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108 01三里111 仁井田 にいだ 井流ノ西 いるのにし
109 01三里111 仁井田 にいだ 拾窪 じゅうくぼ
110 01三里111 仁井田 にいだ 九窪 きゅうくぼ
111 01三里111 仁井田 にいだ 八窪 はちくぼ
112 01三里111 仁井田 にいだ 七窪 ななくぼ
113 01三里111 仁井田 にいだ 六窪 ろくくぼ
114 01三里111 仁井田 にいだ 五窪 ごくぼ
115 01三里111 仁井田 にいだ 四窪 よくぼ
116 01三里111 仁井田 にいだ 三窪 みくぼ
117 01三里111 仁井田 にいだ 二窪 ふたくぼ
118 01三里111 仁井田 にいだ 壱窪 いちくぼ
119 01三里111 仁井田 にいだ 西ノ野 にしのの
120 01三里111 仁井田 にいだ 相撲場 すもうば
121 01三里111 仁井田 にいだ 長野 ながの
122 01三里111 仁井田 にいだ 朴原 ぱくはら
123 01三里111 仁井田 にいだ 出津前 でづまえ
124 01三里111 仁井田 にいだ 火除 ひよけ
125 01三里111 仁井田 にいだ 新地 しんち
126 01三里111 仁井田 にいだ 御出道 ごしゅつどう
127 01三里111 仁井田 にいだ 番屋町 ばんやまち
128 01三里111 仁井田 にいだ 西堀 にしほり
129 01三里111 仁井田 にいだ 中堀 なかほり
130 01三里111 仁井田 にいだ 東堀 ひがしほり
131 01三里111 仁井田 にいだ 聖 聖 ひじり
132 01三里111 仁井田 にいだ 西出津 にしでづ
133 01三里111 仁井田 にいだ 東出津 ひがしでづ
134 01三里111 仁井田 にいだ 拾本松 じゅうほんまつ
135 01三里111 仁井田 にいだ 住吉前 すみよしまえ
136 01三里111 仁井田 にいだ 砂地 砂地 すなち
137 01三里111 仁井田 にいだ 砂取場 すなとりば
138 01三里111 仁井田 にいだ 古田 ふるた
139 01三里111 仁井田 にいだ 山ノ端 やまのはた
140 01三里111 仁井田 にいだ 小滝ノ下 こたきのした
141 01三里111 仁井田 にいだ 大谷 おおたに
142 01三里111 仁井田 にいだ 黒法華 くろほっけ
143 01三里111 仁井田 にいだ 旭出 あさひで
144 01三里111 仁井田 にいだ 東胡麻谷山 ひがしごまだにやま
145 01三里111 仁井田 にいだ 胡麻ヶ谷 ごまがたに
146 01三里111 仁井田 にいだ 南屋敷 みなみやしき
147 01三里111 仁井田 にいだ 中屋敷 なかやしき
148 01三里111 仁井田 にいだ 北屋敷 きたやしき
149 01三里111 仁井田 にいだ 上ノ坊 うえのぼう
150 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ東 みやのひがし
151 01三里111 仁井田 にいだ 的場 まとば
152 01三里111 仁井田 にいだ 五本松 ごほんまつ
153 01三里111 仁井田 にいだ 中町 なかまち
154 01三里111 仁井田 にいだ 舟倉 ふなくら
155 01三里111 仁井田 にいだ 築地 つきじ
156 01三里111 仁井田 にいだ 新屋敷 しんやしき
157 01三里111 仁井田 にいだ 畑屋敷 はたやしき
158 01三里111 仁井田 にいだ 小池 こいけ
159 01三里111 仁井田 にいだ 東窪 ひがしくぼ
160 01三里111 仁井田 にいだ 西窪 にしくぼ
161 01三里111 仁井田 にいだ 川尻 かわじり
162 01三里111 仁井田 にいだ 塩船 しおふね
163 01三里111 仁井田 にいだ 小路 しょうじ
164 01三里111 仁井田 にいだ 菊ヶ裏 きくがうら
165 01三里111 仁井田 にいだ 神母前 いげまえ
166 01三里111 仁井田 にいだ 中浜 なかはま
167 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ前 みやのまえ
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168 01三里111 仁井田 にいだ 東挽地 ひがしひきち
169 01三里111 仁井田 にいだ 岡ヶ端 おかがはた
170 01三里111 仁井田 にいだ 北挽地 きたひきち
171 01三里111 仁井田 にいだ 西挽地 にしひきち
172 01三里111 仁井田 にいだ 神母ノ端 いげのはた
173 01三里111 仁井田 にいだ 神母ノ前 いげのまえ
174 01三里111 仁井田 にいだ 向山 むかいやま
175 01三里111 仁井田 にいだ 端面 はためん
176 01三里111 仁井田 にいだ 新築 しんちく
177 01三里111 仁井田 にいだ 西向山 にしむかいやま
178 01三里111 仁井田 にいだ 給田 きゅうでん
179 01三里111 仁井田 にいだ 柳ヶ谷 やなぎがたに
180 01三里111 仁井田 にいだ 南汐田 みなみしおた
181 01三里111 仁井田 にいだ 森汐田 もりしおた
182 01三里111 仁井田 にいだ 西中山 にしなかやま
183 01三里111 仁井田 にいだ 深浦 ふかうら
184 01三里111 仁井田 にいだ 下本モ地 しももともち
185 01三里111 仁井田 にいだ 上本モ地 かみもともち
186 01三里111 仁井田 にいだ 五人田 ごにんた
187 01三里111 仁井田 にいだ 弥左分 やさぶん
188 01三里111 仁井田 にいだ 焔硝谷 えんしょうたに
189 01三里111 仁井田 にいだ イノキ谷 いのきたに
190 01三里111 仁井田 にいだ 梶分 かじぶん
191 01三里111 仁井田 にいだ 奥森 おくもり
192 01三里111 仁井田 にいだ 佐藤山 さとうやま
193 01三里111 仁井田 にいだ 古堤ノ門 ふるつつみのもん
194 01三里111 仁井田 にいだ 火打母 ひうちはは
195 01三里111 仁井田 にいだ 下塩田 しもしおた
196 01三里111 仁井田 にいだ 六代 ろくだい
197 01三里111 仁井田 にいだ 葛籠谷 つづらたに
198 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ北裏 みやのきたうら
199 01三里111 仁井田 にいだ 山添 やまぞえ
200 01三里111 仁井田 にいだ ホシブ ほしぶ
201 01三里111 仁井田 にいだ 歯朶ヶ崎 しだがさき
202 01三里111 仁井田 にいだ 浜田 はまだ
203 01三里111 仁井田 にいだ 三十三代 さんじゅうさんだい
204 01三里111 仁井田 にいだ 葉恵ノ下 はえのした
205 01三里111 仁井田 にいだ 切坂ノ西 きりさかのにし
206 01三里111 仁井田 にいだ 菖蒲谷 しょうぶだに
207 01三里111 仁井田 にいだ 大石谷 おおいしだに
208 01三里111 仁井田 にいだ 法如坊 ほうじょぼう
209 01三里111 仁井田 にいだ 和佐田 わさた
210 01三里111 仁井田 にいだ 捻ヶ端 ねじがはた
211 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ下 みやのした
212 01三里111 仁井田 にいだ 上松本 かみまつもと
213 01三里111 仁井田 にいだ 堀田 ほった
214 01三里111 仁井田 にいだ 西ノ谷 にしのたに
215 01三里111 仁井田 にいだ 北谷 きただに
216 01三里111 仁井田 にいだ 中松本 なかまつもと
217 01三里111 仁井田 にいだ 西谷 にしたに
218 01三里111 仁井田 にいだ 西谷山 にしたにやま
219 01三里111 仁井田 にいだ 神田谷 かんだたに
220 01三里111 仁井田 にいだ 村田谷 むらたたに
221 01三里111 仁井田 にいだ 滝ノ下 たきのした
222 01三里111 仁井田 にいだ 御神母 おいげ
223 01三里111 仁井田 にいだ 道添 みちぞい
224 01三里111 仁井田 にいだ 長田 ながた
225 01三里111 仁井田 にいだ 下吹井 しもふきい
226 01三里111 仁井田 にいだ 吹井 中吹井 なかふきい
227 01三里111 仁井田 にいだ 上吹井 かみふきい
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228 01三里111 仁井田 にいだ 深田 ふかた
229 01三里111 仁井田 にいだ 杭原 くいはら
230 01三里111 仁井田 にいだ 九拾九 くじゅうく
231 01三里111 仁井田 にいだ 北樟 きたくすのき
232 01三里111 仁井田 にいだ 笹ヶ端 ささがはた
233 01三里111 仁井田 にいだ 東谷 ひがしだに
234 01三里111 仁井田 にいだ 法径堂 ほうけいどう
235 01三里111 仁井田 にいだ 武市屋敷 たけちやしき
236 01三里111 仁井田 にいだ 下松本 しもまつもと
237 01三里111 仁井田 にいだ 赤坂山 あかさかやま
238 01三里111 仁井田 にいだ 実盛塚 さねもりつか
239 01三里111 仁井田 にいだ 中山 なかやま
240 01三里111 仁井田 にいだ 藪ノ下 やぶのした
241 01三里111 仁井田 にいだ 東赤坂 ひがしあかさか
242 01三里111 仁井田 にいだ 西赤坂 にしあかさか
243 01三里111 仁井田 にいだ 岩ノ元 いわのもと
244 01三里111 仁井田 にいだ 西水主 にしかこ
245 01三里111 仁井田 にいだ 中水主 なかかこ
246 01三里111 仁井田 にいだ 東水主 ひがしかこ
247 01三里111 仁井田 にいだ 裏塩田 うらしおた
248 01三里111 仁井田 にいだ 池干蕪 いけほしかぶ
249 01三里111 仁井田 にいだ 下長崎 しもながさき
250 01三里111 仁井田 にいだ 山入 やまいり
251 01三里111 仁井田 にいだ 二本松 にほんまつ
252 01三里111 仁井田 にいだ 台場 だいば
253 01三里111 仁井田 にいだ 神幸道 しんこうみち
254 01三里111 仁井田 にいだ 鉄砲山 てっぽうやま
255 01三里111 仁井田 にいだ 東山 ひがしやま
256 01三里111 仁井田 にいだ 西山 にしやま
257 01三里111 仁井田 にいだ 旭ノ出 あさひので
258 01三里111 仁井田 にいだ 東胡麻ノ谷 ひがしごまのたに
259 01三里111 仁井田 にいだ 西胡麻谷 にしごまたに
260 01三里111 仁井田 にいだ 甚兵衛谷 じんべえたに
261 01三里111 仁井田 にいだ 船倉 ふなくら
262 01三里111 仁井田 にいだ 小池 小池 こいけ
263 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ谷 みやのたに
264 01三里111 仁井田 にいだ 北挽地山 きたひきちやま
265 01三里111 仁井田 にいだ 西向イ山 にしむかいやま
266 01三里111 仁井田 にいだ 古塩田 ふるしおた
267 01三里111 仁井田 にいだ 柳ヶ谷 やなぎがたに
268 01三里111 仁井田 にいだ 地蔵ヶ端 じぞうがはた
269 01三里111 仁井田 にいだ 東中山 ひがしなかやま
270 01三里111 仁井田 にいだ 営地 えいち
271 01三里111 仁井田 にいだ 西中山 にしなかやま
272 01三里111 仁井田 にいだ 火打田 ひうちた
273 01三里111 仁井田 にいだ 葛籠ヶ谷 つづらがたに
274 01三里111 仁井田 にいだ 宮ノ北 みやのきた
275 01三里111 仁井田 にいだ 坂ノ下 さかのした
276 01三里111 仁井田 にいだ 丸山 まるやま
277 01三里111 仁井田 にいだ 坂ノ元 さかのもと
278 01三里111 仁井田 にいだ 宝満 たからまん
279 01三里111 仁井田 にいだ 畝々ヶ谷 うねうねがたに
280 01三里111 仁井田 にいだ 姥ヶ谷 うばがたに
281 01三里111 仁井田 にいだ 神母谷 いげたに
282 01三里111 仁井田 にいだ 梶分山 かじぶんやま
283 01三里111 仁井田 にいだ イノキ谷 いのきたに
284 01三里111 仁井田 にいだ 大畑山 おおはたやま
285 01三里111 仁井田 にいだ 火薬谷山 かやくたにやま
286 01三里111 仁井田 にいだ 新ヶ端 しんがはた
287 01三里111 仁井田 にいだ 西新ヶ端 にししんがはた
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288 01三里111 仁井田 にいだ 菖蒲ヶ谷 しょうぶがたに
289 01三里111 仁井田 にいだ 苅松 かりまつ
290 01三里111 仁井田 にいだ 石越 いしこし
291 01三里111 仁井田 にいだ 捻ヶ森 ねじがもり
292 01三里111 仁井田 にいだ 小谷 こたに
293 01三里111 仁井田 にいだ 日ノ前 ひのまえ
294 01三里111 仁井田 にいだ 六坂山 ろくさかやま
295 01三里111 仁井田 にいだ 北谷 きたたに
296 01三里111 仁井田 にいだ ウナゼ うなぜ
297 01三里111 仁井田 にいだ 日ノ裏 ひのうら
