脇 ﾔﾏﾉﾜｷ
8874 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 山ノ後ロ ﾔﾏﾉｳｼﾛｸﾁ
8875 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 土ケ成ロ ﾂﾁｶﾞﾅﾘｸﾞﾁ
8876 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8877 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ サガ畑 ｻｶﾞﾊﾞﾀ
8878 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 馬水 ｳﾏﾐｽﾞ
8879 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ カラカイ ｶﾗｶｲ
8880 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 長ノ地 ﾅｶﾞﾉｼﾞ
8881 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 中畝畑 ﾅｶｳﾈﾊﾞﾀ
8882 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 野地ノ下 ﾉｼﾞﾉｼﾀ
8883 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 宮ノ峠 ﾐﾔﾉﾄｳｹﾞ
8884 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ コミ石 ｺﾐｲｼ
8885 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
8886 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
8887 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 中野 ﾅｶﾉ
8888 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ
8889 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ サシデ ｻｼﾃﾞ
8890 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西子コダキ ﾆｼﾈｺﾀﾞｷ
8891 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西ダキ ﾆｼﾀﾞｷ
8892 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西シャウエン畑 ﾆｼｼｮｳｴﾝﾊﾞﾀ
8893 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 坂本 ｻｶﾓﾄ
8894 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 北坂本 ｷﾀｻｶﾓﾄ
8895 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ヤケサカ ﾔｹｻｶ
8896 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 馬地坂 ｳﾏｼﾞｻﾞｶ
8897 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ナガラ石 ﾅｶﾞﾗｲｼ
8898 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ チョヲジャ畑 ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞﾀ
8899 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ヲスバ ｵｽﾊﾞ
8900 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ナカラ石上 ﾅｶﾗｲｼｳｴ
8901 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 上石休場 ｳｴｲｼﾔｽﾊﾞ
8902 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 石休場佐古 ｲｼﾔｽﾊﾞｻｺ
8903 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ササノモト ｻｻﾉﾓﾄ
8904 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ イナキトコ ｲﾅｷﾄｺ
8905 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 三枚地 ｻﾝﾏｲｼﾞ
8906 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 長ラ石谷西 ﾅｶﾞﾗｲｼﾀﾞﾆﾉﾆｼ
8907 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 新潰 ｼﾝﾂｴ
8908 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 立見 ﾀﾁﾐ
8909 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ヘダテ ﾍﾀﾞﾃ
8910 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ サシデウ子 ｻｼﾃﾞｳﾈ
8911 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 野地畝 ﾉｼﾞｳﾈ
8912 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 野地ノ下タ ﾉｼﾞﾉｼﾀ
8913 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西坂本 ﾆｼｻｶﾓﾄ
8914 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 丸石 ﾏﾙｲｼ
8915 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 丸野 ﾏﾙﾉ
8916 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ クロタキ ｸﾛﾀｷ
8917 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 潰タマリ ﾂｴﾀﾏﾘ
8918 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 草花 ｸｻﾊﾞﾅ
8919 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ カバノ木 ｶﾊﾞﾉｷ
8920 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ
8921 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 中平 ﾅｶﾋﾗ
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8922 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 立見畝 ﾀﾁﾐｳﾈ
8923 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ミミキレ ﾐﾐｷﾚ
8924 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 北立見畝 ｷﾀﾀﾁﾐｳﾈ
8925 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西イナキトコ ﾆｼｲﾅｷﾄｺ
8926 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
8927 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ クロ石 ｸﾛｲｼ
8928 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ シヤクシキ ｼｬｸｼｷﾞ
8929 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ コビアナ ｺﾋﾞｱﾅ
8930 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ソヲシ作 ｿｳｼｻｸ
8931 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 岩屋ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
8932 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 森ノ下 ﾓﾘﾉｼﾀ
8933 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ ユサンバ ﾕｻﾝﾊﾞ
8934 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 大平 ｵｵﾋﾗ
8935 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 福佐古 ﾌｸｻｺ
8936 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 岡場畝 ｵｶﾊﾞｳﾈ
8937 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 芝墓 ｼﾊﾞﾊﾞｶ
8938 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ
8939 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 横平 ﾖｺﾋﾗ
8940 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
8941 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 梶原ノ上 ｶｼﾞﾊﾗﾉｳｴ
8942 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 楮原 ｺｳｿﾞﾊﾗ
8943 02池川 大平 ｵｳﾋﾗ 西サガ畑 ﾆｼｻｶﾞﾊﾞﾀ
8944 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 枝潰 ｴﾀﾞﾂﾌﾞﾚ
8945 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ コミアナ ｺﾐｱﾅ
8946 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8947 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西ナル山 ﾆｼﾅﾙﾔﾏ
8948 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 東ナル山 ﾋｶﾞｼﾅﾙﾔﾏ
8949 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ウド ｳﾄﾞ
8950 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 東水ノ本 ﾋｶﾞｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8951 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ハヤシ ﾊﾔｼ
8952 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ サザレ ｻｻﾞﾚ
8953 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ケヤキタニ ｹﾔｷﾀﾆ
8954 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 東サザレ ﾋｶﾞｼｻｻﾞﾚ
8955 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西サザレ ﾆｼｻｻﾞﾚ
8956 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ イデノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
8957 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 中ウド ﾅｶｳﾄﾞ
8958 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ロクロヲ ﾛｸﾛｳ
8959 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ シレイガナロ ｼﾚｲｶﾞﾅﾛ
8960 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タチクイ ﾀﾁｸｲ
8961 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 下モダチクイ ｼﾓﾀﾞﾁｸｲ
8962 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 栗林 ｸﾘﾊﾞﾔｼ
8963 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 小松 ｺﾏﾂ
8964 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 火アテ山 ﾋｱﾃﾔﾏ
8965 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
8966 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カミ川原 ｶﾐｶﾜﾗ
8967 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 赤ダキ ｱｶﾀﾞｷ
8968 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ アリイノ本 ｱﾘｲﾉﾓﾄ
8969 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 松ノワキ ﾏﾂﾉﾜｷ
8970 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ コヲモリノ上 ｺｦﾓﾘﾉｳｴ
8971 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ヤスケダヲ ﾔｽｹﾀﾞｵ
8972 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ コヲモリ ｺｦﾓﾘ
8973 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
8974 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 北向唐栗 ｷﾀﾑｶｲｶﾗｸﾞﾘ
8975 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 向カラ栗 ﾑｶｲｶﾗｸﾞﾘ
8976 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
8977 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ヲモテダ ｵﾓﾃﾀﾞ
8978 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ヲロチ谷 ｵﾛﾁﾀﾞﾆ
8979 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カラクリ ｶﾗｸﾘ
8980 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ スダノモト ｽﾀﾞﾉﾓﾄ
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8981 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ホコイシ ﾎｺｲｼ
8982 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ヲクラツル井 ｵｸﾗﾂﾙｲ
8983 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カラクリノモリ ｶﾗｸﾘﾉﾓﾘ
8984 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タバノモリ ﾀﾊﾞﾉﾓﾘ
8985 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ダバノ上 ﾀﾞﾊﾞﾉｶﾐ
8986 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
8987 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ダバノマエ ﾀﾞﾊﾞﾉﾏｴ
8988 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
8989 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西浦 ﾆｼｳﾗ
8990 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西浦ノ上 ﾆｼｳﾗﾉｶﾐ
8991 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ
8992 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西浦ノキタ ﾆｼｳﾗﾉｷﾀ
8993 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 船木向 ﾌﾅｷﾑｶｲ
8994 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ウエモノヂ ｳｴﾓﾉﾁﾞ
8995 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タル山 ﾀﾙﾔﾏ
8996 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 東ツボガウ子 ﾋｶﾞｼﾂﾎﾞｶﾞｳﾈ
8997 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 弥介ヤシキ ﾔｽｹﾔｼｷ
8998 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 西ツボガウ子 ﾆｼﾂﾎﾞｶﾞｳﾈ
8999 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 大サコ ｵｵｻｺ
9000 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
9001 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カラクリデグチ ｶﾗｸﾘﾃﾞｸﾞﾁ
9002 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ フナギヤシキ ﾌﾅｷﾞﾔｼｷ
9003 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ アタゴウ子 ｱﾀｺﾞｳﾈ
9004 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ フナキダニ ﾌﾅｷﾀﾞﾆ
9005 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タノモト ﾀﾉﾓﾄ
9006 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 大下モ ｵｵｼﾓ
9007 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ウチハギ ｳﾁﾊｷﾞ
9008 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
9009 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ トイシダニ ﾄｲｼﾀﾞﾆ
9010 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 坂本向イ ｻｶﾓﾄﾑｶｲ
9011 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 四平屋敷 ｼﾍｲﾔｼｷ
9012 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 狸スカ ﾀﾇｷｽｶ
9013 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 堂ケ内向イ ﾄﾞｳｶﾞｳﾁﾑｶｲ
9014 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ナバラキ ﾅﾊﾞﾗｷ
9015 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ モリクビ ﾓﾘｸﾋﾞ
9016 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 白船川 ｼﾗﾌﾈｶﾞﾜ
9017 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 引地畝 ﾋｷﾁｳﾈ
9018 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
9019 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
9020 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ タテ山 ﾀﾃﾔﾏ
9021 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ゲンダ屋敷 ｹﾞﾝﾀﾞﾔｼｷ
9022 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
9023 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ バショヲノモト ﾊﾞｼｮｵﾉﾓﾄ
9024 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 下二枚地 ｼﾓﾆﾏｲﾁ
9025 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 二枚地 ﾆﾏｲﾁ
9026 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ゴミ ｺﾞﾐ
9027 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ カツラノモト ｶﾂﾗﾉﾓﾄ
9028 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 井手ノ下 ｲﾃﾞﾉｼﾀ
9029 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 井デ上 ｲﾃﾞｶﾐ
9030 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ナガ野地 ﾅｶﾞﾉｼﾞ
9031 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ テカケ石 ﾃｶｹｲｼ
9032 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ クララ下 ｸﾗﾗｼﾀ
9033 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ クララ山 ｸﾗﾗﾔﾏ
9034 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 四ツ石 ﾖﾂｲｼ
9035 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ 九枚地 ｷｭｳﾏｲﾁ
9036 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ウス石 ｳｽｲｼ
9037 02池川 楮原 ｶｼﾞﾊﾗ ドヲ前林 ﾄﾞｳﾏｴﾊﾞﾔｼ
9038 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 北イノコ石 ｷﾀｲﾉｺｲｼ
9039 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
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9040 02池川 日浦 ﾋｳﾗ モリクビ ﾓﾘｸﾋﾞ
9041 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ガロヲ東路 ｶﾞﾛｦﾋｶﾞｼｼﾞ
9042 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 竹ダヲシ ﾀｹﾀﾞｵｼ
9043 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 中西林 ﾅｶﾆｼﾊﾞﾔｼ
9044 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 竹ダヲシ上 ﾀｹﾀﾞｵｼｶﾐ
9045 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上ハ久保 ｳﾜｸﾎﾞ
9046 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ナルヨヲジ ﾅﾙﾖｳｼﾞ
9047 02池川 日浦 ﾋｳﾗ カロヲヤシキツキ ｶﾛｳﾔｼｷﾂｷ
9048 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 八枚地 ﾊﾁﾏｲﾁ
9049 02池川 日浦 ﾋｳﾗ トヤガウ子 ﾄﾔｶﾞｳﾈ
9050 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヲンテガサコ ｵﾝﾃｶﾞｻｺ
9051 02池川 日浦 ﾋｳﾗ フドヲタキ ﾌﾄﾞｳﾀｷ
9052 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ハシノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
9053 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 川向 ｶﾜﾑｶｲ
9054 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 大上 ｵｵｳｴ
9055 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 姥屋式 ｳﾊﾞﾔｼｷ
9056 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日浦仲地東地 ﾋｳﾗﾅｶﾁﾋｶﾞｼｼﾞ
9057 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 新屋式 ｼﾝﾔｼｷ
9058 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日浦 ﾋｳﾗ
9059 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日浦畑 ﾋｳﾗﾊﾞﾀ
9060 02池川 日浦 ﾋｳﾗ マト山 ﾏﾄﾔﾏ
9061 02池川 日浦 ﾋｳﾗ コノヂ ｺﾉｼﾞ
9062 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 堂ケウ子 ﾄﾞｳｶﾞｳﾈ
9063 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ケンヂョヲ ｹﾝｼﾞｮｳ
9064 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ケンヂョウノ上 ｹﾝｼﾞｮｳﾉｳｴ
9065 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 朴 ﾎﾞｸ
9066 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上ミ朴 ｶﾐﾎﾞｸ
9067 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 太ロバタ ﾌﾄﾛﾊﾞﾀ
9068 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 大石本 ｵｵｲｼﾓﾄ
9069 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 忠助作 ﾁｭｳｽｹｻｸ
9070 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ
9071 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 下モ青漬 ｼﾓｱｵﾂｹ
9072 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
9073 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 林倒 ﾊﾔｼﾀﾞｵﾚ
9074 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 蛇松 ﾍﾋﾞﾏﾂ
9075 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 孝ナロ ｺｳﾅﾛ
9076 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 柿ノ木 ｶｷﾉｷ
9077 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 青ツシ ｱｵﾂｼ
9078 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 東山口 ﾋｶﾞｼﾔﾏｸﾞﾁ
9079 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 行畠 ｺｳﾊﾞﾀ
9080 02池川 日浦 ﾋｳﾗ マキヲ ﾏｷｵ
9081 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ノドヲ ﾉﾄﾞｵ
9082 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヒヨブ ﾋﾖﾌﾞ
9083 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 大石ノ元 ｵｵｲｼﾉﾓﾄ
9084 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｵｸ
9085 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 山クビ ﾔﾏｸﾋﾞ
9086 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ダニヲリ ﾀﾞﾆｵﾘ