298 01三里111 仁井田 にいだ 堤 つつみ
299 01三里111 仁井田 にいだ 長峠 ながとうげ
300 01三里111 仁井田 にいだ 南樟 みなみくす
301 01三里111 仁井田 にいだ 笹ヶ端 ささがはた
302 01三里111 仁井田 にいだ 椎原 しいはら
303 01三里111 仁井田 にいだ 端ヅラ はしづら
304 01三里111 仁井田 にいだ 三ヶ森 みつがもり
305 01三里111 仁井田 にいだ 並松 なみまつ
306 01三里111 仁井田 にいだ 西ノ野 にしのの
307 01三里111 仁井田 にいだ 玉見塚 たまみつか
308 01三里111 仁井田 にいだ 曙野 あけぼのの
309 01三里111 仁井田 にいだ 産田 おぶた
310 01三里111 仁井田 にいだ 甘蔗（木偏）畑 かんしょ（きへん）はた
311 01三里111 仁井田 にいだ 中洲 なかす
312 01三里111 仁井田 にいだ 歯朶崎 しださき
313 01三里111 仁井田 にいだ 朝日ヶ丘 あさひがおか
314 01三里112 種崎 たねざき 赤井 あかい
315 01三里112 種崎 たねざき 板倉 いたくら
316 01三里112 種崎 たねざき 勘洲堀 かんすほり
317 01三里112 種崎 たねざき 蛭子ノ松 えびすのまつ
318 01三里112 種崎 たねざき 浦ノ町 うらのまち
319 01三里112 種崎 たねざき 袋町 ふくろまち
320 01三里112 種崎 たねざき 一本松 いっぽんまつ
321 01三里112 種崎 たねざき 地蔵辻 じぞうつじ
322 01三里112 種崎 たねざき 御神母 おいげ
323 01三里112 種崎 たねざき 横町 よこまち
324 01三里112 種崎 たねざき 下桃園 しもとうえん
325 01三里112 種崎 たねざき 上桃園 かみとうえん
326 01三里112 種崎 たねざき 新知 しんち
327 01三里112 種崎 たねざき 下エ しもえ
328 01三里112 種崎 たねざき 上エ かみえ
329 01三里112 種崎 たねざき 寺ノ下 てらのした
330 01三里112 種崎 たねざき 平島屋敷 ひらしまやしき
331 01三里112 種崎 たねざき 畠庵 はたいおり
332 01三里112 種崎 たねざき 古桑野 ふるくわの
333 01三里112 種崎 たねざき 下元山 しももとやま
334 01三里112 種崎 たねざき 貴船ノ森 きふねのもり
335 01三里112 種崎 たねざき 今雑喉場 いまざこば
336 01三里112 種崎 たねざき 赤松 あかまつ
337 01三里112 種崎 たねざき 古頂本寺 ふるちょうもとじ
338 01三里112 種崎 たねざき 樫原 かしはら
339 01三里112 種崎 たねざき 下千本松 しもせんぼんまつ
340 01三里112 種崎 たねざき 辺路家松 へんろいえまつ
341 01三里112 種崎 たねざき 箒野 ほうきの
342 01三里112 種崎 たねざき 塩屋ノ松 しおやのまつ
343 01三里112 種崎 たねざき 古網場 ふるあみば
344 01三里112 種崎 たねざき 塩尻 しおじり
345 01三里112 種崎 たねざき 新崎 しんざき
346 01三里112 種崎 たねざき 千本松 せんぼんまつ
347 01三里112 種崎 たねざき 久方 くかた
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1 01三里113 池 いけ 上逢坂 かみおおさか
2 01三里113 池 いけ 鹿ヶ谷 しかがたに
3 01三里113 池 いけ 下逢坂 しもおおさか
4 01三里113 池 いけ 谷田 たにだ
5 01三里113 池 いけ 梨浦 なしうら
6 01三里113 池 いけ 西谷 にしだに
7 01三里113 池 いけ 東谷 ひがしだに
8 01三里113 池 いけ 笹ヶ端 ささがはた
9 01三里113 池 いけ 飛雁田 ひがんた
10 01三里113 池 いけ 苅松 かりまつ
11 01三里113 池 いけ 石越 いしこえ
12 01三里113 池 いけ 池内谷 いけうちたに
13 01三里113 池 いけ 上黒坪 かみくろつぼ
14 01三里113 池 いけ 富満畝 ふまんうね
15 01三里113 池 いけ 中黒坪 なかくろつぼ
16 01三里113 池 いけ 矢井谷 やいたに
17 01三里113 池 いけ 八木谷 やぎたに
18 01三里113 池 いけ 下黒坪 しもくろつぼ
19 01三里113 池 いけ 蒲浦 がまうら
20 01三里113 池 いけ 遅越 おそごえ
21 01三里113 池 いけ 金ヶ淵 かながふち
22 01三里113 池 いけ 東仲洲 ひがしなかす
23 01三里113 池 いけ 姥ケ懐 うばがふところ
24 01三里113 池 いけ 榎ヶ鼻 えのきがはな
25 01三里113 池 いけ 西仲洲 にしなかす
26 01三里113 池 いけ 大浦 おおうら
27 01三里113 池 いけ 白メ石 しらめいし
28 01三里113 池 いけ 尼御前 あまごぜん
29 01三里113 池 いけ 介良廻 けらまわり
30 01三里113 池 いけ 破濤 はとう
31 01三里113 池 いけ 水谷 みずたに
32 01三里113 池 いけ 不破 ふば
33 01三里113 池 いけ 芋頭 いもがしら
34 01三里113 池 いけ 東双田 ひがしそうた
35 01三里113 池 いけ 水戸代 みとだい
36 01三里113 池 いけ 田島 たじま
37 01三里113 池 いけ 桜田 さくらだ
38 01三里113 池 いけ 亜都嘉里 あつかり
39 01三里113 池 いけ 法師崎 ほっしさき
40 01三里113 池 いけ 大門 おおもん
41 01三里113 池 いけ 西屋舗 にしやしき
42 01三里113 池 いけ 門田 かどた
43 01三里113 池 いけ 御北 ごほく
44 01三里113 池 いけ 宮門 みやもん
45 01三里113 池 いけ 鬼ヶ谷 おにがたに
46 01三里113 池 いけ 小鬼ヶ谷 こおにがたに
47 01三里113 池 いけ 西双田 にしそうた
48 01三里113 池 いけ 千原 ちはら
49 01三里113 池 いけ 鵜ヶ礁 うがはえ
50 01三里113 池 いけ 見野越 みのこし
51 01三里113 池 いけ 安祥寺 あんしょうじ
52 01三里113 池 いけ 仲屋敷 なかやしき
53 01三里113 池 いけ 鬼ヶ内 おにがうち
54 01三里113 池 いけ 北谷 きただに
55 01三里113 池 いけ 西之谷 にしのたに
56 01三里113 池 いけ 麦尻 むぎじり
57 01三里113 池 いけ 井上 いのうえ
58 01三里113 池 いけ 山入 やまいり
59 01三里113 池 いけ 木ノ子 きのね
60 01三里113 池 いけ 井根 いね
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61 01三里113 池 いけ 長田 ながた
62 01三里113 池 いけ 西砂地 にしすなち
63 01三里113 池 いけ 東砂地 ひがしすなち
64 01三里113 池 いけ 住吉 すみよし
65 01三里113 池 いけ 堀越 ほりこし
66 01三里113 池 いけ 飛雁田山 ひがんだやま
67 01三里113 池 いけ 富満瀬 ふまんせ
68 01三里113 池 いけ 蒲ヶ浦 がまがうら
69 01三里113 池 いけ 大浦山 おおうらやま
70 01三里113 池 いけ 白目石 しらめいし
71 01三里113 池 いけ 引船 ひきふね
72 01三里113 池 いけ 丸畑 まるはた
73 01三里113 池 いけ 藻ヶ端 もがはた
74 01三里113 池 いけ 波濤山 はとうやま
75 01三里113 池 いけ 芋頭山 いもがしらやま
76 01三里113 池 いけ 平畑山 ひらはたやま
77 01三里113 池 いけ 水戸代山 みとしろやま
78 01三里113 池 いけ 東田島山 ひがしたじまやま
79 01三里113 池 いけ 西田島山 にしたじまやま
80 01三里113 池 いけ 桜田山 さくらだやま
81 01三里113 池 いけ 門前山 もんぜんやま
82 01三里113 池 いけ 鬼ヶ山 おにがやま
83 01三里113 池 いけ 千原山 ちはらやま
84 01三里113 池 いけ 谷屋敷山 たにやしきやま
85 01三里113 池 いけ 城門 じょうもん
86 01三里113 池 いけ 西ノ口 にしのくち
87 01三里113 池 いけ 御畑 ごばた
88 01三里113 池 いけ 羽添 はぞえ
89 01三里113 池 いけ 上宮林 かみみやばやし
90 01三里113 池 いけ 椋木谷 むくきたに
91 01三里113 池 いけ 南天谷 なんてんたに
92 01三里113 池 いけ 北谷山 きたたにやま
93 01三里113 池 いけ 西谷山 にしたにやま
94 01三里113 池 いけ 大田山 おおたやま
95 01三里113 池 いけ 鬼ヶ添 おにがぞえ
96 01三里113 池 いけ 岩伏山 いわふしやま
97 01三里113 池 いけ 深田 ふかた
98 01三里113 池 いけ 膳所ヶ谷 ぜんしょがたに
99 01三里113 池 いけ 針ノ木 はりのき
100 01三里113 池 いけ 干布山 ほしぬのやま
101 01三里113 池 いけ 三反田 さんたんだ
102 01三里113 池 いけ 仲田 なかた
103 01三里113 池 いけ 大平山 大平山 おおひらやま
104 01三里113 池 いけ 夏苅 なつかり
105 01三里113 池 いけ 稲屋山 いなややま
106 01三里113 池 いけ 住吉林 すみよしりん
107 01三里113 池 いけ 出津 でづ
362 02五台山121 五台山 ごだいさん 法如坊 ほうじょぼう
363 02五台山121 五台山 ごだいさん 八助汐田 はちすけしおた
364 02五台山121 五台山 ごだいさん 追割汐田 おいわりしおた
365 02五台山121 五台山 ごだいさん 五郎右衛門井表 ごろううえもんいおもて
366 02五台山121 五台山 ごだいさん 一祐裏汐田 いちゆううらしおた
367 02五台山121 五台山 ごだいさん 五郎右衛門汐田 ごろううえもんしおた
368 02五台山121 五台山 ごだいさん 一祐表汐田 いちゆうおもてしおた
369 02五台山121 五台山 ごだいさん 才助汐田 さいすけしおた
370 02五台山121 五台山 ごだいさん 西南頭 にしみなみかしら
371 02五台山121 五台山 ごだいさん 清助汐田 せいすけしおた
372 02五台山121 五台山 ごだいさん 樋裏汐田 ひうらしおた
373 02五台山121 五台山 ごだいさん 本割汐田 ほんわりしおた
374 02五台山121 五台山 ごだいさん 東南頭 ひがしみなみかしら
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375 02五台山121 五台山 ごだいさん 広瀬汐田 ひろせしおた
376 02五台山121 五台山 ごだいさん 影裏汐田 かげうらしおた
377 02五台山121 五台山 ごだいさん 横江汐田 よこえしおた
378 02五台山121 五台山 ごだいさん 甚左衛門汐田 じんさえもんしおた
379 02五台山121 五台山 ごだいさん 裏勝部 うらかつべ
380 02五台山121 五台山 ごだいさん 勝部表汐田 かつべおもてしおた
381 02五台山121 五台山 ごだいさん 小岩崎汐田 こいわさきしおた
382 02五台山121 五台山 ごだいさん 丸場汐田 まるばしおた
383 02五台山121 五台山 ごだいさん 上長場汐田 かみながばしおた
384 02五台山121 五台山 ごだいさん 五丁地汐田 ごちょうちしおた
385 02五台山121 五台山 ごだいさん 札地汐田 ふだちしおた
386 02五台山121 五台山 ごだいさん 下長場汐田 しもながばしおた
387 02五台山121 五台山 ごだいさん 札地裏汐田 ふだちうらしおた
388 02五台山121 五台山 ごだいさん 清左衛門汐田 せいさえもんしおた
389 02五台山121 五台山 ごだいさん 外丸場汐田 そとまるばしおた
390 02五台山121 五台山 ごだいさん 東崎汐田 とうざきしおた
391 02五台山121 五台山 ごだいさん 金田汐田 かねだしおた
392 02五台山121 五台山 ごだいさん 三丁田汐田 さんちょうだしおた
393 02五台山121 五台山 ごだいさん 堀汐田 ほりしおた
394 02五台山121 五台山 ごだいさん 金田西ノ丸 かねだにしのまる
395 02五台山121 五台山 ごだいさん 権左衛門 ごんさえもん
396 02五台山121 五台山 ごだいさん 鷺ヶ浦 さぎがうら
397 02五台山121 五台山 ごだいさん 伝三郎 でんざぶろう
398 02五台山121 五台山 ごだいさん 椎ノ木 しいのき
399 02五台山121 五台山 ごだいさん 倉谷 倉谷竜王下 くらたにりゅうおおした
400 02五台山121 五台山 ごだいさん 天神前山添 てんじんまえやまぞえ
401 02五台山121 五台山 ごだいさん 倉谷 東倉谷 ひがしくらたに
402 02五台山121 五台山 ごだいさん 倉谷 西倉谷汐田 にしくらたにしおた
403 02五台山121 五台山 ごだいさん 鳴谷 鳴谷汐田 なるたにしおた
404 02五台山121 五台山 ごだいさん 住吉前 すみよしまえ
405 02五台山121 五台山 ごだいさん 鳴谷 鳴谷観音堂奥ノ谷 なるたにかんのんどうおくのたに