9087 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 寺谷 ﾃﾗﾀﾞﾆ
9088 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日浦向 ﾋｳﾗﾑｶｲ
9089 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日ウラ向ノヂ ﾋｳﾗﾑｶｲﾉﾁﾞ
9090 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ
9091 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 日浦向下 ﾋｳﾗﾑｶｲｼﾀ
9092 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 寺谷東地 ﾃﾗﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾁ
9093 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西ノ土居 ﾆｼﾉﾄﾞｲ
9094 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
9095 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 前屋式 ﾏｴﾔｼｷ
9096 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ドイノ上 ﾄﾞｲﾉｳｴ
9097 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
9098 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 久保 ｸﾎﾞ
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9099 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
9100 02池川 日浦 ﾋｳﾗ タニヲク ﾀﾆｵｸ
9101 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 向ヒ屋式 ﾑｶｲﾔｼｷ
9102 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 下セッキウダ ｼﾓｾｯｷｳﾀﾞ
9103 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 久保向ヒ ｸﾎﾞﾑｶﾋ
9104 02池川 日浦 ﾋｳﾗ カウ地 ｶｳﾁ
9105 02池川 日浦 ﾋｳﾗ トノハシ ﾄﾉﾊｼ
9106 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 所林 ﾄｺﾛﾊﾞﾔｼ
9107 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西平サコ ﾆｼﾋﾗｻｺ
9108 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 東平サコ西路 ﾋｶﾞｼﾋﾗｻｺﾆｼｼﾞ
9109 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 勘助屋式 ｶﾝｽｹﾔｼｷ
9110 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上ミ屋式 ｶﾐﾔｼｷ
9111 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 東平サコ東路 ﾋｶﾞｼﾋﾗｻｺﾋｶﾞｼﾐﾁ
9112 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
9113 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 竹原 ﾀｹﾊﾗ
9114 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上ワナロ ｳﾜﾅﾛ
9115 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西生栗 ﾆｼﾅﾏｸﾞﾘ
9116 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西生栗奥 ﾆｼﾅﾏｸﾞﾘｵｸ
9117 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 十代 ｼﾞｭｳﾀﾞｲ
9118 02池川 日浦 ﾋｳﾗ カウトジウ子 ｶｳﾄｼﾞｳﾈ
9119 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヒビノ木向ヒ ﾋﾋﾞﾉｷﾑｶｲ
9120 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 生栗谷 ﾅﾏｸﾞﾘﾀﾞﾆ
9121 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 生栗 ﾅﾏｸﾞﾘ
9122 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 道分西 ﾐﾁﾜｹﾆｼ
9123 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ゼツキウダ ｾﾞﾂｷｳﾀﾞ
9124 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ハ子ヤスバ ﾊﾈﾔｽﾊﾞ
9125 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上マツガサコ ｳｴﾏﾂｶﾞｻｺ
9126 02池川 日浦 ﾋｳﾗ シモカゲバタ ｼﾓｶｹﾞﾊﾞﾀ
9127 02池川 日浦 ﾋｳﾗ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
9128 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 梶畑 ｶｼﾞﾊﾞﾀ
9129 02池川 日浦 ﾋｳﾗ サセブ ｻｾﾌﾞ
9130 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 下立板 ｼﾓﾀﾃｲﾀ
9131 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上立板 ｳｴﾀﾃｲﾀ
9132 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 鈴山 ｽｽﾞﾔﾏ
9133 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヲソバ ｵｿﾊﾞ
9134 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 中ヲソバ ﾅｶｵｿﾊﾞ
9135 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 田本組中ヲソバ ﾀﾓﾄｸﾞﾐﾅｶｵｿﾊﾞ
9136 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 戸名 ﾄﾅ
9137 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 上ホコ石 ｳｴﾎｺｲｼ
9138 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 生栗ノ上 ﾅﾏｸﾞﾘﾉｶﾐ
9139 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ハゴノモリ ﾊｺﾞﾉﾓﾘ
9140 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 生栗宮ノ上 ﾅﾏｸﾞﾘﾐﾔﾉｶﾐ
9141 02池川 日浦 ﾋｳﾗ アリイノ本 ｱﾘｲﾉﾓﾄ
9142 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西浦向川添 ﾆｼｳﾗﾑｶｲｶﾜｿﾞｴ
9143 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 西浦向 ﾆｼｳﾗﾑｶｲ
9144 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 竹カサコ ﾀｹｶｻｺ
9145 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヲクヤシキ ｵｸﾔｼｷ
9146 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 下ホコ石 ｼﾓﾎｺｲｼ
9147 02池川 日浦 ﾋｳﾗ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
9148 02池川 日浦 ﾋｳﾗ ヲソバタニ ｵｿﾊﾞﾀﾆ
9149 02池川 日浦 ﾋｳﾗ イノ山 ｲﾉﾔﾏ
9150 02池川 日浦 ﾋｳﾗ カツラ ｶﾂﾗ
9151 02池川 日浦 ﾋｳﾗ 枝杖 ｴﾀﾞﾂｴ
9152 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西谷東路 ﾆｼﾀﾞﾆﾋｶﾞｼｼﾞ
9153 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 田ノ元向ヒ ﾀﾉﾓﾄﾑｶｲ
9154 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ トヤガ畝 ﾄﾔｶﾞｳﾈ
9155 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ サガ畑 ｻｶﾞﾊﾞﾀ
9156 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 赤サビ ｱｶｻﾋﾞ
9157 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 岩ガサコ原 ｲﾜｶﾞｻｺﾊﾗ
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9158 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 岩ガサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
9159 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
9160 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 奥田ノ本 ｵｸﾀﾉﾓﾄ
9161 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 田ノ元ノ上ミ ﾀﾉﾓﾄﾉｶﾐ
9162 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ
9163 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西ノ谷西地 ﾆｼﾉﾀﾆﾆｼｼﾞ
9164 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 除ケ地 ﾖｹﾁ
9165 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 柳木瀬 ﾔﾅｷｾ
9166 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ユデノヲク ﾕﾃﾞﾉｵｸ
9167 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 中佐古 ﾅｶｻｺ
9168 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
9169 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ
9170 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
9171 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 岩ガ佐古田ノ上 ｲﾜｶﾞｻｺﾀﾉｳｴ
9172 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 百文地 ﾋｬｸﾓﾝﾁ
9173 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 扇畑 ｵｳｷﾞﾊﾞﾀ
9174 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 芳ノ本 ﾖｼﾉﾓﾄ
9175 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 茶撰松 ﾁｬｾﾝﾏﾂ
9176 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ウ子 ｳﾈ
9177 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
9178 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 芳ノ本西路 ﾖｼﾉﾓﾄﾆｼｼﾞ
9179 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 引地ジリ ﾋｷﾁｼﾞﾘ
9180 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9181 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 引地頭 ﾋｷﾁｶﾞｼﾗ
9182 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 引地ノ西 ﾋｷﾁﾉﾆｼ
9183 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
9184 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ カイサコ ｶｲｻｺ
9185 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 宮首 ﾐﾔｸﾋﾞ
9186 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 佛堂 ﾌﾂﾄﾞｳ
9187 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 瀬戸 ｾﾄ
9188 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 山本屋式 ﾔﾏﾓﾄﾔｼｷ
9189 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ クシゲ ｸｼｹﾞ
9190 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ウシロ屋式 ｳｼﾛﾔｼｷ
9191 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
9192 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 前屋式 ﾏｴﾔｼｷ
9193 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 下モトロ ｼﾓﾄﾛ
9194 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 中トロ ﾅｶﾄﾛ
9195 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 上ミトロ ｶﾐﾄﾛ
9196 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
9197 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 野稲 ﾉｲﾈ
9198 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
9199 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 野稲ノ上 ﾉｲﾈﾉｶﾐ
9200 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ヂクノ木 ﾁﾞｸﾉｷ
9201 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ナロノ上 ﾅﾛﾉｶﾐ
9202 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ウバガ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
9203 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 長野地 ﾅｶﾞﾉｼﾞ
9204 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 休ミ石 ﾔｽﾐｲｼ
9205 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｵ
9206 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ スモヲバ ｽﾓｦﾊﾞ
9207 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 黒見 ｸﾛﾐ
9208 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ヲマンガナロ ｵﾏﾝｶﾞﾅﾛ
9209 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 樽山 ﾀﾙﾔﾏ
9210 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 木ノ子尻リ ｷﾉｺｼﾞﾘ
9211 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 大潰 ｵｵﾂﾌﾞﾚ
9212 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 下モ木ノ子尻 ｼﾓｷﾉﾈｼﾞﾘ
9213 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 手橋 ﾃﾊﾞｼ
9214 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 手橋ノ下モ ﾃﾊﾞｼﾉｼﾓ
9215 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 竹ボロ ﾀｹﾎﾞﾛ
9216 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 弥八屋式 ﾔﾊﾁﾔｼｷ
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9217 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 休場ノ西 ﾔｽﾐﾊﾞﾉﾆｼ
9218 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ヲサツブチ ｵｻﾂﾌﾞﾁ
9219 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 奥石シガキ ｵｸｲｼｶﾞｷ
9220 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 石シガキ ｲｼｶﾞｷ
9221 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 下坂麓 ｼﾓｻｶﾌﾓﾄ
9222 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 坂本 ｻｶﾓﾄ
9223 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 山桃 ﾔﾏﾓﾓ
9224 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 休場ノ前 ﾔｽﾐﾊﾞﾉﾏｴ
9225 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 一ノマブ ｲﾁﾉﾏﾌﾞ
9226 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 猪野ノ本 ｲﾉﾉﾓﾄ
9227 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
9228 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
9229 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 九代 ｷｭｳﾀﾞｲ
9230 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 岩屋ノ元 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
9231 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ タバノ向 ﾀﾊﾞﾉﾑｶｲ
9232 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 吹サコ ﾌｷｻｺ
9233 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 東吹佐古 ﾋｶﾞｼﾌｷｻｺ
9234 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西吹佐古 ﾆｼﾌｷｻｺ
9235 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 二タ子岩 ﾌﾀﾈｲﾜ
9236 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西木屋 ﾆｼｺﾞﾔ
9237 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ガ水 ﾀﾂｶﾐｽﾞ
9238 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 東木屋 ﾋｶﾞｼｺﾞﾔ
9239 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西山口 ﾆｼﾔﾏｸﾞﾁ
9240 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 西コヲナロ ﾆｼｺｳﾅﾛ
9241 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ナカダイ ﾅｶﾀﾞｲ
9242 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 子ザサ ﾈｻﾞｻ
9243 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 登立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
9244 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 山ノ後ロ ﾔﾏﾉｳｼﾛ
9245 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 献丈奥宮山 ｹﾝｼﾞｮｳｵｸﾐﾔﾔﾏ
9246 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 献丈奥宮山シモ ｹﾝｼﾞｮｳｵｸﾐﾔﾔﾏｼﾓ
9247 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 椎ノ木タヲ ｼｲﾉｷﾀｦ
9248 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 献丈ノ向 ｹﾝｼﾞｮｳﾉﾑｶｲ
9249 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 献丈ノ向下モ ｹﾝｼﾞｮｳﾉﾑｶｲｼﾓ
9250 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 中森 ﾅｶﾓﾘ
9251 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 中森南 ﾅｶﾓﾘﾐﾅﾐ
9252 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ コミノ上 ｺﾐﾉｳｴ
9253 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ ヱボシ岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
9254 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ フロノ本 ﾌﾛﾉﾓﾄ
9255 02池川 見ノ越 ﾐﾉｺｼ 下モ川原 ｼﾓｶﾞﾜﾗ
9256 02池川 余能 ﾖﾉｳ モチギ ﾓﾁｷﾞ
9257 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ宮森 ｼﾀﾐﾔﾓﾘ
9258 02池川 余能 ﾖﾉｳ 松ケ渕 ﾏﾂｹﾌﾞﾁ
9259 02池川 余能 ﾖﾉｳ 宮ノ下タ ﾐﾔﾉｼﾀ
9260 02池川 余能 ﾖﾉｳ 大セト ｵｵｾﾄ
9261 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヘモチギ ｳｴﾓﾁｷﾞ
9262 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タイロウ ｼﾀｲﾛｳ
9263 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北イロウ ｷﾀｲﾛｳ
9264 02池川 余能 ﾖﾉｳ 本イロウ ﾓﾄｲﾛｳ
9265 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中イロウ ﾅｶｲﾛｳ
9266 02池川 余能 ﾖﾉｳ 余能佐十方 ﾖﾉｳｻｼﾞｭｳｶﾀ
9267 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上イロウ ｶﾐｲﾛｳ
9268 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東ナル瀧 ﾋｶﾞｼﾅﾙﾀｷ
9269 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ナル瀧 ｶﾐﾅﾙﾀｷ
9270 02池川 余能 ﾖﾉｳ ナル瀧 ﾅﾙﾀｷ
9271 02池川 余能 ﾖﾉｳ ハイトコ ﾊｲﾄｺ
9272 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヱイリノ ｳｴｲﾘﾉ
9273 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下モカラ岩 ｼﾓｶﾗｲﾜ
9274 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中カラ岩 ﾅｶｶﾗｲﾜ
9275 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヱカラ岩 ｳｴｶﾗｲﾜ
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9276 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南イノトヲ ﾐﾅﾐｲﾉﾄｵ
9277 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上イノトウ ｶﾐｲﾉﾄｳ
9278 02池川 余能 ﾖﾉｳ 成川下タイノトウ ﾅﾙｶﾜｼﾀｲﾉﾄｳ
9279 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南惣平 ﾐﾅﾐｿｳﾍｲ
9280 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北惣平 ｷﾀｿｳﾀﾞｲﾗ
9281 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東惣平 ﾋｶﾞｼｿｳﾍｲ
9282 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南大谷 ﾐﾅﾐｵｵﾀﾆ
9283 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北大谷 ｷﾀｵｵﾀﾆ
9284 02池川 余能 ﾖﾉｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
9285 02池川 余能 ﾖﾉｳ イリノ ｲﾘﾉ
9286 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中宮ノ森 ﾅｶﾐﾔﾉﾓﾘ
9287 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東宮ノ森 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾓﾘ
9288 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上宮ノ森 ｳｴﾐﾔﾉﾓﾘ
9289 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東川成 ﾋｶﾞｼｶﾜﾅﾙ
9290 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下モ川成 ｼﾓｶﾜﾅﾙ
9291 02池川 余能 ﾖﾉｳ ソウヘイ ｿｳﾍｲ
9292 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ハソウヘイ ｳﾜｿｳﾍｲ
9293 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下モ西浦 ｼﾓﾆｼｳﾗ
9294 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヱ川成 ｳｴｶﾜﾅﾙ
9295 02池川 余能 ﾖﾉｳ ドウノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
9296 02池川 余能 ﾖﾉｳ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
9297 02池川 余能 ﾖﾉｳ タノ本 ﾀﾉﾓﾄ
9298 02池川 余能 ﾖﾉｳ 大シモ ｵｵｼﾓ
9299 02池川 余能 ﾖﾉｳ 大ウシロ ｵｵｳｼﾛ
9300 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東畝 ﾋｶﾞｼｳﾈ
9301 02池川 余能 ﾖﾉｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
9302 02池川 余能 ﾖﾉｳ ハナヤ ﾊﾅﾔ
9303 02池川 余能 ﾖﾉｳ ヲカコヤシ ｵｶｺﾔｼ
9304 02池川 余能 ﾖﾉｳ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
9305 02池川 余能 ﾖﾉｳ キシバタ ｷｼﾊﾞﾀ
9306 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヱ西浦 ｳｴﾆｼｳﾗ
9307 02池川 余能 ﾖﾉｳ タルノモト ﾀﾙﾉﾓﾄ
9308 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北中谷 ｷﾀﾅｶﾀﾆ