406 02五台山121 五台山 ごだいさん 坂本 坂本ノ部 さかもとのべ
407 02五台山121 五台山 ごだいさん 八町西ノ部 はっちょうにしのべ
408 02五台山121 五台山 ごだいさん 三ツ石 三ツ石ノ部 みついしのぶ
409 02五台山121 五台山 ごだいさん 法師ノ部 ほっしのぶ
410 02五台山121 五台山 ごだいさん 竹林寺境内 ちくりんじけいだい
411 02五台山121 五台山 ごだいさん 大島ノ部 おおしまのぶ
412 02五台山121 五台山 ごだいさん 長江 長江 ながえ
413 02五台山121 五台山 ごだいさん 福浦 内福浦 うちふくうら
414 02五台山121 五台山 ごだいさん 福浦 外福浦 そとふくうら
415 02五台山121 五台山 ごだいさん 弥六ヶ岬 やろくがみさき
416 02五台山121 五台山 ごだいさん 早稲田谷 わせだたに
417 02五台山121 五台山 ごだいさん 西神ノ木谷 にしかみのきたに
418 02五台山121 五台山 ごだいさん 中神ノ木谷 なかかみのきたに
419 02五台山121 五台山 ごだいさん 黒崎 くろさき
420 02五台山121 五台山 ごだいさん 西谷 にしたに
421 02五台山121 五台山 ごだいさん 黒崎東谷 くろさきひがしたに
422 02五台山121 五台山 ごだいさん 櫃屋谷 ひつやたに
423 02五台山121 五台山 ごだいさん 小岩崎汐田 こいわさきしおた
424 02五台山121 五台山 ごだいさん 追割汐田 おいわりしおた
425 02五台山121 五台山 ごだいさん 大島山ノ部 おおしまやまのぶ
426 02五台山121 五台山 ごだいさん 水ヶ浦東谷 みずがうらひがしたに
427 02五台山121 五台山 ごだいさん 水ヶ浦西谷 みずがうらにしたに
428 02五台山121 五台山 ごだいさん 四方崎 しほうざき
429 02五台山121 五台山 ごだいさん 影浦 かげうら
430 02五台山121 五台山 ごだいさん 唐谷 唐谷 からたに
431 02五台山121 五台山 ごだいさん 八重手 やえしゅ
432 02五台山121 五台山 ごだいさん 大張木 おおはりき
433 02五台山121 五台山 ごだいさん 山屋敷 やまやしき
434 02五台山121 五台山 ごだいさん 新地 しんち
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435 02五台山121 五台山 ごだいさん 大張木西ノ谷 おおはりきにしのたに
436 02五台山121 五台山 ごだいさん 一祐 いちゆう
437 02五台山121 五台山 ごだいさん 二反田 にたんだ
438 02五台山121 五台山 ごだいさん 東黒崎 ひがしくろさき
439 02五台山121 五台山 ごだいさん 西黒崎 にしくろさき
440 02五台山121 五台山 ごだいさん 柳ヶ礁 なやぎがはえ
441 02五台山121 五台山 ごだいさん 神ヶ谷 かみがたに
442 02五台山121 五台山 ごだいさん 和佐田 わさだ
443 02五台山121 五台山 ごだいさん 大石谷 おおいしたに
444 02五台山121 五台山 ごだいさん 破澗土 はかんど
445 02五台山121 五台山 ごだいさん 新山 しんやま
446 02五台山121 五台山 ごだいさん 黒崎 くろさき
447 02五台山121 五台山 ごだいさん サフガタヲ さふがたを
448 02五台山121 五台山 ごだいさん 千度里 せんどり
449 02五台山121 五台山 ごだいさん 水ヶ浦山 みずがうらやま
450 02五台山121 五台山 ごだいさん 影浦山 かげうらやま
451 02五台山121 五台山 ごだいさん 葛目山 くずめやま
452 02五台山121 五台山 ごだいさん 八重手山 やえてやま
453 02五台山121 五台山 ごだいさん 大張木山 おおはりきやま
454 02五台山121 五台山 ごだいさん 大庭山 おおばやま
455 02五台山121 五台山 ごだいさん 新地山 しんちやま
456 02五台山121 五台山 ごだいさん 大張木西谷山 おおはりきにしたにやま
457 02五台山121 五台山 ごだいさん 二反田山 にたんだやま
458 02五台山121 五台山 ごだいさん 東黒崎山 ひがしくろさきやま
459 02五台山121 五台山 ごだいさん 西黒崎山 にしくろさきやま
460 02五台山121 五台山 ごだいさん 柳ヶ礁山 やなぎがはえやま
461 02五台山121 五台山 ごだいさん 東神ヶ谷山 ひがしかみがたにやま
462 02五台山121 五台山 ごだいさん 西神ヶ谷山 にしかみがたにやま
463 02五台山121 五台山 ごだいさん 外ノ丸汐田 そとのまるしおた
464 02五台山121 五台山 ごだいさん タナスカ たなすか
348 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 磯坂 いそさか
349 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 西崎 にしざき
350 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 神母 いげ
351 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 大島岬 おおしまみさき
352 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 雨花巖 あめはないわお
353 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 古寺 こでら
354 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 大崎 おおさき
355 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 小一宮 こいちみや
356 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 離田 はなれた
357 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 樽谷 たるたに
358 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 中谷 なかたに
359 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 大谷 おおたに
360 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 玄夫島 げんふしま
361 02五台山122 吸江 ぎゅうこう 吸江山 ぎゅうこうやま
465 02五台山123 屋頭 やがしら 立石北ノ丸 たていしきたのまる
466 02五台山123 屋頭 やがしら 虎屋ノ丸 とらやのまる
467 02五台山123 屋頭 やがしら 岩ノ丸 いわのまる
468 02五台山123 屋頭 やがしら 立石南ノ丸 たていしみなみのまる
469 02五台山123 屋頭 やがしら 丸山分 まるやまぶん
470 02五台山123 屋頭 やがしら 追割 おいわり
471 02五台山123 屋頭 やがしら 北追割 きたおいわり
472 02五台山123 屋頭 やがしら 北四町田 きたよんちょうた
473 02五台山123 屋頭 やがしら 南四町田 みなみよんまちだ
474 02五台山123 屋頭 やがしら 新木 しんき
475 02五台山123 屋頭 やがしら 古堤倒 ふるつつみたおれ
476 02五台山123 屋頭 やがしら 東屋頭堀明 ひがしやがしらほりあけ
477 02五台山123 屋頭 やがしら 椎原丸 しいはらまる
478 03高須111 高須 たかす 田辺島 田辺島塩走開南ノ丸 たなべしましおはしひらきみなみのまる

479 03高須111 高須 たかす 田辺島塩走開北ノ丸 たなべしましおはしひらききたのまる

480 03高須111 高須 たかす 平左衛門汐田 へいさえもんしおた
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481 03高須111 高須 たかす 長場江北ノ丸 ちょうばえきたのまる
482 03高須111 高須 たかす 佐右衛門塩田北ノ丸 さうえもんしおたきたのまる

483 03高須111 高須 たかす 長場江塩田南ノ丸 ちょうばえしおたみなみのまる

484 03高須111 高須 たかす 佐右衛門塩田南ノ丸 さうえもんしおたみなみのまる

485 03高須111 高須 たかす 油屋汐田西ノ丸 あぶらやしおたにしのまる

486 03高須111 高須 たかす 油屋汐田東ノ丸 あぶらやしおたひがしのまる

487 03高須111 高須 たかす 高須山屋敷 たかすやまやしき
488 03高須111 高須 たかす 六塩田 ろくしおた
489 03高須111 高須 たかす 古川塩田北ノ丸 ふるかわしおたきたのまる

490 03高須111 高須 たかす 古川塩田南ノ丸 ふるかわしおたみなみのまる

491 03高須111 高須 たかす 高須北ノ丸塩田 たかすきたのまるしおた
492 03高須111 高須 たかす 高須塩田東ノ丸 たかすしおたひがしのまる

493 03高須111 高須 たかす 高須塩田西ノ丸 たかすしおたにしのまる
494 03高須111 高須 たかす 八町地西ノ丸 はっちょうちにしのまる
495 03高須111 高須 たかす 八町地東ノ丸 はっちょうちひがしのまる