9309 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上中谷 ｶﾐﾅｶﾀﾆ
9310 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南中谷 ﾐﾅﾐﾅｶﾀﾆ
9311 02池川 余能 ﾖﾉｳ 西中谷 ﾆｼﾅｶﾀﾆ
9312 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中イノトウ ﾅｶｲﾉﾄｳ
9313 02池川 余能 ﾖﾉｳ 内イノトウ ｳﾁｲﾉﾄｳ
9314 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヘイノトウ ｳﾍｲﾉﾄｳ
9315 02池川 余能 ﾖﾉｳ 日ノ地 ﾋﾉﾁ
9316 02池川 余能 ﾖﾉｳ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
9317 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南ツチノ本 ﾐﾅﾐﾂﾁﾉﾓﾄ
9318 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北ツチノ本 ｷﾀﾂﾁﾉﾓﾄ
9319 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東ツチノ本 ﾋｶﾞｼﾂﾁﾉﾓﾄ
9320 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ヘ日ノ地 ｳｴﾋﾉﾁ
9321 02池川 余能 ﾖﾉｳ 西日ノ地 ﾆｼﾋﾉｼﾞ
9322 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ハ窪 ｳﾊｸﾎﾞ
9323 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ窪 ｼﾀｸﾎﾞ
9324 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北クボ ｷﾀｸﾎﾞ
9325 02池川 余能 ﾖﾉｳ 栗ノ川 ｸﾘﾉｶﾜ
9326 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中栗ノ川 ﾅｶｸﾞﾘﾉｶﾜ
9327 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ熊ノ内 ｼﾀｸﾏﾉｳﾁ
9328 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東熊ノ内 ﾋｶﾞｼｸﾏﾉｳﾁ
9329 02池川 余能 ﾖﾉｳ 西ケ原 ﾆｼｶﾞﾜﾗ
9330 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ堂ノ本 ｼﾀﾄﾞｳﾉﾓﾄ
9331 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ハ成 ｳﾊﾅﾙ
9332 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東上ハ成 ﾋｶﾞｼｳﾜﾅﾙ
9333 02池川 余能 ﾖﾉｳ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9334 02池川 余能 ﾖﾉｳ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
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9335 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中水ノ本 ﾅｶﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9336 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中堂ノ本 ﾅｶﾄﾞｳﾉﾓﾄ
9337 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上堂ノ本 ｳｴﾄﾞｳﾉﾓﾄ
9338 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中熊ノ内 ﾅｶｸﾏﾉｳﾁ
9339 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上熊ノ内 ｳｴｸﾏﾉｳﾁ
9340 02池川 余能 ﾖﾉｳ 宮クビ ﾐﾔｸﾋﾞ
9341 02池川 余能 ﾖﾉｳ 窪ノ向 ｸﾎﾞﾉﾑｶｲ
9342 02池川 余能 ﾖﾉｳ クボノ上 ｸﾎﾞﾉｳｴ
9343 02池川 余能 ﾖﾉｳ 梅ノワダ ｳﾒﾉﾜﾀﾞ
9344 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下梅ノワダ ｼﾀｳﾒﾉﾜﾀﾞ
9345 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上ハ鶴井 ｳﾊﾂﾙｲ
9346 02池川 余能 ﾖﾉｳ 鶴井 ﾂﾙｲ
9347 02池川 余能 ﾖﾉｳ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
9348 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ鶴井 ｼﾀﾂﾙｲ
9349 02池川 余能 ﾖﾉｳ 北鶴井 ｷﾀﾂﾙｲ
9350 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南権前 ﾐﾅﾐｺﾞﾝｾﾞﾝ
9351 02池川 余能 ﾖﾉｳ ホコ岩 ﾎｺｲﾜ
9352 02池川 余能 ﾖﾉｳ 権前 ｺﾞﾝｾﾞﾝ
9353 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東権前 ﾋｶﾞｼｺﾞﾝｾﾞﾝ
9354 02池川 余能 ﾖﾉｳ ヲナカ ｵﾅｶ
9355 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タヲナカ ｼﾀｦﾅｶ
9356 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南ヲナカ ﾐﾅﾐｵﾅｶ
9357 02池川 余能 ﾖﾉｳ 西イラワラ ﾆｼｲﾗﾜﾗ
9358 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中イラワラ ﾅｶｲﾗﾜﾗ
9359 02池川 余能 ﾖﾉｳ クロ松畝 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
9360 02池川 余能 ﾖﾉｳ クロ松下タ ｸﾛﾏﾂｼﾀ
9361 02池川 余能 ﾖﾉｳ 東イラワラ ﾋｶﾞｼｲﾗﾜﾗ
9362 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南イラワラ ﾐﾅﾐｲﾗﾜﾗ
9363 02池川 余能 ﾖﾉｳ イラワラ谷 ｲﾗﾜﾗﾀﾞﾆ
9364 02池川 余能 ﾖﾉｳ イラワラ畝 ｲﾗﾜﾗｳﾈ
9365 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下モ鶴井 ｼﾓﾂﾙｲ
9366 02池川 余能 ﾖﾉｳ 南ツルイ ﾐﾅﾐﾂﾙｲ
9367 02池川 余能 ﾖﾉｳ ツル井ノ本 ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
9368 02池川 余能 ﾖﾉｳ 宮ノトヲ ﾐﾔﾉﾄｳ
9369 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上水ノ本 ｶﾐﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9370 02池川 余能 ﾖﾉｳ 西水ノ本 ﾆｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9371 02池川 余能 ﾖﾉｳ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
9372 02池川 余能 ﾖﾉｳ 仲畝 ﾅｶｳﾈ
9373 02池川 余能 ﾖﾉｳ 水ノ本日ノ地 ﾐｽﾞﾉﾓﾄﾋﾉﾁ
9374 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上船サコ ｶﾐﾌﾈｻｺ
9375 02池川 余能 ﾖﾉｳ 中船サコ ﾅｶﾌﾈｻｺ
9376 02池川 余能 ﾖﾉｳ 上惣サコ ｶﾐｿｳｻｺ
9377 02池川 余能 ﾖﾉｳ ソヲサコ ｿｵｻｺ
9378 02池川 余能 ﾖﾉｳ 滝クビ ﾀｷｸﾋﾞ
9379 02池川 余能 ﾖﾉｳ 穴ノ本 ｱﾅﾉﾓﾄ
9380 02池川 余能 ﾖﾉｳ 下タ船サコ ｼﾀﾌﾈｻｺ
9381 02池川 余能 ﾖﾉｳ イロウ谷サシデ ｲﾛｳﾀﾆｻｼﾃﾞ
9382 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ サシデ ｻｼﾃﾞ
9383 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西サシデ ﾆｼｻｼﾃﾞ
9384 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
9385 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下タカヂヤ ｼﾀｶﾁﾞﾔ
9386 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ イノコ石 ｲﾉｺｲｼ
9387 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ イロヲサシデ ｲﾛｦｻｼﾃﾞ
9388 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヤシロダキ ﾔｼﾛﾀﾞｷ
9389 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ミヤノモリ ﾐﾔﾉﾓﾘ
9390 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下タヤシロダキ ｼﾀﾔｼﾛﾀﾞｷ
9391 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シモ向イ ｼﾓﾑｶｲ
9392 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 竹ノ瀬 ﾀｹﾉｾ
9393 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タキノセノゴミ ﾀｷﾉｾﾉｺﾞﾐ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 143/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

9394 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ キヤケ谷 ｷﾔｹﾀﾆ
9395 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ キヤケウ子 ｷﾔｹｳﾈ
9396 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ イシブ子 ｲｼﾌﾞﾈ
9397 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ワトウチ ﾜﾄｳﾁ
9398 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナカダキ ﾅｶﾀﾞｷ
9399 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 惣ザコ ｿｵｻﾞｺ
9400 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 上ヘ惣ザコ ｳｴｿｵｻﾞｺ
9401 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タルノ下タ ﾀﾙﾉｼﾀ
9402 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タルノ上ヘ ﾀﾙﾉｳｴ
9403 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シデノトオ下タ ｼﾃﾞﾉﾄｵｼﾀ
9404 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シデノトオ ｼﾃﾞﾉﾄｵ
9405 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カガミクヱ ｶｶﾞﾐｸｴ
9406 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東カカミグエ ﾋｶﾞｼｶｶﾐｸﾞｴ
9407 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南丸石 ﾐﾅﾐﾏﾙｲｼ
9408 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 丸石 ﾏﾙｲｼ
9409 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南仲田 ﾐﾅﾐﾅｶﾀ
9410 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南仲畑 ﾐﾅﾐﾅｶﾊﾀ
9411 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西仲畑 ﾆｼﾅｶﾊﾀ
9412 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 仲畑 ﾅｶﾊﾀ
9413 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北仲畑 ｷﾀﾅｶﾊﾀ
9414 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西タキノクビ ﾆｼﾀｷﾉｸﾋﾞ
9415 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北タキノクビ ｷﾀﾀｷﾉｸﾋﾞ
9416 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
9417 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南タキノクビ ﾐﾅﾐﾀｷﾉｸﾋﾞ
9418 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北フロノモト ｷﾀﾌﾛﾉﾓﾄ
9419 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ フロノモト ﾌﾛﾉﾓﾄ
9420 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ アナノモト上ヘ ｱﾅﾉﾓﾄｳｴ
9421 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南フロノモト ﾐﾅﾐﾌﾛﾉﾓﾄ
9422 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西フロノモト ﾆｼﾌﾛﾉﾓﾄ
9423 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナガズカ ﾅｶﾞｽﾞｶ
9424 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ナカズカ ﾆｼﾅｶｽﾞｶ
9425 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナガウ子 ﾅｶﾞｳﾈ
9426 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東ナガウ子 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｳﾈ
9427 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
9428 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 奥向 ｵｸﾑｶｲ
9429 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ワタリアガリ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
9430 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヨコワダ ﾖｺﾜﾀﾞ
9431 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ヨコワダ ﾆｼﾖｺﾜﾀﾞ
9432 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北大畝 ｷﾀｵｵｳﾈ
9433 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 大畝 ｵｵｳﾈ
9434 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タルノモト ﾀﾙﾉﾓﾄ
9435 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西コテダキ ﾆｼｺﾃﾀﾞｷ
9436 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東大畝 ﾋｶﾞｼｵｵｳﾈ
9437 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ コテダキ ｺﾃﾀﾞｷ
9438 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東コテダキ ﾋｶﾞｼｺﾃﾀﾞｷ
9439 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北コテダキ ｷﾀｺﾃﾀﾞｷ
9440 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南ヨコワダ ﾐﾅﾐﾖｺﾜﾀﾞ
9441 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナベラフチノ上 ﾅﾍﾞﾗﾌﾁﾉｳｴ
9442 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナカゼノ上 ﾅｶｾﾞﾉｳｴ
9443 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ハマバ ﾊﾏﾊﾞ
9444 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヤスミチ ﾔｽﾐﾁ
9445 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下タ東 ｼﾀﾋｶﾞｼ
9446 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ドヲノサキ ﾄﾞｵﾉｻｷ
9447 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東フンノトリ ﾋｶﾞｼﾌﾝﾉﾄﾘ
9448 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
9449 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 山下タ ﾔﾏｼﾀ
9450 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西山下タ ﾆｼﾔﾏｼﾀ
9451 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ フルツエ ﾌﾙﾂｴ
9452 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カミヅルイ ｶﾐﾂﾞﾙｲ
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9453 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヲカバナ ｵｶﾊﾞﾅ
9454 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北ヲカバナ ｷﾀｵｶﾊﾞﾅ
9455 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ノヂ ﾉｼﾞ
9456 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 新川 ｼﾝｶﾜ
9457 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 田ノ元 ﾀﾉﾓﾄ
9458 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タキノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
9459 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヲリヲ ｵﾘｵ
9460 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 坪ノ畝 ﾂﾎﾞﾉｳﾈ
9461 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西坪ノ畝 ﾆｼﾂﾎﾞﾉｳﾈ
9462 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ キナヤシキ ｷﾅﾔｼｷ
9463 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ イシカミ ｲｼｶﾐ
9464 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヒラアレ ﾋﾗｱﾚ
9465 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シリヲダキ ｼﾘｦﾀﾞｷ
9466 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ サルカエリ ｻﾙｶｴﾘ
9467 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナガブチノ上ヘ ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾉｳｴ
9468 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ホヲノキダキ ﾎｳﾉｷﾀﾞｷ
9469 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カメブチノ上ヘ ｶﾒﾌﾞﾁﾉｳｴ
9470 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ マキノトオ ﾏｷﾉﾄｵ
9471 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カバノキウ子 ｶﾊﾞﾉｷｳﾈ
9472 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 日浦畑 ﾋｳﾗﾊﾞﾀ
9473 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南日浦畑 ﾐﾅﾐﾋｳﾗﾊﾞﾀ
9474 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ユリワリ ﾕﾘﾜﾘ
9475 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東ユリワリ ﾋｶﾞｼﾕﾘﾜﾘ
9476 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カマノクラ ｶﾏﾉｸﾗ
9477 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カドノモト ｶﾄﾞﾉﾓﾄ
9478 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シマイモジリ ｼﾏｲﾓｼﾞﾘ
9479 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ムクノ木谷 ﾑｸﾉｷﾀﾞﾆ
9480 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 大タキ ｵｵﾀｷ
9481 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シイノ木ワダ ｼｲﾉｷﾜﾀﾞ
9482 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東シイノ木ワダ ﾋｶﾞｼｼｲﾉｷﾜﾀﾞ
9483 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シロエバタ ｼﾛｴﾊﾞﾀ
9484 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ウワクボ ｳﾜｸﾎﾞ
9485 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東ウワクボ ﾋｶﾞｼｳﾜｸﾎﾞ
9486 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東大野 ﾋｶﾞｼｵｵﾉ
9487 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 大野 ｵｵﾉ
9488 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北大野 ｷﾀｵｵﾉ
9489 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ハナゴマ ﾊﾅｺﾞﾏ
9490 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ アツサ ｱﾂｻ
9491 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下タ大野 ｼﾀｵｵﾉ
9492 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヨコハシリ ﾖｺﾊｼﾘ
9493 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ヨコバシリ ﾆｼﾖｺﾊﾞｼﾘ
9494 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ シタ畝 ｼﾀｳﾈ
9495 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 山ダチ ﾔﾏﾀﾞﾁ
9496 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東山ダチ ﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞﾁ
9497 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ノギシ ﾆｼﾉｷﾞｼ
9498 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ウシトコ ﾆｼｳｼﾄｺ
9499 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ノギシ ﾉｷﾞｼ
9500 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ウシトコ ｳｼﾄｺ
9501 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヒキチ ﾋｷﾁ
9502 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カゲノ上 ｶｹﾞﾉｳｴ
9503 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カゲ ｶｹﾞ
9504 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西南 ﾆｼﾐﾅﾐ
9505 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北ホコ石 ｷﾀﾎｺｲｼ
9506 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ コヲボリ谷 ｺｵﾎﾞﾘﾀﾆ
9507 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南コヲボリ谷 ﾐﾅﾐｺｵﾎﾞﾘﾀﾆ
9508 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ホコ石 ﾆｼﾎｺｲｼ
9509 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西アカツエ ﾆｼｱｶﾂｴ
9510 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ アカツエ ｱｶﾂｴ
9511 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 仲アレ ﾅｶｱﾚ
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9512 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ホコ石 ﾎｺｲｼ
9513 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ トチノ元 ﾄﾁﾉﾓﾄ
9514 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南トチノ元 ﾐﾅﾐﾄﾁﾉﾓﾄ
9515 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヒヂギ ﾋｼﾞｷﾞ
9516 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南ヒヂキ ﾐﾅﾐﾋﾁﾞｷ
9517 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ トヲフ石 ﾄｵﾌｲｼ
9518 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東トヲフ石 ﾋｶﾞｼﾄｵﾌｲｼ
9519 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ クロタキ ｸﾛﾀｷ
9520 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ フナ ﾌﾅ
9521 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カツラ谷 ｶﾂﾗﾀﾆ
9522 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西カツラ谷 ﾆｼｶﾂﾗﾀﾆ
9523 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南イノ平 ﾐﾅﾐｲﾉﾋﾗ
9524 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ イノ平 ｲﾉﾋﾗ
9525 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 南 ﾐﾅﾐ
9526 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 日浦 ﾋｳﾗ
9527 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ウルシ谷 ｳﾙｼﾀﾆ