496 03高須111 高須 たかす 南八町地塩田 みなみはっちょうちしおた

497 03高須111 高須 たかす 大谷前汐田 おおたにまえしおた
498 03高須111 高須 たかす 絶海前汐田 ぜっかいまえしおた
499 03高須111 高須 たかす 大谷 大谷 おおたに
500 03高須111 高須 たかす 西崎 にしざき
501 03高須111 高須 たかす 離田 はなれた
502 03高須111 高須 たかす 絶海 絶海 ぜっかい
503 03高須111 高須 たかす 樽谷 たるたに
504 03高須111 高須 たかす 中谷 なかたに
505 03高須111 高須 たかす 岳ノ下 たけのした
506 03高須111 高須 たかす 大谷 おおたに
507 03高須111 高須 たかす 大島 大島ノ部 おおしまのぶ
508 03高須111 高須 たかす 大谷西崎 おおたににしざき
509 03高須111 高須 たかす 沖須賀 おきすが
510 03高須111 高須 たかす 西ノ丸汐田南ノ丸 にしのまるしおたみなみのまる

511 03高須111 高須 たかす 西ノ丸汐田東ノ丸 にしのまるしおたひがしのまる

512 03高須111 高須 たかす 西ノ丸汐田北ノ丸 にしのまるしおたきたのまる

513 03高須111 高須 たかす 葛島 葛島山廻り かずらしまやままわり
514 03高須111 高須 たかす 葛島 葛島須賀畑 かずらしますがはたけ
515 03高須111 高須 たかす 高須山 たかすやま
516 03高須111 高須 たかす 葛島 葛島山 かずらしまやま
517 03高須111 高須 たかす 南大汐田 みなみおおしおた
518 03高須111 高須 たかす 曽田 そた
519 03高須111 高須 たかす 六汐田 ろくしおた
520 03高須111 高須 たかす 岩田 いわた
521 03高須111 高須 たかす 唐箕田 とうみた
4458 04大津111 大津 おおつ 石貝 いしかい
4459 04大津111 大津 おおつ 間谷 はざまたに
4460 04大津111 大津 おおつ 大笠 おおかさ
4461 04大津111 大津 おおつ 和田 わだ
4462 04大津111 大津 おおつ 北馬場 きたばば
4463 04大津111 大津 おおつ 車ヶ元 くるまがもと
4464 04大津111 大津 おおつ 谷 たに
4465 04大津111 大津 おおつ 蛇頭 じゃかしら
4466 04大津111 大津 おおつ 橋詰 はしづめ
4467 04大津111 大津 おおつ 五反地 ごたんち
4468 04大津111 大津 おおつ 寺前 てらまえ
4469 04大津111 大津 おおつ 長崎 ながさき
4470 04大津111 大津 おおつ 産田 おぶた
4471 04大津111 大津 おおつ 一円 いちえん
4472 04大津111 大津 おおつ 池田 いけだ
4473 04大津111 大津 おおつ 京免 きょうめん
4474 04大津111 大津 おおつ 三反田 さんたんた
4475 04大津111 大津 おおつ 善福寺 ぜんぷくじ
4476 04大津111 大津 おおつ 池頭 いけかしら
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4477 04大津111 大津 おおつ 一反八代 いったんはちだい
4478 04大津111 大津 おおつ 秋吉 あきよし
4479 04大津111 大津 おおつ 鴨巣 かもす
4480 04大津111 大津 おおつ 穂咲田 ほさきた
4481 04大津111 大津 おおつ 立場 たちば
4482 04大津111 大津 おおつ 国東 くにさき
4483 04大津111 大津 おおつ 宮地 みやち
4484 04大津111 大津 おおつ 関ノ本 せきのもと
4485 04大津111 大津 おおつ 大富 おおとみ
4486 04大津111 大津 おおつ 菰田 まこもた
4487 04大津111 大津 おおつ 樋詰 ひつめ
4488 04大津111 大津 おおつ 八反田 はったんた
4489 04大津111 大津 おおつ 平田 ひらた
4490 04大津111 大津 おおつ 花蔵坊 はなくらぼう
4491 04大津111 大津 おおつ 尾目路 おめじ
4492 04大津111 大津 おおつ 神ノ木 かみのき
4493 04大津111 大津 おおつ 寺添 てらぞえ
4494 04大津111 大津 おおつ 矢取田 やとりた
4495 04大津111 大津 おおつ 木ノ下 きのした
4496 04大津111 大津 おおつ 川久保 かわくぼ
4497 04大津111 大津 おおつ 島屋敷 しまやしき
4498 04大津111 大津 おおつ 石橋 いしばし
4499 04大津111 大津 おおつ 屋敷田 やしきた
4500 04大津111 大津 おおつ 榎ノ元 えのきのもと
4501 04大津111 大津 おおつ 大黒田 だいこくた
4502 04大津111 大津 おおつ 松井 まつい
4503 04大津111 大津 おおつ 田中 たなか
4504 04大津111 大津 おおつ 壱町田 いっちょうた
4505 04大津111 大津 おおつ 大上祐乗 だいじょうゆうのり
4506 04大津111 大津 おおつ 廿枝 はたえだ
4507 04大津111 大津 おおつ 南ヶ岡 みなみがおか
4508 04大津111 大津 おおつ 大角 だいかく
4509 04大津111 大津 おおつ 久武 ひさたけ
4510 04大津111 大津 おおつ 右近 うこん
4511 04大津111 大津 おおつ 柳瀬 やなぎせ
4512 04大津111 大津 おおつ 北枝 きたえだ
4513 04大津111 大津 おおつ 依光 よりみつ
4514 04大津111 大津 おおつ 勘助 かんすけ
4515 04大津111 大津 おおつ 戸尻 とじり
4516 04大津111 大津 おおつ 恵美寿 えびす
4517 04大津111 大津 おおつ 吉村 よしむら
4518 04大津111 大津 おおつ 中村 なかむら
4519 04大津111 大津 おおつ アチヤガキ あちやがき
4520 04大津111 大津 おおつ 西大戸 にしおおと
4521 04大津111 大津 おおつ 本ノ丸 もとのまる
4522 04大津111 大津 おおつ 東堀 ひがしほり
4523 04大津111 大津 おおつ 本ノ尾 もとのお
4524 04大津111 大津 おおつ 城 しろ
4525 04大津111 大津 おおつ 堀淵 ほりふち
4526 04大津111 大津 おおつ 金子 かねこ
4527 04大津111 大津 おおつ 野村 のむら
4528 04大津111 大津 おおつ 三本松 さんぼんまつ
4529 04大津111 大津 おおつ 東谷 ひがしたに
4530 04大津111 大津 おおつ 大奈路 おおなろ
4531 04大津111 大津 おおつ 小奈路 こなろ
4532 04大津111 大津 おおつ 御手洗 みたらい
4533 04大津111 大津 おおつ 六良 ろくろう
4534 04大津111 大津 おおつ 西谷 にしたに
4535 04大津111 大津 おおつ 立石 たていし
4536 04大津111 大津 おおつ 角陣 かくじん
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4537 04大津111 大津 おおつ 峠谷 とうげたに
4538 04大津111 大津 おおつ 蔵福寺 ぞうふくじ
4539 04大津111 大津 おおつ 一谷 いちたに
4540 04大津111 大津 おおつ 吉田 よしだ
4541 04大津111 大津 おおつ 大門 だいもん
4542 04大津111 大津 おおつ 湯ノ山 ゆのやま
4543 04大津111 大津 おおつ 川内 かわうち
4544 04大津111 大津 おおつ 飛鳥山 あすかやま
4545 04大津111 大津 おおつ 篩ヶ森 ふるいがもり
4546 04大津111 大津 おおつ 薄ヶ原 うすがはら
4547 04大津111 大津 おおつ 向平 むかいひら
4548 04大津111 大津 おおつ 大岩下 おおいわした
4549 04大津111 大津 おおつ 丹後 たんご
4550 04大津111 大津 おおつ 法随 ほうずい
4551 04大津111 大津 おおつ 笠松 かさまつ
4552 04大津111 大津 おおつ 鳴ヶ撓 なるがどう
4553 04大津111 大津 おおつ 長崎 ながさき
4554 04大津111 大津 おおつ 三ノ丸 さんのまる
4555 04大津111 大津 おおつ 二ノ丸 にのまる
4556 04大津111 大津 おおつ 宝亀山 ほうきやま
4557 04大津111 大津 おおつ 覗岩 のぞきいわ
4558 04大津111 大津 おおつ 霧ヶ峰 きりがみね
4559 04大津111 大津 おおつ 峠 とうげ
4560 04大津111 大津 おおつ 峠脇 とうげわき
4561 04大津111 大津 おおつ 相生 あいおい
4562 04大津111 大津 おおつ 備後岩 びんごいわ
4563 04大津111 大津 おおつ 塚ノ本 つかのもと
4564 04大津111 大津 おおつ 六良ヶ森 ろくろうヶもり
4565 04大津111 大津 おおつ 大谷 おおたに
4566 04大津111 大津 おおつ 高天原 たかまがはら
4567 04大津111 大津 おおつ 三ノ塚 さんのつか
4568 04大津111 大津 おおつ 庵ヶ谷 いおりがたに
4569 04大津111 大津 おおつ 走岩 はしりいわ
4570 04大津111 大津 おおつ 仙国 せんこく
4571 04大津111 大津 おおつ 小林 こばやし
4572 04大津111 大津 おおつ 蒔谷 まきたに
4573 04大津111 大津 おおつ アンシヤ あんしや
4574 04大津111 大津 おおつ 橋本 はしもと
4575 04大津111 大津 おおつ 加納戸 かのうと
4576 04大津111 大津 おおつ 樋ノ口 ひのくち
4577 04大津111 大津 おおつ 車ヶ元 くるまがもと
4578 04大津111 大津 おおつ 尾﨑 おざき
4579 04大津111 大津 おおつ 岩崎 いわさき
4580 04大津111 大津 おおつ 勇仙谷 ゆうせんごく
4581 04大津111 大津 おおつ 庵ヶ谷 いおりがたに
4582 04大津111 大津 おおつ 庵屋敷 いおりやしき
4583 04大津111 大津 おおつ 長谷出 ながたにで
4584 04大津111 大津 おおつ 船戸 ふなと
4585 04大津111 大津 おおつ 麻呂橋 まろはし
4586 04大津111 大津 おおつ 松ヶ本 まつがもと
4587 04大津111 大津 おおつ 與市兵衛 よいちへえ
4588 04大津111 大津 おおつ 鴻ヶ谷 こうがたに
4589 04大津111 大津 おおつ 見ノ越 みのこし
4590 04大津111 大津 おおつ 中沢 なかざわ
4591 04大津111 大津 おおつ 町屋敷 まちやしき
4592 04大津111 大津 おおつ 次郎丸 じろうまる
4593 04大津111 大津 おおつ 天神 てんじん
4594 04大津111 大津 おおつ 馬淵山 まぶちやま
4595 04大津111 大津 おおつ 林ノ谷 はやしのたに
4596 04大津111 大津 おおつ 郷ヶ谷 ごうがたに
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4597 04大津111 大津 おおつ 石ヶ本 いしがもと
4598 04大津111 大津 おおつ 板井崎 いたいさき
4599 04大津111 大津 おおつ 奥山田 おくやまだ
4600 04大津111 大津 おおつ 小石ヶ本 こいしがもと
4601 04大津111 大津 おおつ 当田 とうた
4602 04大津111 大津 おおつ 堤ヶ裏 つつみがうら
4603 04大津111 大津 おおつ 刎ヶ前 はねがまえ
4604 04大津111 大津 おおつ 井流田 いるた
4605 04大津111 大津 おおつ 北井流ヶ内 きたいるがうち
4606 04大津111 大津 おおつ 大石ヶ本 おおいしがもと
4607 04大津111 大津 おおつ 南井流ヶ内 みなみいるがうち
4608 04大津111 大津 おおつ 垣内 かきうち
4609 04大津111 大津 おおつ 切抜 きりぬき
4610 04大津111 大津 おおつ 清水 しみず
4611 04大津111 大津 おおつ 前田名 まえだみょう
4612 04大津111 大津 おおつ 山ヶ崎 やまがさき
4613 04大津111 大津 おおつ 山根 やまね
4614 04大津111 大津 おおつ 丸山分 まるやまぶん
4615 04大津111 大津 おおつ 五反田 ごたんだ
4616 04大津111 大津 おおつ 寺分 てらぶん
4617 04大津111 大津 おおつ 南塩田 みなみしおた
4618 04大津111 大津 おおつ 中古潮田 なかこしおた
4619 04大津111 大津 おおつ 東古潮田 ひがしこしおた
4620 04大津111 大津 おおつ 鎧岩 よろいいわ
4621 04大津111 大津 おおつ 源兵衛分 げんへえぶん
4622 04大津111 大津 おおつ 西古潮田 にしこしおた
4623 04大津111 大津 おおつ 鹿児ヶ崎 かこがさき
4624 04大津111 大津 おおつ 宮ノ前 みやのまえ
4625 04大津111 大津 おおつ 材木置場 ざいもくおきば
4626 04大津111 大津 おおつ 外稗尻 そとひえしり
4627 04大津111 大津 おおつ 島崎分 しまざきぶん
4628 04大津111 大津 おおつ 稗尻 ひえじり
4629 04大津111 大津 おおつ 東千檀ノ木 ひがしせんだんのき
4630 04大津111 大津 おおつ 黒田 くろた
4631 04大津111 大津 おおつ 築地 つきじ
4632 04大津111 大津 おおつ 西千檀ノ木 にしせんだんのき
4633 04大津111 大津 おおつ 手熊 てくま
4634 04大津111 大津 おおつ 裏円瀬分 うらえんせぶん
4635 04大津111 大津 おおつ 表円瀬分 おもてえんせぶん
4636 04大津111 大津 おおつ 立割 たてわり
4637 04大津111 大津 おおつ 南光祐 みなみひかりゆう
4638 04大津111 大津 おおつ 治部塩田 じぶしおた
4639 04大津111 大津 おおつ 沖ノ前 おきのまえ
4640 04大津111 大津 おおつ 北光祐 きたひかりゆう
4641 04大津111 大津 おおつ 垣間 かきま
4642 04大津111 大津 おおつ 芝田 しばた
4643 04大津111 大津 おおつ 海老ヶ越 えびがこし
4644 04大津111 大津 おおつ 向屋敷 むかいやしき
4645 04大津111 大津 おおつ 下布 しもぬの
4646 04大津111 大津 おおつ 長瀬 ながせ
4647 04大津111 大津 おおつ 南四反田 みなみよんたんた
4648 04大津111 大津 おおつ 西溝無 にしみぞなし
4649 04大津111 大津 おおつ 東溝無 ひがしみぞなし
4650 04大津111 大津 おおつ 八反田 はったんた
4651 04大津111 大津 おおつ 九ノ坪 きゅうのつぼ
4652 04大津111 大津 おおつ 西四ノ坪 にしよんのつぼ
4653 04大津111 大津 おおつ 東四ノ坪 ひがしよんのつぼ
4654 04大津111 大津 おおつ 南分土居 みなみぶんどい
4655 04大津111 大津 おおつ シダレ柳 しだれやなぎ
4656 04大津111 大津 おおつ 中須賀 なかすが
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4657 04大津111 大津 おおつ 依光 よりみつ
4658 04大津111 大津 おおつ 後田 うしろた
4659 04大津111 大津 おおつ 向川原 むかいかわら
4660 04大津111 大津 おおつ 中村川原 なかむらかわら
4661 04大津111 大津 おおつ 杉ヶ本 すぎがもと
4662 04大津111 大津 おおつ 東町田 ひがしまちた
4663 04大津111 大津 おおつ 古門 ふるもん
4664 04大津111 大津 おおつ 廿枝 はたえだ
4665 04大津111 大津 おおつ 隼人分 はやとぶん
4666 04大津111 大津 おおつ 廿五代 にじゅうごだい
4667 04大津111 大津 おおつ 四十三代 よんじゅうさんだい
4668 04大津111 大津 おおつ 下見 したみ
4669 04大津111 大津 おおつ 中河内 なかかわち
4670 04大津111 大津 おおつ 四十二代 よんじゅうにだい
4671 04大津111 大津 おおつ モトヲリ もとをり
4672 04大津111 大津 おおつ 西町田 にしまちた
4673 04大津111 大津 おおつ 水門 すいもん
4674 04大津111 大津 おおつ 竹林 ちくりん
4675 04大津111 大津 おおつ 北今土居 きたいまどい
4676 04大津111 大津 おおつ 東菰田 ひがしこもだ
4677 04大津111 大津 おおつ 草切 くさきり
4678 04大津111 大津 おおつ 大目 おおめ
4679 04大津111 大津 おおつ 千行 せんぎょう
4680 04大津111 大津 おおつ 御姥分 おうばぶん
4681 04大津111 大津 おおつ 中菰田 なかこもた
4682 04大津111 大津 おおつ 南千行 みなみせんぎょう
4683 04大津111 大津 おおつ 永楽 えいらく
4684 04大津111 大津 おおつ 裏窪塩田 うらくぼしおた
4685 04大津111 大津 おおつ 西菰田 にしこもだ
4686 04大津111 大津 おおつ 東平クロ ひがしひらくろ
4687 04大津111 大津 おおつ 西平クロ にしひらくろ
4688 04大津111 大津 おおつ 窪塩田 くぼしおた
4689 04大津111 大津 おおつ 広瀬 ひろせ
4690 04大津111 大津 おおつ 上川喩（下に心） かみかわゆ
4691 04大津111 大津 おおつ 菱池喩（下に心） ひしいけゆ
4692 04大津111 大津 おおつ 芳ヶ久保 ほうがくぼ
4693 04大津111 大津 おおつ 蒲原分 かまはらぶん
4694 04大津111 大津 おおつ 南シヒ草 みなみしひくさ
4695 04大津111 大津 おおつ 北シヒ草 きたしひくさ
4696 04大津111 大津 おおつ 和喰田 わじきた
4697 04大津111 大津 おおつ 世々羅 せせら
4698 04大津111 大津 おおつ 下村川原 しもむらかわら
4699 04大津111 大津 おおつ 岡林 おかばやし
4700 04大津111 大津 おおつ 村田 むらた
4701 04大津111 大津 おおつ 長殿 ながとの
4702 04大津111 大津 おおつ 大久保 おおくぼ
4703 04大津111 大津 おおつ 中世々羅 なかせせら
4704 04大津111 大津 おおつ 甫木山 ほきやま
4705 04大津111 大津 おおつ 西塩田 にししおた
4706 04大津111 大津 おおつ 北池ノ内 きたいけのうち
4707 04大津111 大津 おおつ 北浜ノ久保 きたはまのくぼ
4708 04大津111 大津 おおつ 南池ノ内 みなみいけのうち
4709 04大津111 大津 おおつ 下ノ町 しものまち
4710 04大津111 大津 おおつ 中ノ町 なかのまち
4711 04大津111 大津 おおつ 表ノ町 おもてのまち
4712 04大津111 大津 おおつ 鍛冶給田 かじきゅうた
4713 04大津111 大津 おおつ 隼人前 はやとまえ
4714 04大津111 大津 おおつ 蔵屋敷 くらやしき
4715 04大津111 大津 おおつ 東山ノ根 ひがしやまのね
4716 04大津111 大津 おおつ 池田丸 いけだまる
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4717 04大津111 大津 おおつ 水張ヶ裏 みずはりがうら
4718 04大津111 大津 おおつ 金崎 かねさき
4719 04大津111 大津 おおつ チダカ裏 ちだかうら
4720 04大津111 大津 おおつ 角田 かくた
4721 04大津111 大津 おおつ 横田 よこた
4722 04大津111 大津 おおつ 七反切 ななたんきれ
4723 04大津111 大津 おおつ 手島分 てしまぶん
4724 04大津111 大津 おおつ 南金崎 みなみかねさき
4725 04大津111 大津 おおつ 表古塩田 おもてふるしおた
4726 04大津111 大津 おおつ 七反田丸 ななたんだまる
4727 04大津111 大津 おおつ 一町田丸 いちちょうたまる
4728 04大津111 大津 おおつ 西山ノ根 にしやまのね
4729 04大津111 大津 おおつ 東江ノ間 ひがしえのま
4730 04大津111 大津 おおつ 小田辺島 こたなべしま
4731 04大津111 大津 おおつ 内古潮田 うちふるしおた
4732 04大津111 大津 おおつ 西江ノ間 にしえのま
4733 04大津111 大津 おおつ 西五反田丸 にしごたんたまる
4734 04大津111 大津 おおつ 東五反田丸 ひがしごたんたまる
4735 04大津111 大津 おおつ 丸田 まるた
4736 04大津111 大津 おおつ 南古潮田 みなみふるしおた
4737 04大津111 大津 おおつ 裏古潮田 うらふるしおた
4738 04大津111 大津 おおつ 東沖田 ひがしおきた
4739 04大津111 大津 おおつ 西沖田 にしおきた
4740 04大津111 大津 おおつ 大潮田一ノ折 おおしおたいちのおれ
4741 04大津111 大津 おおつ 東直江 ひがしなおえ
4742 04大津111 大津 おおつ 西直江 にしなおえ
4743 04大津111 大津 おおつ 大潮田二ノ折 おおしおたにのおれ
4744 04大津111 大津 おおつ 大潮田三ノ折 おおしおたさんのおれ
4745 04大津111 大津 おおつ 大潮田四ノ折 おおしおたよんのおれ
4746 04大津111 大津 おおつ スカタ四ノ折 すかたよんのおれ
4747 04大津111 大津 おおつ スカタ三ノ折 すかたさんのおれ
4748 04大津111 大津 おおつ スカタ二ノ折 すかたにのおれ
4749 04大津111 大津 おおつ スカタ一ノ折 すかたいちのおれ
4750 04大津111 大津 おおつ 八反田丸 すかたのおれ
4751 04大津111 大津 おおつ 一宮塩田一ノ折 いちみやしおたいちのおれ