9528 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 北タキ山 ｷﾀﾀｷﾔﾏ
9529 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
9530 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東タキ山 ﾋｶﾞｼﾀｷﾔﾏ
9531 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
9532 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東宮ノクビ ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉｸﾋﾞ
9533 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 一本松 ｲﾁﾎﾟﾝﾏﾂ
9534 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東一本松 ﾋｶﾞｼｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
9535 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西下成 ﾆｼｼﾓﾅﾙ
9536 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下モ成上ヘ ｼﾓﾅﾙﾉｶﾐ
9537 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 下モ成 ｼﾓﾅﾙ
9538 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西柿ノ木屋式 ﾆｼｶｷﾉｷﾔｼｷ
9539 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 柿ノ木屋式 ｶｷﾉｷﾔｼｷ
9540 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 柿ノ木屋式ノ上 ｶｷﾉｷﾔｼｷﾉｳｴ
9541 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ カヤデノモト ｶﾔﾃﾞﾉﾓﾄ
9542 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ケタ ﾆｼｹﾀ
9543 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東西ケタ ﾋｶﾞｼﾆｼｹﾀ
9544 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ヌタノ元 ﾆｼﾇﾀﾉﾓﾄ
9545 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヌタノ元 ﾇﾀﾉﾓﾄ
9546 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東ヌタノ元 ﾋｶﾞｼﾇﾀﾉﾓﾄ
9547 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ダンゴアメ ﾀﾞﾝｺﾞｱﾒ
9548 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西ダンゴアメ ﾆｼﾀﾞﾝｺﾞｱﾒ
9549 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東ヤナギノサコ ﾋｶﾞｼﾔﾅｷﾞﾉｻｺ
9550 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ
9551 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 日浦荒 ﾋｳﾗｱﾚ
9552 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 西日浦荒 ﾆｼﾋｳﾗｱﾚ
9553 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ 東フヂノタキ ﾋｶﾞｼﾌｼﾞﾉﾀｷ
9554 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ナガアレ ﾅｶﾞｱﾚ
9555 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ フヂノタキ ﾌﾁﾞﾉﾀｷ
9556 02池川 入江谷 ｲﾘｴﾀﾞﾆ ハゴノウチ ﾊｺﾞﾉｳﾁ
68 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 秋霧 ｱｷｷﾞﾘ
69 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 堂ノ上 ﾄﾞｳﾉｳｴ
70 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 堂ノ下 ﾄﾞｳﾉｼﾀ
71 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 磯山 ｲｿﾔﾏ
72 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
73 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
74 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ コゴオ谷 ｺｺﾞｵﾀﾆ
75 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 光リ岩 ﾋｶﾘｲﾜ
76 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 大茶畑 ｵｵﾁｬﾊﾞﾀ
77 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 向ヒ畑 ﾑｶｲﾊﾞﾀ
78 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 北ノ地 ｷﾀﾉｼﾞ
79 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ フキノサコ ﾌｷﾉｻｺ
80 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 桑ノ木サコ ｸﾜﾉｷｻｺ
81 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 岩屋ノ前 ｲﾜﾔﾉﾏｴ
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82 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ フル田 ﾌﾙﾀ
83 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ トヲスガウ子 ﾄｦｽｶﾞｳﾈ
84 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ ドヲコ岩 ﾄﾞｳｺｲﾜ
85 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ ナベラノモト ﾅﾍﾞﾗﾉﾓﾄ
86 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ 白石 ｼﾗｲｼ
87 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ タカダル ﾀｶﾀﾞﾙ
88 03仁淀 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ ヲハラヒノサコ ｵﾜﾗｲﾉｻｺ
89 03仁淀 森 ﾓﾘ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
90 03仁淀 森 ﾓﾘ 久喜越 ｸｷｺﾞｴ
91 03仁淀 森 ﾓﾘ 峯山 ﾐﾈﾔﾏ
92 03仁淀 森 ﾓﾘ 中畒 ﾅｶｳﾈ
93 03仁淀 森 ﾓﾘ 奥ノ宮 ｵｸﾉﾐﾔ
94 03仁淀 森 ﾓﾘ 柏山 ｶｼﾜﾔﾏ
95 03仁淀 森 ﾓﾘ 竹原 ﾀｹﾊﾗ
96 03仁淀 森 ﾓﾘ 草瀧 ｸｻﾀﾞｷ
97 03仁淀 森 ﾓﾘ 岸ノ上 ｷｼﾉｳｴ
98 03仁淀 森 ﾓﾘ 中江地 ﾅｶｴｼﾞ
99 03仁淀 森 ﾓﾘ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
100 03仁淀 森 ﾓﾘ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
101 03仁淀 森 ﾓﾘ 白糀 ｼﾛｺｳｼﾞ
102 03仁淀 森 ﾓﾘ 竹ノ畝 ﾀｹﾉｳﾈ
103 03仁淀 森 ﾓﾘ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
104 03仁淀 森 ﾓﾘ 磯川 ｲｿｶﾞﾜ
105 03仁淀 森 ﾓﾘ 面白 ﾂﾗｼﾞﾛ
106 03仁淀 森 ﾓﾘ 北久保 ｷﾀｸﾎﾞ
107 03仁淀 森 ﾓﾘ 松尾越 ﾏﾂｵｺﾞｴ
108 03仁淀 森 ﾓﾘ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ
109 03仁淀 森 ﾓﾘ 若狭越 ﾜｶｻｺﾞｴ
110 03仁淀 森 ﾓﾘ 銭神 ｾﾞﾆｶﾞﾐ
111 03仁淀 森 ﾓﾘ 榎迫 ｴﾉｷｻﾞｺ
112 03仁淀 森 ﾓﾘ 北松尾 ｷﾀﾏﾂｵ
113 03仁淀 森 ﾓﾘ 東松尾 ﾋｶﾞｼﾏﾂｵ
114 03仁淀 森 ﾓﾘ 横之地 ﾖｺﾉｼﾞ
115 03仁淀 森 ﾓﾘ 奥迫 ｵｸｻﾞｺ
116 03仁淀 森 ﾓﾘ 槇ノ峠 ﾏｷﾉﾄｳｹﾞ
117 03仁淀 森 ﾓﾘ 奥谷 ｵｸﾀﾆ
118 03仁淀 森 ﾓﾘ クシミ子 ｸｼﾐﾈ
119 03仁淀 森 ﾓﾘ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
120 03仁淀 森 ﾓﾘ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
121 03仁淀 森 ﾓﾘ 影浦 ｶｹﾞｳﾗ
122 03仁淀 森 ﾓﾘ 上滝山 ｳｴﾀｷﾔﾏ
123 03仁淀 森 ﾓﾘ 尾崎 ｵｻﾞｷ
124 03仁淀 森 ﾓﾘ 渡崎 ﾄｻｷ
125 03仁淀 森 ﾓﾘ イノイワヤ ｲﾉｲﾜﾔ
126 03仁淀 森 ﾓﾘ 次右衛門畑 ｼﾞｳｴﾓﾝﾊﾞﾀ
127 03仁淀 森 ﾓﾘ 長須瀧 ﾅｶﾞｽﾀﾞｷ
128 03仁淀 森 ﾓﾘ 高樽 ﾀｶﾀﾙ
129 03仁淀 森 ﾓﾘ 磯山 ｲｿﾔﾏ
130 03仁淀 森 ﾓﾘ 下唐岩 ｼﾓｶﾗｲﾜ
131 03仁淀 森 ﾓﾘ 瀬越 ｾｺﾞｴ
132 03仁淀 森 ﾓﾘ 坂本 ｻｶﾓﾄ
133 03仁淀 森 ﾓﾘ 引地 ﾋｷﾁ
134 03仁淀 森 ﾓﾘ ナロ ﾅﾛ
135 03仁淀 森 ﾓﾘ 土居 ﾄﾞｲ
136 03仁淀 森 ﾓﾘ 五味 ｺﾞﾐ
137 03仁淀 森 ﾓﾘ 継合 ﾂｷﾞｱｲ
138 03仁淀 森 ﾓﾘ 西久喜 ﾆｼｸｷ
139 03仁淀 森 ﾓﾘ ヨシノセ ﾖｼﾉｾ
140 03仁淀 森 ﾓﾘ 加治屋郷 ｶｼﾞﾔｺﾞｳ
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141 03仁淀 森 ﾓﾘ 上鳶ノ巣 ｳｴﾄﾋﾞﾉｽ
142 03仁淀 森 ﾓﾘ 大休場 ｵｵﾔｽﾊﾞ
143 03仁淀 森 ﾓﾘ 鳶ノ巣 ﾄﾋﾞﾉｽ
144 03仁淀 森 ﾓﾘ 谷ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
145 03仁淀 森 ﾓﾘ 大迫 ｵｵｻｺ
146 03仁淀 森 ﾓﾘ 宇根 ｳﾈ
147 03仁淀 森 ﾓﾘ 加治屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
148 03仁淀 森 ﾓﾘ 岡 ｵｶ
149 03仁淀 森 ﾓﾘ 大内 ｵｵｳﾁ
150 03仁淀 森 ﾓﾘ 久保地 ｸﾎﾞﾁ
151 03仁淀 森 ﾓﾘ 寺迫 ﾃﾗｻｺ
152 03仁淀 森 ﾓﾘ 鳶ケ渕 ﾄﾋﾞｶﾞﾌﾞﾁ
153 03仁淀 森 ﾓﾘ 瀧脇 ﾀｷﾜｷ
154 03仁淀 森 ﾓﾘ タルカゲ ﾀﾙｶｹﾞ
155 03仁淀 森 ﾓﾘ 横滝 ﾖｺﾀﾞｷ
156 03仁淀 森 ﾓﾘ 潰瀧 ﾂｴﾀﾞｷ
157 03仁淀 森 ﾓﾘ 備前 ﾋﾞｾﾞﾝ
158 03仁淀 森 ﾓﾘ 栗ノ木 ｸﾘﾉｷ
159 03仁淀 森 ﾓﾘ 東地 ﾋｶﾞｼﾁ
160 03仁淀 森 ﾓﾘ 市ノ久保 ｲﾁﾉｸﾎﾞ
161 03仁淀 森 ﾓﾘ 黒床 ｸﾛﾄｺ
162 03仁淀 森 ﾓﾘ 細迫 ﾎｿｻﾞｺ
163 03仁淀 森 ﾓﾘ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ
164 03仁淀 森 ﾓﾘ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
165 03仁淀 森 ﾓﾘ ワサビサコ ﾜｻﾋﾞｻｺ
166 03仁淀 森 ﾓﾘ 早出 ｻﾃﾞ
167 03仁淀 森 ﾓﾘ 二久城 ﾆｸｼﾞﾛ
168 03仁淀 森 ﾓﾘ 中松尾 ﾅｶﾏﾂｵ
169 03仁淀 森 ﾓﾘ 栩谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
170 03仁淀 森 ﾓﾘ 中迫 ﾅｶｻﾞｺ
171 03仁淀 森 ﾓﾘ 一本木 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ
172 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 尾崎 ｵｻﾞｷ
173 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上ナラシ ｳｴﾅﾗｼ
174 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 野窪 ﾉｸﾎﾞ
175 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 堀 ﾎﾘ
176 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下タ蔭浦 ｼﾀｶｹﾞｳﾗ
177 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 岡 ｵｶ
178 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 梶原 ｶｼﾞﾊﾗ
179 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大迫 ｵｵｻｺ
180 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 東畠 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀｹ
181 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 日ノ下 ﾋﾉｼﾀ
182 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 釜土 ｶﾏﾂﾁ
183 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大黒 ｵｵｸﾞﾛ
184 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ
185 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 片平松 ｶﾀﾋﾗﾏﾂ
186 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 北畠 ｷﾀﾊﾞﾀｹ
187 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 駄場垚 ﾀﾞﾊﾞｳﾈ
188 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 岸畑 ｷｼﾊﾞﾀｹ
189 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上川渡 ｶﾐｶﾜﾄﾞ
190 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 石本 ｲｼﾓﾄ
191 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 野地 ﾉｼﾞ
192 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 松山 ﾏﾂﾔﾏ
193 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 野地奥 ﾉｼﾞｵｸ
194 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 水穴 ﾐｽﾞｱﾅ
195 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下タ谷 ｼﾀﾀﾆ
196 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 尾道 ｵﾐﾁ
197 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 焼索 ﾔｷｿｳ
198 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
199 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 中畝 ﾅｶｳﾈ
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200 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 迫 ｻｺ
201 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 古田 ﾌﾙﾀ
202 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 桑ノ木 ｸﾜﾉｷ
203 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 清水 ｼﾐｽﾞ
204 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 山堂 ﾔﾏﾄﾞｳ
205 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 有ノ木川内 ｱﾘﾉｷｶﾜｳﾁ
206 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ シデケ迫 ｼﾃﾞｶﾞｻｺ
207 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 横畠 ﾖｺﾊﾞﾀｹ
208 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ ゴケヤノヂ ｺﾞｹﾔﾉｼﾞ
209 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下モ小立目 ｼﾓｺﾀﾞﾁﾒ
210 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上ミ小立目 ｶﾐｺﾀﾞﾁﾒ
211 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 禎木作リ ﾃｲｷﾂﾞｸﾘ
212 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 坊主作り ﾎﾞｳｽﾞﾂﾞｸﾘ
213 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 清水迫 ｼﾐｽﾞｻｺ
214 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 奴田カ森 ﾇﾀｶﾞﾓﾘ
215 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大森床 ｵｵﾓﾘﾄﾞｺ
216 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上芋迫 ｶﾐｲﾓｻﾞｺ
217 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ カリバ畑 ｶﾘﾊﾞﾊﾞﾀ
218 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下芋迫 ｼﾓｲﾓｻﾞｺ
219 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 石甲四辻 ｿﾊﾞｶﾞﾖﾂｼﾞ
220 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大蔭 ｵｵｶｹﾞ
221 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 朽木ケナロ ｸﾁｷｶﾞﾅﾛ
222 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 鍛治屋志畑 ｶｼﾞﾔｼﾊﾞﾀ
223 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 多流首 ﾀﾙｸﾋﾞ
224 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 吉縄畑 ﾖｼﾅﾜﾊﾞﾀｹ
225 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 北栂森 ｷﾀﾂｶﾞﾓﾘ
226 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下岸 ｼﾀｷﾞｼ
227 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 榎谷 ｴﾉｷﾀﾞﾆ
228 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 折道 ｵﾘﾄﾞｳ
229 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 早出 ｻﾃﾞ
230 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 竹ノ端 ﾀｹﾉﾊｼ
231 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 一ツ橋 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ
232 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 坂本 ｻｶﾓﾄ
233 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
234 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 庄田川 ｼｮｳﾀﾞｶﾞﾜ
235 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上野向イ ｳｴﾉﾑｶｲ
236 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下タ横窪 ｼﾀﾖｺｸﾎﾞ
237 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上横窪 ｳｴﾖｺｸﾎﾞ
238 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 勢越向 ｾｺﾞｼﾑｶｲ
239 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 勢越 ｾｺﾞｼ
240 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 障子ケ内 ｼｮｳｼﾞｶﾞｳﾁ
241 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上蔭浦 ｶﾐｶｹﾞｳﾗ
242 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下大藪 ｼﾓｵｵﾔﾌﾞ
243 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上大藪 ｶﾐｵｵﾔﾌﾞ
244 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 荷掛石 ﾆｶｹｲｼ
245 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 仙日畑 ｾﾝﾆﾁﾊﾞﾀｹ
246 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 六兵衛作リ ﾛｸﾍﾞｴﾂｸﾘ
247 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上田ノ窪 ｶﾐﾀﾉｸﾎﾞ
248 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下田ノ窪 ｼﾓﾀﾉｸﾎﾞ
249 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 兵庫屋 ﾋｮｳｺﾞﾔ
250 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 道長日 ﾄﾞｳﾁｮｳﾋﾞ
251 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 道長蔭 ﾄﾞｳﾁｮｳｶｹﾞ
252 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 越ケ奈路 ｺｴｶﾞﾅﾛ
253 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上野竹 ｶﾐﾉﾀﾞｹ
254 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下野竹 ｼﾓﾉﾀﾞｹ
255 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 新屋地 ｼﾝﾔｼﾞ
256 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 東戸立 ﾋｶﾞｼﾄﾀﾃ
257 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 南栂森 ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾓﾘ
258 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 西戸立 ﾆｼﾄﾀﾃ
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259 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上野地 ｶﾐﾉｼﾞ
260 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 総白 ｿｳｼﾞﾛ
261 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 小畠 ｺﾊﾞﾀｹ
262 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 鬼ケ窪 ｵﾆｶﾞｸﾎﾞ
263 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 御花畑 ｵﾊﾅﾊﾞﾀｹ
264 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上才蔵 ｶﾐｻｲｿﾞｳ
265 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下才蔵 ｼﾓｻｲｿﾞｳ
266 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 川相地 ｶﾜｲｼﾞ
267 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上舩板 ｶﾐﾌﾅｲﾀ
268 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下舩板 ｼﾓﾌﾅｲﾀ
269 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ
270 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下水谷 ｼﾓﾐｽﾞﾀﾆ
271 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上水谷 ｶﾐﾐｽﾞﾀﾆ
272 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 桧木垚 ﾋﾉｷｳﾈ
273 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 土円畑 ﾄﾞｴﾝﾊﾞﾀｹ
274 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 西下桐 ﾆｼｼﾀｷﾞﾘ
275 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 東下桐 ﾋｶﾞｼｼﾀｷﾞﾘ
276 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下モ実間 ｼﾓｼﾞﾁﾏ
277 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 西実間 ﾆｼｼﾞﾁﾏ
278 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
279 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 西ケ迫 ﾆｼｶﾞｻｺ
280 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 赤滝 ｱｶﾀﾞｷ
281 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 的渕 ﾏﾄﾌﾞﾁ
282 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 御簾ノ内 ｵｿﾉｳﾁ
283 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 忠兵衛ナラシ ﾁｭｳﾍﾞｴﾅﾗｼ
284 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上実間 ｶﾐｼﾞﾁﾏ
285 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大畦 ｵｵｳﾈ
286 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 猿泊リ ｻﾙﾄﾞﾏﾘ
287 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上唐谷 ｶﾐｶﾗﾀﾆ
288 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 屋敷後 ﾔｼｷﾉｳｼﾛ
289 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下唐谷 ｼﾓｶﾗﾀﾆ
290 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
291 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 越峠田人 ｺｴﾄｳｳﾈ
292 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 桐ノ木迫 ｷﾘﾉｷｻｺ
293 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 溜水 ﾀﾏﾘﾐｽﾞ
294 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 拾蔵畑 ｼﾞｭｳｿﾞｳﾊﾞﾀｹ
295 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 面白 ﾂﾗｼﾞﾛ
296 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 加羅立ケ峠 ｶﾗﾀﾁｶﾞﾄｳｹﾞ
297 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 鉄炮出 ﾃｯﾎﾟｳﾃﾞ
298 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 柳ケ迫 ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
299 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 石蕨 ｲｼﾜﾗﾋﾞ
300 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上長畑 ｶﾐﾅｶﾞﾊﾞﾀ
301 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下長畑 ｼﾓﾅｶﾞﾊﾞﾀ
302 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 宮ノ向イ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
303 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 御簾場 ｵｿﾉﾊﾞ
304 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 神内式 ｶﾐｳﾁｼｷ
305 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 椎尾 ｼｲｵ
306 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 長之地 ﾅｶﾞﾉｼﾞ
307 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 中垚 ﾅｶｳﾈ
308 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 山下 ﾔﾏｼﾀ
309 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 猿屋ケ滝 ｻﾙﾔｶﾞﾀｷ
310 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 地吉 ｼﾞﾖｼ
311 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ
312 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 宮首ケ峯 ﾐﾔｸﾋﾞｶﾞﾐﾈ
313 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 楮祝 ｶﾝｼﾞｭｳ
314 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 蔭 ｶｹﾞ
315 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 丸林 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ
316 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 大之地 ｵｵﾉｼﾞ
317 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 奈須美地 ﾅｽﾋﾞﾁ
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318 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 樫ケ峠 ｶｼｶﾞﾄｳｹﾞ
319 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 水多留 ﾐｽﾞﾀﾙ
320 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 楓ケ迫 ｶｴﾃﾞｶﾞｻｺ
321 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 加波ケ峯 ｶﾊﾞｶﾞﾐﾈ
322 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下楓ケ迫 ｼﾓｶｴﾃﾞｶﾞｻｺ
323 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 軸ノ木 ｼﾞｸﾉｷ
324 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 下木ノ谷 ｼﾀｷﾉﾀﾆ
325 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 上木ノ谷 ｳｴｷﾉﾀﾆ
326 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 泗出ケ谷 ｼﾃﾞｶﾞﾀﾆ
327 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 小仲曽 ｺﾅｶｿ
328 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 呼石ノ上 ﾖﾋﾞｲｼﾉｳｴ
329 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 峯 ﾐﾈ
330 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 長迫 ﾅｶﾞｻｺ
331 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 竹ケ端 ﾀｹｶﾞﾊﾅ
332 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 木内式 ｷﾅｲｼｷ
333 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 橋首 ﾊｼｸﾋﾞ
334 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 榎田 ｴﾉｷﾀﾞ
335 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
336 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 堂ノ畒 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
337 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
338 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 勘蔵ケ田人子 ｶﾝｿﾞｳｶﾞｳﾈ
339 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 甚ケ森 ｼﾞﾝｶﾞﾓﾘ
340 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 松ケ迫 ﾏﾂｶﾞｻｺ
341 03仁淀 川渡 ｶﾜﾄﾞ 躍場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
342 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 西谷口 ﾆｼﾀﾞﾆｸﾞﾁ
343 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
344 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
345 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 小越 ｺｺﾞｴ
346 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ コガノキ ｺｶﾞﾉｷ
347 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 七滝 ﾅﾅﾀｷ
348 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 揚鞍 ｱｹﾞｸﾗ
349 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 鳥泊 ﾄﾘﾄﾞﾏﾘ
350 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 小越奥 ｺｺﾞｴｵｸ
351 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 栗ケ市 ｸﾘｶﾞｲﾁ
352 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 松葉 ﾏﾂﾊﾞ
353 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 古田 ﾌﾙﾀ
354 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 頓白 ﾄﾝﾊﾟｸ
355 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 寺奥 ﾃﾗｵｸ
356 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 小屋畦 ｺﾔｳﾈ
357 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 西ノ川 ﾆｼﾉｶﾜ
358 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 中野 ﾅｶﾉ
359 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 羽子ノ谷 ﾊｺﾞﾉﾀﾆ
360 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 中川 ﾅｶｶﾞﾜ
361 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 麿尾野 ﾏｵﾉ
362 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 鳥ノ巣 ﾄﾘﾉｽ
363 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 槇尾 ﾏｷｵ
364 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 蔭 ｶｹﾞ
365 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 面白 ﾂﾗｼﾞﾛ
366 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 牛尾 ｳｼｵ
367 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 蔭藪 ｶｹﾞﾔﾌﾞ
368 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ ワトヲ内 ﾜﾄｵｳﾁ
369 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
370 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 沼迫 ﾇﾏｻｺ
371 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 矢筈 ﾔﾊｽﾞ
372 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 大亀 ｵｵｶﾒ
373 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 藤屋下り ﾌｼﾞﾔｸﾀﾞﾘ
374 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 古野 ﾌﾙﾉ
375 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ ホウジク ﾎｳｼﾞｸ
376 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 灰屋 ﾊｲﾔ
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377 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 膝行 ｲｻﾞﾘ
378 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 入野 ｲﾘﾉ
379 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 癭ノ木 ｺﾌﾞﾉｷ
380 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
381 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ タル ﾀﾙ
382 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 下郷 ｼﾀｺﾞｳ
383 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 掛水 ｶｹﾐｽﾞ
384 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 土居畑 ﾄﾞｲﾊﾞﾀｹ
385 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 昼畦 ﾋﾙｳﾈ
386 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 古屋ケ市 ﾌﾙﾔｶﾞｲﾁ
387 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 中畦 ﾅｶｳﾈ
388 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 日浦 ﾋｳﾗ
389 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 桃原 ﾓﾓﾊﾗ
390 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 荒迫 ｱﾗｻﾞｺ
391 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 天導 ﾃﾝﾄﾞｳ
392 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 七袋 ﾅﾅﾌｸﾛ
393 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 才石 ﾎｺｲｼ
394 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 田農場 ﾀﾉﾊﾞ
395 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 船野 ﾌﾈﾉ
396 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
397 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 樽ノ元 ﾀﾙﾉﾓﾄ
398 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 大野地 ｵｵﾉｼﾞ
399 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 尾茂屋 ｵﾓﾔ
400 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 本モ屋 ﾎﾝﾓﾔ
401 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 山畑 ﾔﾏﾊﾞﾀｹ
402 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 横走り ﾖｺﾊﾞｼﾘ
403 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 森ノ越 ﾓﾘﾉｺｴ
404 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 中 ﾅｶ
405 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 井手上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
406 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
407 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 下タ條 ｼﾀｼﾞｮｳ
408 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 柳迫 ﾔﾅｷﾞｻｺ
409 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 亥ノ岩屋 ｲﾉｲﾜﾔ
410 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 上ノ宮 ｳｴﾉﾐﾔ
411 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 宮ノ元 ﾐﾔﾉﾐﾄ
412 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 筏場 ｲｶﾀﾞﾊﾞ
413 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 峯ノ窪 ﾐﾈﾉｸﾎﾞ
414 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 西ノ窪 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
415 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 岩黒 ｲﾜｸﾞﾛ
416 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 煙リ石 ｹﾑﾘｲｼ
417 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 塩ケ畦 ｼｵｶﾞｳﾈ
418 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ セリキリ ｾﾘｷﾘ
419 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 赤潰 ｱｶﾂﾞｴ
420 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 岸本 ｷｼﾓﾄ
421 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
422 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 峯屋敷 ﾐﾈﾔｼｷ
423 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ
424 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 大潰 ｵｵﾂﾞｴ
425 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 大奴多 ｵｵﾇﾀ
426 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 大畦 ｵｵｳﾈ
427 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 永迫 ﾅｶﾞｻｺ
428 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 徳道 ﾄｸﾐﾁ
429 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 天狗滝 ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
430 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 新潰 ｼﾝﾂﾞｴ
431 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 地吉 ｼﾞﾖｼ
432 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ 太郎兵衛畑 ﾀﾛﾍﾞｴﾊﾞﾀｹ
433 03仁淀 高瀬 ﾀｶｾ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
434 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 徳光山 ﾄｸﾐﾂﾔﾏ
435 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 奥山 ｵｸﾔﾏ
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436 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ カミウ子 ｶﾐｳﾈ
437 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ム子畑 ﾑﾈﾊﾞﾀ
438 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 下モウ子 ｼﾓｳﾈ
439 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ トサキ山 ﾄｻｷﾔﾏ
440 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 堂ノ西 ﾄﾞｳﾉﾆｼ
441 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ カラヒ ｶﾗﾋ
442 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 道柴山 ﾐﾁｼﾊﾞﾔﾏ
443 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 野地之平ラ ﾉｼﾞﾉﾋﾗ
444 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 井出尻 ｲﾃﾞｼﾞﾘ
445 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 道芝 ﾐﾁｼﾊﾞ
446 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 楠ノ平 ｸｽﾉﾋﾗ
447 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 楠ノ宮 ｸｽﾉﾐﾔ
448 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 赤瀧 ｱｶﾀﾞｷ
449 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 下タ西 ｼﾀﾆｼ
450 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 山尾 ﾔﾏｵ
451 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ メウト松 ﾒｵﾄﾏﾂ
452 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ホトサキ ﾎﾄｻｷ
453 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
454 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ヌタノナロ ﾇﾀﾉﾅﾛ
455 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ
456 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 芭蕉ケザコ ﾊﾞｼｮｳｹｻﾞｺ
457 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
458 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 石神ケサコ ｲｼｶﾞﾐｹｻｺ
459 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 大地峠 ｵｵｼﾞﾄｳｹﾞ
460 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 石ノ内 ｲｼﾉｳﾁ
461 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 杖振家 ﾂｴﾌﾞﾘﾔ
462 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 鉢ノ石 ﾊﾁﾉｲｼ
463 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 山尾元 ﾔﾏｵﾓﾄ
464 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 上郷奈路 ｶﾐｺﾞｳﾅﾛ
465 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 鏡石 ｶｶﾞﾐｲｼ
466 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ
467 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ アマアテ ｱﾏｱﾃ
468 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
469 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 岩屋 ｲﾜﾔ
470 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 四角畑 ｼｶｸﾊﾞﾀ
471 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 本村 ﾎﾝﾑﾗ
472 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 池ノ峠 ｲｹﾉﾄｳ
473 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 野地畦 ﾉｼﾞｳﾈ
474 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 鈴ケ谷 ｽｽﾞｶﾞﾀﾆ
475 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 一ノ窪 ｲﾁﾉｸﾎﾞ
476 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 中ノ畝 ﾅｶﾉｳﾈ
477 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
478 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ クレ石 ｸﾚｲｼ
479 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ヲスノ峠 ｵｽﾉﾄｳ
480 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 矢柱 ﾔﾊﾞｼﾗ
481 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 宮首 ﾐﾔｸﾋﾞ
482 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ヲカゲ山 ｵｶｹﾞﾔﾏ
483 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ コヨミ谷 ｺﾖﾐﾀﾆ
484 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 峯畑 ﾐﾈﾊﾞﾀ
485 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 下モシヲトリ ｼﾓｼｵﾄﾘ
486 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 岩茸石 ｲﾜﾀｹｲｼ
487 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ
488 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ダンダン ﾀﾞﾝﾀﾞﾝ
489 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ウナコビ ｳﾅｺﾋﾞ
490 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ トビキ ﾄﾋﾞｷ
491 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 助佐イ ｽｹｻﾞｲ
492 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ナロ畑 ﾅﾛﾊﾞﾀｹ
493 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ クマブチ ｸﾏﾌﾞﾁ
494 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ナロガトチ ﾄﾛｶﾞﾄﾁ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 153/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

495 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 大ヌタ ｵｵﾇﾀ
496 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
497 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ イギヨジ ｲｷﾞﾖｼﾞ
498 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 堂面 ﾄﾞｳﾒﾝ
499 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ウド畑 ｳﾄﾞﾊﾞﾀ
500 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 烏出 ｶﾗｽﾃﾞ
501 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 平松 ﾋﾗﾏﾂ
502 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ クマヲス ｸﾏｵｽ
503 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ツエガ谷 ﾂｴｶﾞﾀﾆ