4752 04大津111 大津 おおつ 一宮塩田二ノ折 いちみやしおたにのおれ
4753 04大津111 大津 おおつ 一宮塩田三ノ折 いちみやしおたさんのおれ

4754 04大津111 大津 おおつ 一宮塩田四ノ折 いちみやしおたしのおれ
4755 04大津111 大津 おおつ 下ノ瀬 したのせ
4756 04大津111 大津 おおつ 開田 かいた
4757 04大津111 大津 おおつ 小岩崎 こいわさき
4758 04大津111 大津 おおつ 与市兵衛分 よいちへえぶん
4759 04大津111 大津 おおつ 本坂 もとさか
4760 04大津111 大津 おおつ 井林 いはやし
4761 04大津111 大津 おおつ 主水山 もんどやま
4762 04大津111 大津 おおつ 東山 ひがしやま
4763 04大津111 大津 おおつ 茶山 ちゃやま
4764 04大津111 大津 おおつ 清水 しみず
4765 04大津111 大津 おおつ 山ノ崎 やまのさき
4766 04大津111 大津 おおつ 丸山 まるやま
4767 04大津111 大津 おおつ 鹿児山 鹿児山 かこやま
4768 05介良111 介良 けら 野地 のじ
4769 05介良111 介良 けら 天堤 あまつつみ
4770 05介良111 介良 けら サカキタニ さかきたに
4771 05介良111 介良 けら 谷尻 たにじり
4772 05介良111 介良 けら 西山添 にしやまぞえ
4773 05介良111 介良 けら イモ崎 いもさき
4774 05介良111 介良 けら 妹ヶ端 いもがはた
4775 05介良111 介良 けら 栗ノ木 くりのき
4776 05介良111 介良 けら 底井流 そこいる
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4777 05介良111 介良 けら 橋詰 はしつめ
4778 05介良111 介良 けら 下長田 しもながた
4779 05介良111 介良 けら 萩ノ丸 はぎのまる
4780 05介良111 介良 けら 井ノ向 いのむかい
4781 05介良111 介良 けら 高向 たかむかい
4782 05介良111 介良 けら 山錦 やまにしき
4783 05介良111 介良 けら 大久保田 おおくぼた
4784 05介良111 介良 けら 樋詰 ひつめ
4785 05介良111 介良 けら 大屋敷 おおやしき
4786 05介良111 介良 けら スギハラ すぎはら
4787 05介良111 介良 けら 野神 のがみ
4788 05介良111 介良 けら 間 はざま
4789 05介良111 介良 けら 仙福 せんふく
4790 05介良111 介良 けら 中村 なかむら
4791 05介良111 介良 けら 追割 おいわり
4792 05介良111 介良 けら 北村 きたむら
4793 05介良111 介良 けら 土居野々 どいのの
4794 05介良111 介良 けら 山屋敷 やまやしき
4795 05介良111 介良 けら 酒造田 さけつくりた
4796 05介良111 介良 けら 中山 なかやま
4797 05介良111 介良 けら 北野 きたの
4798 05介良111 介良 けら 紺屋野 こんやの
4799 05介良111 介良 けら 丹後坊 たんごぼう
4800 05介良111 介良 けら 器械田 きかいた
4801 05介良111 介良 けら 花王田 かおおた
4802 05介良111 介良 けら 高野 たかの
4803 05介良111 介良 けら 二ノ池 にのいけ
4804 05介良111 介良 けら 黒岩 くろいわ
4805 05介良111 介良 けら 西山添 にしやまぞえ
4806 05介良111 介良 けら イモ崎 いもさき
4807 05介良111 介良 けら 妹背山 いもせやま
4808 05介良111 介良 けら 国光山 くにみつやま
4809 05介良111 介良 けら 茶臼山 ちゃうすやま
4810 05介良111 介良 けら 姥ケ懐 うばがふところ
4811 05介良111 介良 けら 檞谷 くぬぎたに
4812 05介良111 介良 けら 中野 なかの
4813 05介良111 介良 けら 松尾 まつお
4814 05介良111 介良 けら 風呂ヶ谷 ふろがたに
4815 05介良111 介良 けら 藤ヶ谷 ふじがたに
4816 05介良111 介良 けら 毛谷 けたに
4817 05介良111 介良 けら 笑塚 わらいづか
4818 05介良111 介良 けら 三三十代 さんさんじゅうだい
4819 05介良111 介良 けら 祖母懐 そぼふところ
4820 05介良111 介良 けら 若宮前 わかみやまえ
4821 05介良111 介良 けら 杉ノ下 すぎのした
4822 05介良111 介良 けら 谷田 たにた
4823 05介良111 介良 けら 長丁 ながちょう
4824 05介良111 介良 けら 仁王講 におおこう
4825 05介良111 介良 けら 竹ヶ端 たけがはた
4826 05介良111 介良 けら 重枝 かさねえだ
4827 05介良111 介良 けら クロヶ内 くろがうち
4828 05介良111 介良 けら 上久保田 かみくぼた
4829 05介良111 介良 けら 奥ノ土居 おくのどい
4830 05介良111 介良 けら 横手 よこて
4831 05介良111 介良 けら 次郎丸 じろうまる
4832 05介良111 介良 けら 尖谷 とんがりたに
4833 05介良111 介良 けら 二ツ岩 ふたついわ
4834 05介良111 介良 けら 赤坂 あかさか
4835 05介良111 介良 けら 笠田 かさた
4836 05介良111 介良 けら 吉野 よしの
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4837 05介良111 介良 けら 鍛冶屋 かじや
4838 05介良111 介良 けら 長者谷 ちょうじゃたに
4839 05介良111 介良 けら 北山 きたやま
4840 05介良111 介良 けら 法師次郎 ほっしじろう
4841 05介良111 介良 けら 八幡丸 はちまんまる
4842 05介良111 介良 けら 梅次郎 うめじろう
4843 05介良111 介良 けら 仙国 せんこく
4844 05介良111 介良 けら 大井流 おおいる
4845 05介良111 介良 けら 東ノ端 ひがしのはた
4846 05介良111 介良 けら 赤入道 あかにゅうどう
4847 05介良111 介良 けら 丸山 まるやま
4848 05介良111 介良 けら 武山 たけやま
4849 05介良111 介良 けら 北ノ丸 きたのまる
4850 05介良111 介良 けら 境丸 さかいまる
4851 05介良111 介良 けら 北江田 きたえた
4852 05介良111 介良 けら 西ノハナ にしのはな
4853 05介良111 介良 けら 山ノ後 やまのうしろ
4854 05介良111 介良 けら 城ノ前 しろのまえ
4855 05介良111 介良 けら 西ノ沢 にしのさわ
4856 05介良111 介良 けら 林崎 はやしさき
4857 05介良111 介良 けら 大坪 おおつぼ
4858 05介良111 介良 けら 堂ノ後 どうのうしろ
4859 05介良111 介良 けら 土居ノ間 どいのあいだ
4860 05介良111 介良 けら 林 はやし
4861 05介良111 介良 けら 西ノ木戸 にしのきど
4862 05介良111 介良 けら 今北 いまきた
4863 05介良111 介良 けら 霜月田 しもつきた
4864 05介良111 介良 けら 西ノ土居 にしのどい
4865 05介良111 介良 けら 一ノ坪 いちのつぼ
4866 05介良111 介良 けら 薬師堂 やくしどう
4867 05介良111 介良 けら 久保田 くぼた
4868 05介良111 介良 けら 石畑 いしはた
4869 05介良111 介良 けら 坊ノ北 ぼうのきた
4870 05介良111 介良 けら 雷電 らいでん
4871 05介良111 介良 けら 大谷 おおたに
4872 05介良111 介良 けら 南面 みなみめん
4873 05介良111 介良 けら 福田 ふくた
4874 05介良111 介良 けら ムクタニ むくたに
4875 05介良111 介良 けら 宮ノ谷 みやのたに
4876 05介良111 介良 けら 横殿田 よことのた
4877 05介良111 介良 けら 宮ノ前 みやのまえ
4878 05介良111 介良 けら 日岸田 ひがんでん
4879 05介良111 介良 けら 藤岡 ふじおか
4880 05介良111 介良 けら 城山 しろやま
4881 05介良111 介良 けら 蛭ヶ内 ひるがうち
4882 05介良111 介良 けら 西養寺 にしようじ
4883 05介良111 介良 けら 麓 ふもと
4884 05介良111 介良 けら 定末 さだすえ
4885 05介良111 介良 けら ヤボウシ やぼうし
4886 05介良111 介良 けら 中屋式 なかやしき
4887 05介良111 介良 けら 神田 かんだ
4888 05介良111 介良 けら 石丸 いしまる
4889 05介良111 介良 けら 青木ノ下 あおきのした
4890 05介良111 介良 けら 童子ヶ岩 どうじがいわ
4891 05介良111 介良 けら 岩松 いわまつ
4892 05介良111 介良 けら 雁田 かりた
4893 05介良111 介良 けら 津ノ宮 つのみや
4894 05介良111 介良 けら 横堀 横堀 よこほり
4895 05介良111 介良 けら 蔵ノ後 くらのうしろ
4896 05介良111 介良 けら 内蔵 うちくら
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4897 05介良111 介良 けら 小長崎 こながさき
4898 05介良111 介良 けら 地頭給 じとうきゅう
4899 05介良111 介良 けら 竹ヶ西 たけがにし
4900 05介良111 介良 けら 神母木 いげき
4901 05介良111 介良 けら 政留 まさとめ
4902 05介良111 介良 けら 幸田 こうた
4903 05介良111 介良 けら 蟻通 ありどおり
4904 05介良111 介良 けら 安井 やすい
4905 05介良111 介良 けら 大面 おおつら
4906 05介良111 介良 けら 芝 しば
4907 05介良111 介良 けら 長崎 長崎 ながさき
4908 05介良111 介良 けら 王子 おおじ
4909 05介良111 介良 けら 長浜 ながはま
4910 05介良111 介良 けら 本江田 ほんえだ
4911 05介良111 介良 けら 蠅塚 はえつか
4912 05介良111 介良 けら 北新木 きたしんき
4913 05介良111 介良 けら 馬越 うまこし
4914 05介良111 介良 けら 新木 しんき
4915 05介良111 介良 けら 江ノ内 えのうち
4916 05介良111 介良 けら 高間原 たかまはら
4917 05介良111 介良 けら 北山 きたやま
4918 05介良111 介良 けら 火打岩 ひうちいわ
4919 05介良111 介良 けら 鎌島 かましま
4920 05介良111 介良 けら 八重垣山 やえがきやま
4921 05介良111 介良 けら 若泰山 わかやすやま
4922 05介良111 介良 けら イモセ山 いもせやま
4923 05介良111 介良 けら 小富士山 こふじやま
4924 05介良111 介良 けら 大戸山 おおとやま
4925 05介良111 介良 けら 鉢伏山 鉢伏セ山 はちふせやま
4926 05介良111 介良 けら 大平山 おおひらやま
4927 05介良111 介良 けら 大谷山 おおたにやま
4928 05介良111 介良 けら 藤岡山 ふじおかやま
4929 05介良111 介良 けら シロ山 しろやま
4930 05介良111 介良 けら 後陳 うしろちん
4931 05介良111 介良 けら 日陰山 ひかげやま
4932 05介良111 介良 けら 白水 白水 しらみず
4933 05介良111 介良 けら 小山 おやま
4934 05介良111 介良 けら 内寺谷 うちてらたに
4935 05介良111 介良 けら 西丁面 にしちょうめん
4936 05介良111 介良 けら 観音崎 かんのんざき
4937 05介良111 介良 けら 東丁面 ひがしちょうめん
4938 05介良111 介良 けら 岩谷 いわたに
4939 05介良111 介良 けら 小岩崎 こいわさき
4940 05介良111 介良 けら 表汐田 おもてしおた
4941 05介良111 介良 けら 外寺谷 そとてらたに
4942 05介良111 介良 けら 西和田 にしわだ
4943 05介良111 介良 けら 外白水 そとしらみず
4944 05介良111 介良 けら 沖ノ丸 おきのまる
4945 05介良111 介良 けら 池ノ丸 いけのまる
4946 05介良111 介良 けら 下田丸 しもだまる
4947 05介良111 介良 けら 大汐田 おおしおた
4948 05介良111 介良 けら 小汐田 こしおた
4949 05介良111 介良 けら 泉山 いずみやま
4950 05介良111 介良 けら 小山 おやま
4951 05介良111 介良 けら 大慈ヶ森 おおじがもり
4952 05介良111 介良 けら 骨石山 ほねいしやま
522 06布師田111 布師田 ぬのしだ モトヲリ もとをり
523 06布師田111 布師田 ぬのしだ ホリ ほり
524 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西モトヲリ にしもとをり
525 06布師田111 布師田 ぬのしだ 御境 みさかい
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526 06布師田111 布師田 ぬのしだ 国領 こくりょう
527 06布師田111 布師田 ぬのしだ 小山 こやま
528 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石ヶ坪 いしがつぼ
529 06布師田111 布師田 ぬのしだ サイ田 さいた
530 06布師田111 布師田 ぬのしだ 藤崎 ふじさき
531 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石神 いしがみ
532 06布師田111 布師田 ぬのしだ マサキ まさき
533 06布師田111 布師田 ぬのしだ 落合 おちあい
534 06布師田111 布師田 ぬのしだ 寺門 てらもん
535 06布師田111 布師田 ぬのしだ 松ノ木 まつのき
536 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大般若 だいはんにゃ
537 06布師田111 布師田 ぬのしだ 芝ヶ端 しばがはた
538 06布師田111 布師田 ぬのしだ 福井 ふくい
539 06布師田111 布師田 ぬのしだ 乾ヶ坪 いぬいがつぼ
540 06布師田111 布師田 ぬのしだ 池田 いけだ
541 06布師田111 布師田 ぬのしだ カグイ かぐい
542 06布師田111 布師田 ぬのしだ 南池田 みなみいけだ
543 06布師田111 布師田 ぬのしだ 宮ノ本 みやのもと
544 06布師田111 布師田 ぬのしだ 柳原 やなぎはら
545 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中芝 なかしば
546 06布師田111 布師田 ぬのしだ 前芝 まえしば
547 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏千原 うらちはら
548 06布師田111 布師田 ぬのしだ 千原 ちはら
549 06布師田111 布師田 ぬのしだ 長畑ケ ながはたけ
550 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中ノ坪 なかのつぼ
551 06布師田111 布師田 ぬのしだ 馬之亟 うまのじょう
552 06布師田111 布師田 ぬのしだ サクラ さくら
553 06布師田111 布師田 ぬのしだ 木ノ坪 きのつぼ
554 06布師田111 布師田 ぬのしだ 下附 しもつけ
555 06布師田111 布師田 ぬのしだ 上附 かみつけ
556 06布師田111 布師田 ぬのしだ 上田 うえた
557 06布師田111 布師田 ぬのしだ 土居 どい
558 06布師田111 布師田 ぬのしだ 土居前 どいまえ
559 06布師田111 布師田 ぬのしだ 町田 まちだ
560 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中クボ なかくぼ
561 06布師田111 布師田 ぬのしだ カツラキ かつらき
562 06布師田111 布師田 ぬのしだ 天王 てんおお
563 06布師田111 布師田 ぬのしだ ニノガセ にのがせ
564 06布師田111 布師田 ぬのしだ 外ハヶ坪 そとはがつぼ
565 06布師田111 布師田 ぬのしだ 城 しろ
566 06布師田111 布師田 ぬのしだ 堀ノ内 ほりのうち
567 06布師田111 布師田 ぬのしだ 門田 かどた
568 06布師田111 布師田 ぬのしだ 畑ヶ中 はたけがなか
569 06布師田111 布師田 ぬのしだ 地蔵堂 じぞうどう
570 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西ノ久保 にしのくぼ
571 06布師田111 布師田 ぬのしだ コン田 こんた
572 06布師田111 布師田 ぬのしだ 八反田 はったんだ
573 06布師田111 布師田 ぬのしだ 関ノ浦 せきのうら
574 06布師田111 布師田 ぬのしだ 椋ノ木 むくのき
575 06布師田111 布師田 ぬのしだ ノコ田 のこた
576 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大鳥井 おおとりい
577 06布師田111 布師田 ぬのしだ 月長 つきなが
578 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二年田 にねんた
579 06布師田111 布師田 ぬのしだ 南ノコ田 みなみのこた
580 06布師田111 布師田 ぬのしだ ロンジ ろんじ
581 06布師田111 布師田 ぬのしだ スグ道 すぐみち
582 06布師田111 布師田 ぬのしだ 川添 かわぞえ
583 06布師田111 布師田 ぬのしだ ヘノ岡 へのおか
584 06布師田111 布師田 ぬのしだ 永ラク ながらく
585 06布師田111 布師田 ぬのしだ クホ田 くほた
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586 06布師田111 布師田 ぬのしだ 用田 ようた
587 06布師田111 布師田 ぬのしだ ハルノ本 はるのもと
588 06布師田111 布師田 ぬのしだ 柳ヶ坪 やなぎがつぼ
589 06布師田111 布師田 ぬのしだ 橋詰 はしづめ
590 06布師田111 布師田 ぬのしだ フケ田 ふけた
591 06布師田111 布師田 ぬのしだ タキ本エ田 たきもとえた
592 06布師田111 布師田 ぬのしだ カサヲイ かさをい
593 06布師田111 布師田 ぬのしだ ヒシ池 ひしいけ
594 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北塩田 きたしおた
595 06布師田111 布師田 ぬのしだ 念仏田 ねんぶつた
596 06布師田111 布師田 ぬのしだ 川原島 かわらしま
597 06布師田111 布師田 ぬのしだ 国木 くにき
598 06布師田111 布師田 ぬのしだ ヒラクロ ひらくろ
599 06布師田111 布師田 ぬのしだ 横瀬 よこせ
600 06布師田111 布師田 ぬのしだ シゲツ しげつ
601 06布師田111 布師田 ぬのしだ デンコヲジ でんこをじ
602 06布師田111 布師田 ぬのしだ 高田 たかだ
603 06布師田111 布師田 ぬのしだ エンソ えんそ
604 06布師田111 布師田 ぬのしだ 南高田 みなみたかだ
605 06布師田111 布師田 ぬのしだ 八重ノ本 やえのもと
606 06布師田111 布師田 ぬのしだ 竹ヶ本 たけがもと
607 06布師田111 布師田 ぬのしだ トヲジリ とをじり
608 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井ノ端 いのはた
609 06布師田111 布師田 ぬのしだ 穴ガマ あながま
610 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石塚 いしづか
611 06布師田111 布師田 ぬのしだ 宮前 みやまえ
612 06布師田111 布師田 ぬのしだ 馬場脇 ばばわき
613 06布師田111 布師田 ぬのしだ 折越 おりこし