504 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 日比原山 ﾋﾋﾞﾜﾗﾔﾏ
505 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 稲木畝 ｲﾅｷｳﾈ
506 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ ヤカラメ ﾔｶﾗﾒ
507 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 日比原 ﾋﾋﾞﾜﾗ
508 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 涌水山 ﾜｷﾐｽﾞﾔﾏ
509 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 時戸山 ﾄｷﾄﾔﾏ
510 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 宮ノ平 ﾐﾔﾉﾋﾗ
511 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 中ヒラ ﾅｶﾋﾗ
512 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 西畑 ﾆｼﾊﾞﾀｹ
513 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 大峯山 ｵｵﾐﾈﾔﾏ
514 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 黒瀧山 ｸﾛﾀｷﾔﾏ
515 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 鳥形山 ﾄﾘｶﾞﾀﾔﾏ
516 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 釜ノ谷 ｶﾏﾉﾀﾆ
517 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
518 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ カゲ畠 ｶｹﾞﾊﾞﾀ
519 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 奥畠 ｵｸﾊﾞﾀ
520 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ コビフ ｺﾋﾞﾌ
521 03仁淀 別枝 ﾍﾞｯｼ 瀧ノ上山 ﾀｷﾉｳｴﾔﾏ
522 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナベガフチ ﾅﾍﾞｶﾞﾌﾁ
523 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
524 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
525 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ コブキヤマ ｺﾌﾞｷﾔﾏ
526 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シヲガウ子 ｼｵｶﾞｳﾈ
527 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ エビナガミゾ ｴﾋﾞﾅｶﾞﾐｿﾞ
528 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ サンゾバタ ｻﾝｿﾞﾊﾞﾀ
529 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ イシノコエ ｲｼﾉｺｴ
530 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 孫助畑 ﾏｺﾞｽｹﾊﾞﾀ
531 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ エンマガタキ ｴﾝﾏｶﾞﾀｷ
532 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 大岩屋 ｵｵｲﾜﾔ
533 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
534 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヨコダニ ﾖｺﾀﾞﾆ
535 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シンバタ ｼﾝﾊﾞﾀ
536 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナガヲ ﾅｶﾞｵ
537 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヒゲヌタ ﾋｹﾞﾇﾀ
538 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナガツエ ﾅｶﾞﾂｴ
539 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ オオバシリ ｵｵﾊﾞｼﾘ
540 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カミウラ ｶﾐｳﾗ
541 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ガヤガサコ ｶﾞﾔｶﾞｻｺ
542 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ジヤダキ ｼﾞｬﾀﾞｷ
543 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 丸山 ﾏﾙﾗﾏ
544 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カヤガナロ ｶﾔｶﾞﾅﾛ
545 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナガイノ ﾅｶﾞｲﾉ
546 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヘンドイワヤ ﾍﾝﾄﾞｲﾜﾔ
547 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ワカヤマ ﾜｶﾔﾏ
548 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲスウ子 ｵｽｳﾈ
549 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ クリノモト ｸﾘﾉﾓﾄ
550 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ タテガタニ ﾀﾃｶﾞﾀﾆ
551 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヨスケ畑 ﾖｽｹﾊﾞﾀ
552 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ツヅラガハタ ﾂﾂﾞﾗｶﾞﾊﾀ
553 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲヲヘナ ｵｵﾍﾅ
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554 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ツラジロ ﾂﾗｼﾞﾛ
555 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ フカホド ﾌｶﾎﾄﾞ
556 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ アキギリ ｱｷｷﾞﾘ
557 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲヲハタケハタ ｵｵﾊﾀｹﾊﾀ
558 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ホタバシ ﾎﾀﾊﾞｼ
559 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シバコヤ ｼﾊﾞｺﾔ
560 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カラツヤ ｶﾗﾂﾔ
561 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ミヤガウ子 ﾐﾔｶﾞｳﾈ
562 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ハンドウ子 ﾊﾝﾄﾞｳﾈ
563 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
564 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ツバキウ子 ﾂﾊﾞｷｳﾈ
565 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ミツナシ ﾐﾂﾅｼ
566 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ウツゲヤブ ｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
567 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カミイヅリハ ｶﾐｲﾂﾞﾘﾊ
568 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヂゾウガモリ ﾁﾞｿﾞｳｶﾞﾓﾘ
569 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ アヲダキ ｱｵﾀﾞｷ
570 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ソヲケヤシキ ｿｳｹﾔｼｷ
571 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ イヅリハ ｲﾂﾞﾘﾊ
572 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ モミワラ ﾓﾐﾜﾗ
573 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ツツミ ﾂﾂﾐ
574 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ホトケガヲカ ﾎﾄｹｶﾞｵｶ
575 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カンノオ ｶﾝﾉｵ
576 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ クレ井シ ｸﾚｲｼ
577 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ アナノサコ ｱﾅﾉｻｺ
578 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シモゴミ ｼﾓｺﾞﾐ
579 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ コベナ ｺﾍﾞﾅ
580 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
581 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ テキヌタ ﾃｷﾇﾀ
582 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ハギノヒラ ﾊｷﾞﾉﾋﾗ
583 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 大タヲ ｵｵﾇﾀ
584 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
585 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カノホダニ ｶﾉﾎﾀﾞﾆ
586 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ニシムラヤシキ ﾆｼﾑﾗﾔｼｷ
587 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ニシノトヲ ﾆｼﾉﾄｵ
588 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ホシノトヲ ﾎｼﾉﾄｵ
589 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
590 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カナオマツ ｶﾅｵﾏﾂ
591 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲンサキ ｵﾝｻｷ
592 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヒガシヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
593 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ フナロ ﾌﾅﾛ
594 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ オチアイ ｵﾁｱｲ
595 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲリヲヲ ｵﾘｵｵ
596 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
597 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シバノマエ ｼﾊﾞﾉﾏｴ
598 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
599 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ イノノモト ｲﾉﾉﾓﾄ
600 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カドワリバ ｶﾄﾞﾜﾘﾊﾞ
601 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ イッポンクスノキ ｲｯﾎﾟﾝｸｽﾉｷ
602 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カシラヤシキ ｶｼﾗﾔｼｷ
603 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲヲボリ ｵｵﾎﾞﾘ
604 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ フ子ノモト ﾌﾈﾉﾓﾄ
605 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ドヲバヤシ ﾄﾞｵﾊﾞﾔｼ
606 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ アカノモト ｱｶﾉﾓﾄ
607 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ムマヤキバ ﾑﾏﾔｷﾊﾞ
608 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シモジョウ ｼﾓｼﾞｮｳ
609 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
610 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ カミノタキザコ ｶﾐﾉﾀｷｻﾞｺ
611 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ サナギノモト ｻﾅｷﾞﾉﾓﾄ
612 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヨコウ子ヤスバ ﾖｺｳﾈﾔｽﾊﾞ
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613 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ ヲンバヤシキ ｵﾝﾊﾞﾔｼｷ
614 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ イワヤノモト ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
615 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
616 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ サカイノ ｻｶｲﾉ
617 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ マツナガサコ ﾏﾂﾅｶﾞｻｺ
618 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ 東草ダケ ﾋｶﾞｼｸｻﾀﾞｹ
619 03仁淀 長者甲 ﾁｮｳｼﾞｬｺｳ シバガヤスバ ｼﾊﾞｶﾞﾔｽﾊﾞ
620 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カザハヤ ｶｻﾞﾊﾔ
621 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ スミヤトコ ｽﾐﾔﾄｺ
622 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ノクボ ﾉｸﾎﾞ
623 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カライワ ｶﾗｲﾜ
624 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西畑奥 ﾆｼﾊﾀｵｸ
625 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 子ヅルサ ﾈﾂﾞﾙｻ
626 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東アラバダニ ﾋｶﾞｼｱﾗﾊﾞﾀﾞﾆ
627 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 草嶽 ｸｻﾀﾞｹ
628 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ビウビウ ﾋﾞｳﾋﾞｳ
629 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ コビクスノサコ ｺﾋﾞｸｽﾉｻｺ
630 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カマノタニ ｶﾏﾉﾀﾆ
631 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 地蔵ノ上エ ｼﾞｿﾞｳﾉｳｴ
632 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東トチザコ ﾋｶﾞｼﾄﾁｻﾞｺ
633 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ サンノヲ ｻﾝﾉｵ
634 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヒノキコヤ ﾋﾉｷｺﾔ
635 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西畑 ﾆｼﾊﾞﾀｹ
636 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 上ミノボリホヲ ｶﾐﾉﾎﾞﾘﾎｵ
637 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東駄場 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ
638 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 宮ノ下タ ﾐﾔﾉｼﾀ
639 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西シ ﾆｼ
640 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 竹本 ﾀｹﾓﾄ
641 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 竹谷 ﾀｹﾀﾞﾆ
642 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ キシ ｷｼ
643 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 大内 ｵｵｳﾁ
644 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 中川内 ﾅｶｶﾜｳﾁ
645 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ノヂクビ ﾉﾁﾞｸﾋﾞ
646 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 甚六畝 ｼﾞﾝﾛｸｳﾈ
647 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 岡越 ｵｶｺﾞｴ
648 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東横畝 ﾋｶﾞｼﾖｺｳﾈ
649 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 岡 ｵｶ
650 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 大畑 ｵｵﾊﾞﾀｹ
651 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 古屋鋪 ﾌﾙﾔｼｷ
652 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東タニヲク ﾋｶﾞｼﾀﾆｵｸ
653 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ナガサデ ﾅｶﾞｻﾃﾞ
654 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 寺野畑 ﾃﾗﾉﾊﾞﾀ
655 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｵ
656 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 天狗石 ﾃﾝｸﾞｲｼ
657 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 天狗石北ザコ ﾃﾝｸﾞｲｼｷﾀｻﾞｺ
658 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 祖父ケ休場 ｼﾞｲｶﾞﾔｽﾊﾞ
659 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ クロダキ ｸﾛﾀﾞｷ
660 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヅノコヱ ﾐｽﾞﾉｺｴ
661 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ アタゴヤマ ｱﾀｺﾞﾔﾏ
662 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 松ガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
663 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツル井ダニ ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
664 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ タケドヲシ ﾀｹﾄﾞｵｼ
665 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ タシヤシキ ﾀｼﾔｼｷ
666 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ニシヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
667 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東コヤノタニ ﾋｶﾞｼｺﾔﾉﾀﾆ
668 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ サレバタ ｻﾚﾊﾞﾀ
669 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ モミノトヲ ﾓﾐﾉﾄｵ
670 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ホリタノモト ﾎ
671 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ タケノサコ ﾀｹﾉｻｺ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 156/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

672 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イタマツサコ ｲﾀﾏﾂｻｺ
673 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ノヒラ ﾉﾋﾗ
674 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 大サコ ｵｵｻｺ
675 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヨケノカワ ﾖｹﾉｶﾜ
676 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イヌノセ ｲﾇﾉｾ
677 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イワヤウヅ ｲﾜﾔｳﾂﾞ
678 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ スナブチ ｽﾅﾌﾞﾁ
679 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東清水 ﾋｶﾞｼｼﾐｽﾞ
680 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シミヅゴエ ｼﾐﾂﾞｺﾞｴ
681 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
682 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ノヂ ﾉﾁﾞ
683 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツボ子ヤシキ ﾂﾎﾞﾈﾔｼｷ
684 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ウチヲキ ｳﾁｵｷ
685 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヤガワ ﾐﾔｶﾞﾜ
686 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ハゲ ﾊｹﾞ
687 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カマノクビ ｶﾏﾉｸﾋﾞ
688 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ エボシイシ ｴﾎﾞｼｲｼ
689 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ハリタ ﾊﾘﾀ
690 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 古城山 ｺｼﾞｮｳｻﾞﾝ
691 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヤノホキ ﾐﾔﾉﾎｷ
692 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ チャヤガオカ ﾁｬﾔｶﾞｵｶ
693 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ムカイボリ田 ﾑｶｲﾎﾞﾘﾀ
694 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 大明神本 ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾉﾓﾄ
695 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 川ブチ ｶﾜﾌﾞﾁ
696 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 小池 ｺｲｹ
697 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 池ノ元 ｲｹﾉﾓﾄ
698 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イグチ ｲｸﾞﾁ
699 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ゴヲラ ｺﾞｵﾗ
700 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カワノモト ｶﾜﾉﾓﾄ
701 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ゴヲバシ ｺﾞｵﾊﾞｼ
702 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ タノクボ ﾀﾉｸﾎﾞ
703 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ゴヲノタキ ｺﾞｵﾉﾀｷ
704 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヒャクセマチ ﾋｬｸｾﾏﾁ
705 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ
706 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 南ノ平 ﾐﾅﾐﾉﾋﾗ
707 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 下モ登リホヲ ｼﾓﾉﾎﾞﾘﾎｵ
708 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 上ハ尾 ｳﾜｵ
709 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 下タ女郎石 ｼﾀｼﾞｮｳﾛｲｼ
710 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 女郎石 ｼﾞｮｳﾛｲｼ
711 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西畑南路 ﾆｼﾊﾞﾀﾐﾅﾐｼﾞ
712 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 山桝ノ木 ｻﾝｼｮｳﾉｷ
713 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ホシノクボ ﾎｼﾉｸﾎﾞ
714 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
715 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 長泉寺畑 ﾁｮｳｾﾝｼﾞﾊﾞﾀ
716 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 中曽 ﾅｶｿﾞ
717 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カバキガサコ ｶﾊﾞｷｶﾞｻｺ
718 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 佛ケナロ ﾎﾄｹﾅﾛ
719 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ドヲメヲバタ ﾄﾞｵﾒｵﾊﾞﾀ
720 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 楠原 ｸｽﾊﾗ
721 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツエタマリ ﾂｴﾀﾏﾘ
722 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツエノモト ﾂｴﾉﾓﾄ
723 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツル井ザコ ﾂﾙｲｻﾞｺ
724 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 上ハナロ ｳﾜﾅﾛ
725 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ スカ ｽｶ
726 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東宮ノ本 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾓﾄ
727 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カミヂョウ ｶﾐﾁﾞｮｳ
728 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 下タナロ ｼﾀﾅﾛ
729 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ホリバタ ﾎﾘﾊﾞﾀ
730 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ
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731 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 古ルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
732 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヤダ ﾐﾔﾀﾞ
733 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 古寺屋敷 ﾌﾙﾃﾗﾔｼｷ
734 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西ヲゝマエ ﾆｼｵｵﾏｴ
735 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ロンジバタ ﾛﾝｼﾞﾊﾞﾀ
736 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲゝマエ ｵｵﾏｴ
737 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シモデラ ｼﾓﾃﾞﾗ
738 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ホリダニ ﾎﾘﾀﾞﾆ
739 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カヂヤガハナ ｶﾁﾞﾔｶﾞﾊﾅ
740 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ アタラシ ｱﾀﾗｼ
741 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲイツチ ｵｲﾂﾁ
742 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
743 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ コジロヲヤシキ ｺｼﾞﾛｵﾔｼｷ
744 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ウスギガコヱ ｳｽｷﾞｶﾞｺｴ
745 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ビッシヤゴ ﾋﾞｯｼﾔｺﾞ
746 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ エビノハシ ｴﾋﾞﾉﾊｼ
747 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
748 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ クズワラ ｸｽﾞﾜﾗ
749 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヤシキガサコ ﾔｼｷｶﾞｻｺ
750 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シシアソビ ｼｼｱｿﾋﾞ
751 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ クロイシ ｸﾛｲｼ
752 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 西ニシノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
753 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲゝサコ ｵｵｻｺ
754 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 二本マツ ﾆﾎﾝﾏﾂ
755 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ブハチヤシキ ﾌﾞﾊﾁﾔｼｷ
756 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヒロセ ﾋﾛｾ
757 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ コモリヤマ ｺﾓﾘﾔﾏ
758 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲモノムカイ ｵﾓﾉﾑｶｲ
759 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ハイヤトコ ﾊｲﾔﾄｺ
760 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲゝチガタニ ｵｵﾁｶﾞﾀﾆ
761 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 梼ノ山 ﾕｽﾉﾔﾏ
762 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ワカサゴノ ﾜｶｻｺﾞﾉ
763 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ アゴマツ ｱﾀｺﾞﾏﾂ
764 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
765 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ アクヤキバ ｱｸﾔｷﾊﾞ
766 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 東ヤマイヌガトヲ ﾋｶﾞｼﾔﾏｲﾇｶﾞﾄｵ
767 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シウシウ ｼｳｼｳ
768 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ サンスケゴヤ ｻﾝｽｹｺﾞﾔ
769 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シタガウ子 ｼﾀｶﾞｳﾈ
770 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ リウゴハタ ﾘｳｺﾞﾊﾀ
771 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カイルガサコ ｶｲﾙｶﾞｻｺ
772 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ソエタニ ｿｴﾀﾆ
773 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ マノ ﾏﾉ
774 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ウド谷 ｳﾄﾞﾀﾆ
775 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ダイガモト ﾀﾞｲｶﾞﾓﾄ
776 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ウチイシガナロ ｳﾁｲｼｶﾞﾅﾛ
777 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヤダニ ﾐﾔﾀﾞﾆ
778 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ マノコエ ﾏﾉｺｴ
779 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ミヤノムカイ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
780 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ サルウチ ｻﾙｳﾁ
781 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ヲヂノモト ｵﾁﾞﾉﾓﾄ
782 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イヅガタニ ｲﾂﾞｶﾞﾀﾆ
783 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ シモイヅガタニ ｼﾓｲﾂﾞｶﾞﾀﾆ
784 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ カミダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
785 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ナカノウ子 ﾅｶﾉｳﾈ
786 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ウ子ノムカイ ｳﾈﾉﾑｶｲ
787 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ムカイガナロ ﾑｶｲｶﾞﾅﾛ
788 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ イソエサコ ｲｿｴｻｺ
789 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ スヤマ ｽﾔﾏ
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790 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ 松原迫 ﾏﾂﾊﾞﾗｻｺ
791 03仁淀 長者乙 ﾁｮｳｼﾞｬｵﾂ ツエノシモ ﾂｴﾉｼﾓ
792 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ イヅミザカ ｲｽﾞﾐｻﾞｶ
793 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウスギタニ ｳｽｷﾞﾀﾆ
794 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ クロモリ ｸﾛﾓﾘ
795 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ サルザコ ｻﾙｻﾞｺ
796 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ タバヤマ ﾀﾊﾞﾔﾏ
797 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ト子 ﾄﾈ
798 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シヨザ ｼﾖｻﾞ
799 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ 一トツドヲ ﾋﾄﾂﾄﾞｵ
800 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
801 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヨコハタ ﾖｺﾊﾀ
802 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ 甚之焏畑 ｼﾞﾝﾉｼﾞｮｳﾊﾞﾀ
803 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ナカヤシキ上ハナロ ﾅｶﾔｼｷｳﾊﾅﾛ
804 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ギヨヲブヤブ ｷﾞﾖｵﾌﾞﾔﾌﾞ
805 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲリド ｵﾘﾄﾞ
806 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ナカゴミ ﾅｶｺﾞﾐ
807 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヨヤノアゲ ﾖﾔﾉｱｹﾞ
808 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲモノ上+F5690 ｵﾓﾉｳｴ
809 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ 西コヤノタニ ﾆｼｺﾔﾉﾀﾆ
810 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲモ ｵﾓ
811 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウシノダバ ｳｼﾉﾀﾞﾊﾞ
812 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヒロセノムカイ ﾋﾛｾﾉﾑｶｲ
813 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲクハタ ｵｸﾊﾀ
814 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウコンハタ ｳｺﾝﾊﾀ
815 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カミノタキ ｶﾐﾉｷﾀ
816 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ トチノキザコ ﾄﾁﾉｷｻﾞｺ
817 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ フヂワラビ ﾌﾁﾞﾜﾗﾋﾞ
818 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ノザコ ﾉｻﾞｺ
819 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カマンカラ ｶﾏﾝｶﾗ
820 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ サハチガクボ ｻﾊﾁｶﾞｸﾎﾞ
821 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウスキ山 ｳｽｷﾔﾏ
822 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウワノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
823 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲカ ｵｶ
824 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ スギノモト ｽｷﾞﾉﾓﾄ
825 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウハニシ ｳﾊﾆｼ
826 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
827 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カシケコヲヂ ｶｼｹｺｵﾁﾞ
828 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲゝスカ ｵｵｽｶ
829 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カヂマヅクリ ｶﾁﾞﾏﾂﾞｸﾘ
830 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
831 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ハヱノシタ ﾊｴﾉｼﾀ
832 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヒガシ ﾋｶﾞｼ
833 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ タノツメ ﾀﾉﾂﾒ
834 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヨコウ子 ﾖｺｳﾈ
835 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
836 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シタヲチ ｼﾀｵﾁ
837 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シモバタ ｼﾓﾊﾞﾀ
838 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ テバシ ﾃﾊﾞｼ
839 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ マツバ ﾏﾂﾊﾞ
840 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ イシ井ノグチ ｲｼｲﾉｸﾞﾁ
841 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ハゴノアナ ﾊｺﾞﾉｱﾅ
842 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シミヅタキ ｼﾐﾂﾞﾀｷ
843 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シノベノモト ｼﾉﾍﾞﾉﾓﾄ
844 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウトヲギ ｳﾄｵｷﾞ
845 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ タニヲク ﾀﾆｵｸ
846 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ 源内畑 ｹﾞﾝﾅｲﾊﾞﾀｹ
847 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヤマイヌガトヲ ﾔﾏｲﾇｶﾞﾄｵ
848 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ キタゴヲレ ｷﾀｺﾞｵﾚ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 159/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

849 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ オモウチ ｵﾓｳﾁ
850 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カイホツガナロ ｶｲﾎﾂｶﾞﾅﾛ
851 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ジンベヱコヤ ｼﾞﾝﾍﾞｴｺﾔ
852 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲゝモギヂ ｵｵﾓｷﾞﾁﾞ
1354 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ドヲギリ ﾄﾞｵｷﾞﾘ
1355 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ トイシダニ ﾄｲｼﾀﾞﾆ
1356 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ワカバガタヲ ﾜｶﾊﾞｶﾞﾀｵ
1357 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ クブテノタヲ ｸﾌﾞﾃﾉﾀｵ
1358 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ゴミダニ ｺﾞﾐﾀﾞﾆ
1359 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ゴミダニサデ ｺﾞﾐﾀﾞﾆｻﾃﾞ
1360 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ヲキダ ｵｷﾀﾞ
1361 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1362 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ 西ヲゝサコ ﾆｼｵｵｻｺ
1363 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ウワヂ ｳﾜﾁﾞ
1364 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ミヤケナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
1365 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ハゴヱバ ﾊｺﾞｴﾊﾞ
1366 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ コモリ ｺﾓﾘ
1367 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1368 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ クロハザ ｸﾛﾊｻﾞ
1369 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ アヲハゲ ｱｵﾊｹﾞ
1370 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ナカ゛サコ ﾅｶﾞｻｺ
1371 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シヨヲブ ｼｮｵﾌﾞ
1372 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ ゴミ ｺﾞﾐ
1373 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ カミタキ山 ｶﾐﾀｷﾔﾏ
1374 03仁淀 長者丙 ﾁｮｳｼﾞｬﾍｲ シモタキ山 ｼﾓﾀｷﾔﾏ
1375 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ニシノヂ ﾆｼﾉﾁﾞ
1376 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カミノムカイ ｶﾐﾉﾑｶｲ
1377 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
1378 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ハゴノウチ ﾊｺﾞﾉｳﾁ
1379 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ アヲハゲ北ヒラ ｱｵﾊｹﾞｷﾀﾋﾗ
1380 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ サンボオ山 ｻﾝﾎﾞｵﾔﾏ
1381 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ スギガナロ　（古田） ｽｷﾞｶﾞﾅﾛ
1382 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タワラビ ﾀﾜﾗﾋﾞ
1383 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヨシノサコ ﾖｼﾉｻｺ
1384 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヂンガナロ ﾁﾞﾝｶﾞﾅﾛ
1385 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ワラビヤマ ﾜﾗﾋﾞﾔﾏ
1386 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ マツワラ ﾏﾂﾜﾗ
1387 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 井デホリタモト ｲﾃﾞﾎﾘﾀﾓﾄ
1388 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カゼノモリ ｶｾﾞﾉﾓﾘ
1389 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヘエシン畑 ﾍｴｼﾝﾊﾞﾀｹ
1390 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ キリコシ ｷﾘｺｼ
1391 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カナワダキ ｶﾅﾜﾀﾞｷ
1392 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 丸岩山 ﾏﾙｲﾜﾔﾏ
1393 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 七人ツカ ｼﾁﾆﾝﾂｶ
1394 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タテイシ ﾀﾃｲｼ
1395 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ クラガタニ ｸﾗｶﾞﾀﾆ
1396 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ミツイシ ﾐﾂｲｼ
1397 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 西ガナロ ﾆｼｶﾞﾅﾛ
1398 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 下タナロ ｼﾀﾅﾛ
1399 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
1400 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 東ナロ ﾋｶﾞｼﾅﾛ
1401 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
1402 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タメゾオヤシキ ﾀﾒｿﾞｵﾔｼｷ
1403 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ フルタ ﾌﾙﾀ
1404 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
1405 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ツゲノカワ ﾂｹﾞﾉｶﾜ
1406 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヤスミイシ ﾔｽﾐｲｼ
1407 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ツジノシタ ﾂｼﾞﾉｼﾀ
1408 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナガタノモト ﾅｶﾞﾀﾉﾓﾄ
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1409 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コエテ ｺｴﾃ
1410 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ キタヒラ ｷﾀﾋﾗ
1411 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カエリイシ ｶｴﾘｲｼ
1412 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ハカリガヤシ ﾊｶﾘｶﾞﾔｼ
1413 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヒノキヤマ ﾋﾉｷﾔﾏ
1414 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
1415 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 下モミヤノモト ｼﾓﾐﾔﾉﾓﾄ
1416 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヒキコエ ﾋｷｺｴ
1417 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ドンブチ ﾄﾞﾝﾌﾞﾁ