614 06布師田111 布師田 ぬのしだ 宮ノ辺 みやのべ
615 06布師田111 布師田 ぬのしだ 谷ノ口 たにのくち
616 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大谷 おおたに
617 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏田 うらた
618 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西山 にしやま
619 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大門 おおもん
620 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東谷 ひがしたに
621 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東スカ ひがしすか
622 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中スカ なかすか
623 06布師田111 布師田 ぬのしだ 南スカ みなみすか
624 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西スカ にしすか
625 06布師田111 布師田 ぬのしだ スカ池田 すかいけだ
626 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西谷 西谷 にしたに
627 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西ノ岡 にしのおか
628 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井流山 いるやま
629 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北浦 きたうら
630 06布師田111 布師田 ぬのしだ 姥ヶ谷 うばがたに
631 06布師田111 布師田 ぬのしだ 山端 やまはた
632 06布師田111 布師田 ぬのしだ 御殿山 ごでんやま
633 06布師田111 布師田 ぬのしだ 七ツ城 ななつしろ
634 06布師田111 布師田 ぬのしだ 芳ノ本 よしのもと
635 06布師田111 布師田 ぬのしだ 男牛谷 おうしたに
636 06布師田111 布師田 ぬのしだ 樋ノ谷 ひのたに
637 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西芳ノ本 にしよしのもと
638 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中山 なかやま
639 06布師田111 布師田 ぬのしだ 垣ノ上 かきのうえ
640 06布師田111 布師田 ぬのしだ 鳥首 とりくび
641 06布師田111 布師田 ぬのしだ 野崎 のざき
642 06布師田111 布師田 ぬのしだ 扇田 おうぎた
643 06布師田111 布師田 ぬのしだ 山本 やまもと
644 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西ヶ坪 にしがつぼ
645 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西町田 にしまちだ
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646 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西ノ前 にしのまえ
647 06布師田111 布師田 ぬのしだ 高知田 こうちた
648 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五水田 ごみずた
649 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二田 にた
650 06布師田111 布師田 ぬのしだ カシクサ かしくさ
651 06布師田111 布師田 ぬのしだ 坂刈谷 さかかりたに
652 06布師田111 布師田 ぬのしだ タブノ本 たぶのもと
653 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四反田 よんたんた
654 06布師田111 布師田 ぬのしだ ヒトイタダ ひといただ
655 06布師田111 布師田 ぬのしだ 金地田 かなちた
656 06布師田111 布師田 ぬのしだ 森戸 もりと
657 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中万 なかまん
658 06布師田111 布師田 ぬのしだ 奥汐田 おくしおた
659 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東町 ひがしまち
660 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西奥汐田 にしおくしおた
661 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西松ノ本 にしまつのもと
662 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北郷ノ坪 きたごうのつぼ
663 06布師田111 布師田 ぬのしだ 古川 ふるかわ
664 06布師田111 布師田 ぬのしだ 橋ノ本 はしのもと
665 06布師田111 布師田 ぬのしだ 藪淵 やぶふち
666 06布師田111 布師田 ぬのしだ 泉 いずみ
667 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井領 いりょう
668 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三倉 みくら
669 06布師田111 布師田 ぬのしだ 廿代 にじゅうだい
670 06布師田111 布師田 ぬのしだ 入交 いりまじり
671 06布師田111 布師田 ぬのしだ 平石 ひらいし
672 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中町 なかまち
673 06布師田111 布師田 ぬのしだ 待中 まちなか
674 06布師田111 布師田 ぬのしだ 奥久保 おくくぼ
675 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西郷ノ坪 にしごうのつぼ
676 06布師田111 布師田 ぬのしだ 郷ノ坪 ごうのつぼ
677 06布師田111 布師田 ぬのしだ 南井領 みなみいりょう
678 06布師田111 布師田 ぬのしだ 神母ノ木 いげのき
679 06布師田111 布師田 ぬのしだ 長ノ分 ちょうのぶん
680 06布師田111 布師田 ぬのしだ 源八分 げんはちぶん
681 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大切 おおきれ
682 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大久保 おおくぼ
683 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏長ノ分 うらながのぶん
684 06布師田111 布師田 ぬのしだ スミ田 すみた
685 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東流田 ひがしながれた
686 06布師田111 布師田 ぬのしだ 散田 さんでん
687 06布師田111 布師田 ぬのしだ 流田 ながれた
688 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西流田 にしながれた
689 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏長丁 うらながちょう
690 06布師田111 布師田 ぬのしだ 長丁 ながちょう
691 06布師田111 布師田 ぬのしだ 表長丁 おもてながちょう
692 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西長丁 にしながちょう
693 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東小切 ひがしこきれ
694 06布師田111 布師田 ぬのしだ 小切 こきれ
695 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北小切 きたこきれ
696 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏小切 うらこきれ
697 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中出口 なかでぐち
698 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北路 きたろ
699 06布師田111 布師田 ぬのしだ 神明前 じんめいまえ
700 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石淵 いしぶち
701 06布師田111 布師田 ぬのしだ 入口 いりぐち
702 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井マタギ いまたぎ
703 06布師田111 布師田 ぬのしだ ドアン どあん
704 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西ノハナ にしのはな
705 06布師田111 布師田 ぬのしだ サバイ丸 さばいまる
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706 06布師田111 布師田 ぬのしだ 荒田 あれた
707 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井流田 いるた
708 06布師田111 布師田 ぬのしだ 古江 ふるえ
709 06布師田111 布師田 ぬのしだ 尻細 しりほそ
710 06布師田111 布師田 ぬのしだ 裏尻細 うらしりほそ
711 06布師田111 布師田 ぬのしだ 外古塩田 そとふるえんでん
712 06布師田111 布師田 ぬのしだ 一古塩田 いちふるえんでん
713 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二古塩田 にふるえんでん
714 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三古塩田 さんふるえんでん
715 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四古塩田 しふるえんでん
716 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五古塩田 ごふるえんでん
717 06布師田111 布師田 ぬのしだ カチベ かちべ
718 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六古塩田 ろくふるえんでん
719 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六西古塩田 ろくにしふるえんでん
720 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五西古塩田 ごにしふるえんでん
721 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四西古塩田 しにしふるえんでん
722 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三西古塩田 さんにしふるえんでん
723 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二西古塩田 ににしふるえんでん
724 06布師田111 布師田 ぬのしだ 横田丸 よこたまる
725 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大塩田 おおしおた
726 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二大塩田 におおしおた
727 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三大塩田 さんおおしおた
728 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四大塩田 よんおおしおた
729 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五大塩田 ごおおしおた
730 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六大塩田 ろくおおしおた
731 06布師田111 布師田 ぬのしだ 七大塩田 ななおおしおた
732 06布師田111 布師田 ぬのしだ 八大塩田 はちおおしおた
733 06布師田111 布師田 ぬのしだ 九大塩田 きゅうおおしおた
734 06布師田111 布師田 ぬのしだ 十大塩田 じゅうおおしおた
735 06布師田111 布師田 ぬのしだ 十一大塩田 じゅういちおおしおた
736 06布師田111 布師田 ぬのしだ 一四郎右衛門 いちしろううえもん
737 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二四郎右衛門 にしろううえもん
738 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三四郎右衛門 さんしろううえもん
739 06布師田111 布師田 ぬのしだ 一手棒 いちてぼう
740 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二手棒 にてぼう
741 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西高芝 にしたかしば
742 06布師田111 布師田 ぬのしだ 高芝 たかしば
743 06布師田111 布師田 ぬのしだ 土橋ノ裏 どばしのうら
744 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石淵 石淵古川 いしぶちふるかわ
745 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井流ノ口 いるのくち
746 06布師田111 布師田 ぬのしだ 突溜 つきだまり
747 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三手棒 さん手棒
748 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四手棒 よん手棒
749 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五手棒 ご手棒
750 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六手棒 ろく手棒
751 06布師田111 布師田 ぬのしだ 手棒塩持 手棒しおもち
752 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四四郎右衛門 ししろううえもん
753 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五四郎右衛門 ご四郎右衛門
754 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六四郎右衛門 ろく四郎右衛門
755 06布師田111 布師田 ぬのしだ 七四郎右衛門 なな四郎右衛門
756 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四四郎右衛門塩持 し四郎右衛門しおもち
757 06布師田111 布師田 ぬのしだ 一源右衛門 いちげんうえもん
758 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二源右衛門 にげんうえもん
759 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三源右衛門 さんげんうえもん
760 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四源右衛門 しげんうえもん
761 06布師田111 布師田 ぬのしだ 五源右衛門 ごげんうえもん
762 06布師田111 布師田 ぬのしだ 六源右衛門 ろくげんうえもん
763 06布師田111 布師田 ぬのしだ 七源右衛門 ななげんうえもん
764 06布師田111 布師田 ぬのしだ 八源右衛門 はちげんうえもん
765 06布師田111 布師田 ぬのしだ 九源右衛門 きゅうげんうえもん
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766 06布師田111 布師田 ぬのしだ 十源右衛門 じゅうげんうえもん
767 06布師田111 布師田 ぬのしだ 十一源右衛門 じゅういちげんうえもん
768 06布師田111 布師田 ぬのしだ 一喜平次 いちきへいじ
769 06布師田111 布師田 ぬのしだ 二喜平次 にきへいじ
770 06布師田111 布師田 ぬのしだ 三喜平次 さんきへいじ
771 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四喜平次 しきへいじ
772 06布師田111 布師田 ぬのしだ 丹七 たんしち
773 06布師田111 布師田 ぬのしだ 北丹七 きたたんしち
774 06布師田111 布師田 ぬのしだ 千屋 せんや
775 06布師田111 布師田 ぬのしだ 喜平次 きへいじ
776 06布師田111 布師田 ぬのしだ 源右衛門 げんうえもん
777 06布師田111 布師田 ぬのしだ 坂刈山 さかかりやま
778 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井ノハナ山 いのはなやま
779 06布師田111 布師田 ぬのしだ ノツゴノ森 のつごのもり
780 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東カシ岡 ひがしかしおか
781 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西カシ岡 にしかしおか
782 06布師田111 布師田 ぬのしだ 宮ノ北 みやのきた
783 06布師田111 布師田 ぬのしだ 余生谷 よせいたに
784 06布師田111 布師田 ぬのしだ 小山久保 こやまくぼ
785 06布師田111 布師田 ぬのしだ 前川原 まえかわら
786 06布師田111 布師田 ぬのしだ ハトム子 はとむね
787 06布師田111 布師田 ぬのしだ ニゴリ淵 にごりふち
788 06布師田111 布師田 ぬのしだ 中芝 なかしば
789 06布師田111 布師田 ぬのしだ 前芝 まえしば
790 06布師田111 布師田 ぬのしだ ヒノ谷 ひのたに
791 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西芳本 にしよしもと
792 06布師田111 布師田 ぬのしだ 石淵山 いしぶちやま
793 06布師田111 布師田 ぬのしだ 神明山 じんめいやま
794 06布師田111 布師田 ぬのしだ 西鳥首山 にしとりくびやま
795 06布師田111 布師田 ぬのしだ 東鳥首山 ひがしとりくびやま
796 06布師田111 布師田 ぬのしだ ハリ谷山 はりたにやま
797 06布師田111 布師田 ぬのしだ 姥ヶ谷山 うばがたにやま
798 06布師田111 布師田 ぬのしだ 城ノ段 しろのだん
799 06布師田111 布師田 ぬのしだ 大谷ノ東 おおたにのひがし
800 06布師田111 布師田 ぬのしだ 井ノ端山 いのはたやま
801 06布師田111 布師田 ぬのしだ 子グス ねぐす
802 06布師田111 布師田 ぬのしだ 金山 かなやま
803 06布師田111 布師田 ぬのしだ 四郎右衛門塩田堤 しろううえもんえんでんつつみ