1418 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ フタゴマツ ﾌﾀｺﾞﾏﾂ
1419 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ センバダキ ｾﾝﾊﾞﾀﾞｷ
1420 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カサマツ ｶｻﾏﾂ
1421 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ キュウザエモンワラビ ｷｭｳｻﾞｴﾓﾝﾜﾗﾋﾞ
1422 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ サデノクチ ｻﾃﾞﾉｸﾁ
1423 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ツカウ子 ﾂｶｳﾈ
1424 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シンタクチ ｼﾝﾀｸﾁ
1425 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヤスウチ ﾔｽｳﾁ
1426 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シンボリ ｼﾝﾎﾞﾘ
1427 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カンロクヒラキ ｶﾝﾛｸﾋﾗｷ
1428 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シンヤ ｼﾝﾔ
1429 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヅシラ ﾂﾞｼﾗ
1430 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シモヅシラ ｼﾓﾂﾞｼﾗ
1431 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ キュウザエモンヤシキ ｷｭｳｻﾞｴﾐﾝﾔｼｷ
1432 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヨビイシ ﾖﾋﾞｲｼ
1433 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヒコエヤシキ ﾋｺｴﾔｼｷ
1434 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コツケタニ ｺﾂｹﾀﾆ
1435 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヂゾオウ子 ﾁﾞｿﾞｵｳﾈ
1436 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コケヤマノシタ ｺｹﾔﾏﾉｼﾀ
1437 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カワナロ ｶﾜﾅﾛ
1438 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
1439 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ギョウブヤシキ ｷﾞｮｳﾌﾞﾔｼｷ
1440 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ギグロウ子 ｷﾞｸﾞﾛｳﾈ
1441 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナカダキ ﾅｶﾀﾞｷ
1442 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カンゾヲウ子 ｶﾝｿﾞｵｳﾈ
1443 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シタクサギワラ ｼﾀｸｻｷﾞﾜﾗ
1444 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ウエクサギワラ ｳｴｸｻｷﾞﾜﾗ
1445 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
1446 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タマリミヅ ﾀﾏﾘﾐﾂﾞ
1447 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヒノキダケ ﾋﾉｷﾀﾞｹ
1448 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
1449 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ クサギハラカゲ ｸｻｷﾞﾊﾗｶｹﾞ
1450 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ミヤバタケ ﾐﾔﾊﾞﾀｹ
1451 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
1452 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヲカゾエ ｵｶｿﾞｴ
1453 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
1454 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コケノヤマ ｺｹﾉﾔﾏ
1455 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カヂヤトコ ｶﾁﾞﾔﾄｺ
1456 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ミコノイシ ﾐｺﾉｲｼ
1457 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ アラバ ｱﾗﾊﾞ
1458 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ユギ ﾕｷﾞ
1459 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヌギ ﾇｷﾞ
1460 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ツエノモト ﾂｴﾉﾓﾄ
1461 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シモギレ ｼﾓｷﾞﾚ
1462 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ダバノコヘ ﾀﾞﾊﾞﾉｺﾍ
1463 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナカノセ ﾅｶﾉｾ
1464 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ フキザコ ﾌｷｻﾞｺ
1465 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ アカヒゲ ｱｶﾋｹﾞ
1466 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ イシガミウ子 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
1467 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ウ子 ｳﾈ



仁淀川町の大字･字一覧

2018/6/16 161/163 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字名 大字カナ名 小字名 小字カナ名 摘要

1468 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ 二ツイシ ﾌﾀﾂｲｼ
1469 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
1470 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ シモサセブ ｼﾓｻｾﾌﾞ
1471 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カミダ ｶﾐﾀﾞ
1472 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヒラキ ﾋﾗｷ
1473 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カミ ｶﾐ
1474 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヘダテ ﾍﾀﾞﾃ
1475 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ カロヲト ｶﾛｵﾄ
1476 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ヲゝトヲ ｵｵﾄｵ
1477 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ キタバタ ｷﾀﾊﾞﾀ
1478 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コヲモリダキ ｺｵﾓﾘﾀﾞｷ
1479 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コヘモンバタ ｺﾍﾓﾝﾊﾞﾀ
1480 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タルジタ ﾀﾙｼﾞﾀ
1481 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
1482 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ クロヌタ ｸﾛﾇﾀ
1483 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ マキヤマ ﾏｷﾔﾏ
1484 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ハタハラビ ﾊﾀﾊﾗﾋﾞ
1485 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ナマミソ ﾅﾏﾐｿ
1486 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ クロバカ谷 ｸﾛﾊﾞｶﾀﾆ
1487 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ ジョキンバタ ｼﾞｮｷﾝﾊﾞﾀ
1488 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ クワヒゲ ｸﾜﾋｹﾞ
1489 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ トドロクチ ﾄﾄﾞﾛｸﾁ
1490 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ コエトヲ ｺｴﾄｵ
1491 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ イデヲク ｲﾃﾞｵｸ
1492 03仁淀 長者丁 ﾁｮｳｼﾞｬﾃｲ スギガナロ　（宮首） ｽｷﾞｶﾞﾅﾛ
1493 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ カラヒウ子 ｶﾗﾋｳﾈ
1494 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ヲニガ谷 ｵﾆｶﾞﾀﾆ
1495 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
1496 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 栗ノ木ガサコ ｸﾘﾉｷｶﾞｻｺ
1497 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
1498 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ クロギ ｸﾛｷﾞ
1499 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 井デオク ｲﾃﾞｵｸ
1500 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
1501 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ナベラ谷 ﾅﾍﾞﾗﾀﾆ
1502 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ スヤザキ ｽﾔｻﾞｷ
1503 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ フヂガサガリ ﾌﾁﾞｶﾞｻｶﾞﾘ
1504 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ウチイシ ｳﾁｲｼ
1505 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ カボヲチ ｶﾎﾞｵﾁ
1506 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 宮ノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
1507 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ナカノ ﾅｶﾉ
1508 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 泉屋舗 ｲｽﾞﾐﾔｼｷ
1509 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ クボタ ｸﾎﾞﾀ
1510 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ナロノ後ロ ﾅﾛﾉｳｼﾛ
1511 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
1512 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ホットゴヱ ﾎｯﾄｺﾞｴ
1513 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 池ガナロ ｲｹｶﾞﾅﾛ
1514 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 竹ガナロ ﾀｹｶﾞﾅﾛ
1515 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ナノタニ ﾅﾉﾀﾆ
1516 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ タカゴヤ ﾀｶｺﾞﾔ
1517 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 東ノ谷 ﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
1518 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ コロビイシ ｺﾛﾋﾞｲｼ
1519 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ クレイシ ｸﾚｲｼ
1520 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ イナキサコ ｲﾅｷｻｺ
1521 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ スゞケナロ ｽｽﾞｶﾞﾅﾛ
1522 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 西泉 ﾆｼｲｽﾞﾐ
1523 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 岩屋ノヒラ ｲﾜﾔﾉﾋﾗ
1524 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ツカノウ子 ﾂｶﾉｳﾈ
1525 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ 石神ノ畝 ｲｼｶﾞﾐﾉｳﾈ
1526 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ヲクナロ ｵｸﾅﾛ
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1527 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ゴヨウガタキ ｺﾞﾖｳｶﾞﾀｷ
1528 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ トリガタ ﾄﾘｶﾞﾀ
1529 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ ヲクナロカゲ ｵｸﾅﾛｶｹﾞ
1530 03仁淀 泉 ｲｽﾞﾐ サンゴバタ ｻﾝｺﾞﾊﾞﾀ
1531 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 北古生寺 ｷﾀｺｼｮｳｼﾞ
1532 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 古生寺 ｺｼｮｳｼﾞ
1533 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 亀石 ｶﾒｲｼ
1534 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 野地ヶ平 ﾉｼﾞｶﾞﾋﾗ
1535 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 障子ヶ畝 ｼｮｳｼﾞｶﾞｳﾈ
1536 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ シロエダニ ｼﾛｴﾀﾞﾆ
1537 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ コマドチ ｺﾏﾄﾞﾁ
1538 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ダバ山 ﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
1539 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 柄岩 ﾂｴｲﾜ
1540 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ シデ原 ｼﾃﾞﾊﾗ
1541 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ミヅナシ ﾐｽﾞﾅｼ
1542 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ キヂヤ ｷﾁﾞﾔ
1543 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 馬責メ場 ｳﾏｾﾒﾊﾞ
1544 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ヤケダケ ﾔｹﾀﾞｹ
1545 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ツチノモト ﾂﾁﾉﾓﾄ
1546 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ マルカヤ ﾏﾙｶﾔ
1547 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ タルガタニ ﾀﾙｶﾞﾀﾆ
1548 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ キワダヤマ ｷﾜﾀﾞﾔﾏ
1549 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 角ドケ森 ｶﾄﾞｶﾞﾓﾘ
1550 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 砥石ヶ谷 ﾄｲｼｶﾞﾀﾆ
1551 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ソギゴヤ ｿｷﾞｺﾞﾔ
1552 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ モチゴヤ ﾓﾁｺﾞﾔ
1553 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 大石 ｵｵｲｼ
1554 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 儀助小屋 ｷﾞｽｹｺﾞﾔ
1555 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 南樽ノ首 ﾐﾅﾐﾀﾙﾉｸﾋﾞ
1556 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 岩屋ケサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
1557 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ クマウチ ｸﾏｳﾁ
1558 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ カミサジ ｶﾐｻｼﾞ
1559 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ウワガヤ ｳﾜｶﾞﾔ
1560 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ サジバタ ｻｼﾞﾊﾞﾀ
1561 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ サジダニ ｻｼﾞﾀﾞﾆ
1562 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 横谷 ﾖｺﾀﾆ
1563 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 北樽首 ｷﾀﾀﾙｸﾋﾞ
1564 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 助左衛門 ｽｹｻﾞｴﾓﾝ
1565 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ アヲタキ ｱｵﾀｷ
1566 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ニシカワ ﾆｼｶﾜ
1567 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 石井ノ畑 ｲｼｲﾉﾊﾞﾀｹ
1568 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 又七畑 ﾏﾀｼﾁﾊﾞﾀｹ
1569 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 川又 ｶﾜﾏﾀ
1570 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ヒロゾヲ ﾋﾛｿﾞｵ
1571 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
1572 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 景畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀ
1573 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
1574 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ タロウダヲク ﾀﾛｳﾀﾞｵｸ
1575 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 太郎田野 ﾀﾛｳﾀﾞﾉ
1576 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ タロウダ ﾀﾛｳﾀﾞ
1577 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ヲトシロヲ ｵﾄｼﾛｵ
1578 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 地ヨシ ｼﾞﾖｼ
1579 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 箱谷 ﾊｺﾀﾆ
1580 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 黒滝 ｸﾛﾀｷ
1581 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 西畑 ﾆｼﾊﾞﾀｹ
1582 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 小黒瀧 ｺｸﾞﾛﾀｷ
1583 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 松坂 ﾏﾂｻｶ
1584 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 秋升 ｱｷﾏｽ
1585 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
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1586 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
1587 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ タケガナロ ﾀｹｶﾞﾅﾛ
1588 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
1589 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ イシゼトヲ ｲｼｾﾞﾄｵ
1590 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
1591 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ミヤトコ ﾐﾔﾄｺ
1592 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ウシノダバ ｳｼﾉﾀﾞﾊﾞ
1593 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
1594 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 思案ガ坪 ｼｱﾝｶﾞﾅﾛ
1595 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 帝滞ケ平 ﾃｲﾀｲｶﾞﾋﾗ
1596 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 鳥形 ﾄﾘｶﾞﾀ
1597 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ タカシルキ ﾀｶｼﾙｷ
1598 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 扇畑 ｵｵｷﾞﾊﾞﾀ
1599 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 岩屋ヶ平 ｲﾜﾔｶﾞﾋﾗ
1600 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ シチク ｼﾁｸ
1601 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ニシノウヱ ﾆｼﾉｳｴ
1602 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ オゝウヱヤシキ ｵｵｳｴﾔｼｷ
1603 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ホドヲチ ﾎﾄﾞｵﾁ
1604 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ イタバシ ｲﾀﾊﾞｼ
1605 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ニイヤ ﾆｲﾔ
1606 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ シヅメガヲカ ｼﾂﾞﾒｶﾞｵｶ
1607 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ カハカミ ｶﾊｶﾐ
1608 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ フルタ ﾌﾙﾀ
1609 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ツチダキ ﾂﾁﾀﾞｷ
1610 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ヲリアイ ｵﾘｱｲ
1611 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 地蔵ヶ畝 ｼﾞｿﾞｳｶﾞｳﾈ
1612 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ カマノモト ｶﾏﾉﾓﾄ
1613 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 釜 ｶﾏ
1614 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 北谷 ｷﾀﾀﾆ
1615 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ノマズ水 ﾉﾏｽﾞﾐｽﾞ
1616 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ クロトコ ｸﾛﾄｺ
1617 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 泉川 ｲｽﾞﾐｶﾞﾜ
1618 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ヲリカケ ｵﾘｶｹ
1619 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
1620 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ サンゴバタ ｻﾝｺﾞﾊﾞﾀ
1621 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ コヲ井 ｺｵｲ
1622 03仁淀 大植 ｵｵｳｴ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
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