804 07一宮111 一宮 いっく 三角田 みすみた
805 07一宮111 一宮 いっく 長池 ながいけ
806 07一宮111 一宮 いっく 松ノ本 まつのもと
807 07一宮111 一宮 いっく 塩クボ しおくぼ
808 07一宮111 一宮 いっく 鳥着ノ内 とりつのうち
809 07一宮111 一宮 いっく 東ヒン塩田 ひがしひんえんでん
810 07一宮111 一宮 いっく 権之進 ごんのしん
811 07一宮111 一宮 いっく 南横山 みなみよこやま
812 07一宮111 一宮 いっく 北横山 きたよこやま
813 07一宮111 一宮 いっく 赤坂 あかさか
814 07一宮111 一宮 いっく 口シレイ田 くちしれいた
815 07一宮111 一宮 いっく 奥シレイ田 おくしれいた
816 07一宮111 一宮 いっく 口イ田 くちいた
817 07一宮111 一宮 いっく 奥イ田 おくいた
818 07一宮111 一宮 いっく 西弘サ にしひろさ
819 07一宮111 一宮 いっく 奥ハイ谷 おくはいたに
820 07一宮111 一宮 いっく 口ハイ谷 くちはいたに
821 07一宮111 一宮 いっく イドノ谷 いどのたに
822 07一宮111 一宮 いっく 奥天神 おくてんじん
823 07一宮111 一宮 いっく 中天神 なかてんじん
824 07一宮111 一宮 いっく 口天神 くちてんじん
825 07一宮111 一宮 いっく 勘定 かんじょう
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826 07一宮111 一宮 いっく ナキリ なきり
827 07一宮111 一宮 いっく 北前岡 きたまえおか
828 07一宮111 一宮 いっく 中野 なかの
829 07一宮111 一宮 いっく 土東 つちひがし
830 07一宮111 一宮 いっく 久保田 くぼた
831 07一宮111 一宮 いっく 久岡 ひさおか
832 07一宮111 一宮 いっく サルマル さるまる
833 07一宮111 一宮 いっく 米屋舗 こめやしき
834 07一宮111 一宮 いっく 口ゴゼガ谷 くちごぜがたに
835 07一宮111 一宮 いっく 上ゴゼガ谷 かみごぜがたに
836 07一宮111 一宮 いっく 奥船谷 おくふなたに
837 07一宮111 一宮 いっく 中船谷 なかふなたに
838 07一宮111 一宮 いっく 口船谷 くちふなたに
839 07一宮111 一宮 いっく 上ヒロサ うえひろさ
840 07一宮111 一宮 いっく 下ヒロサ したひろさ
841 07一宮111 一宮 いっく 上サルバミ かみさるばみ
842 07一宮111 一宮 いっく 下サルバミ しもさるばみ
843 07一宮111 一宮 いっく 弘畠 ひろはたけ
844 07一宮111 一宮 いっく 中須 なかす
845 07一宮111 一宮 いっく ソヲテン そをてん
846 07一宮111 一宮 いっく フタコ谷 ふたこたに
847 07一宮111 一宮 いっく 中ノ谷 なかのたに
848 07一宮111 一宮 いっく 一ノ谷 いちのたに
849 07一宮111 一宮 いっく 滝ノ下 たきのした
850 07一宮111 一宮 いっく 上久安 かみひさやす
851 07一宮111 一宮 いっく 中久安 なかひさやす
852 07一宮111 一宮 いっく 下久安 しもひさやす
853 07一宮111 一宮 いっく 土取ドンド つちとりどんど
854 07一宮111 一宮 いっく 裏之門 うらのもん
855 07一宮111 一宮 いっく 南岡 みなみおか
856 07一宮111 一宮 いっく 東鍋島 ひがしなべしま
857 07一宮111 一宮 いっく 西鍋島 にしなべしま
858 07一宮111 一宮 いっく 南前岡 みなみまえおか
859 07一宮111 一宮 いっく 国近 くにちか
860 07一宮111 一宮 いっく 西ノ川原 にしのかわら
861 07一宮111 一宮 いっく 鳥着 とりちゃく
862 07一宮111 一宮 いっく 鳥トヲカ とりとをか
863 07一宮111 一宮 いっく 永吉分 えいきちぶん
864 07一宮111 一宮 いっく 溝ノ尻 みぞのしり
865 07一宮111 一宮 いっく 中沢 なかざわ
866 07一宮111 一宮 いっく 横田 よこた
867 07一宮111 一宮 いっく 亀ノ上 かめのうえ
868 07一宮111 一宮 いっく 弓場 ゆみば
869 07一宮111 一宮 いっく インビ田 いんびた
870 07一宮111 一宮 いっく 泉ノ本 いずみのもと
871 07一宮111 一宮 いっく 神楽田 かぐらた
872 07一宮111 一宮 いっく 西岡崎 にしおかさき
873 07一宮111 一宮 いっく 東岡崎 ひがしおかさき
874 07一宮111 一宮 いっく 前塩田 まえしおた
875 07一宮111 一宮 いっく 御輿休メ みこしやすめ
876 07一宮111 一宮 いっく 神主 かんぬし
877 07一宮111 一宮 いっく 上新木 かみあらき
878 07一宮111 一宮 いっく トヲトコロ とをところ
879 07一宮111 一宮 いっく 刈谷 かりや
880 07一宮111 一宮 いっく 南クワシス みなみくわしす
881 07一宮111 一宮 いっく ヲヤ田 をやた
882 07一宮111 一宮 いっく 北クワスン きたくわすん
883 07一宮111 一宮 いっく 大坪 おおつぼ
884 07一宮111 一宮 いっく 長丁 ながちょう
885 07一宮111 一宮 いっく ヘラガタ へらがた



高知市の字一覧

2020/7/29 24/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

886 07一宮111 一宮 いっく クロス くろす
887 07一宮111 一宮 いっく 桜ヶ内 さくらがうち
888 07一宮111 一宮 いっく 城ノ下 しろのした
889 07一宮111 一宮 いっく 南米元 みなみこめもと
890 07一宮111 一宮 いっく センダノ木 せんだのき
891 07一宮111 一宮 いっく カムトギ かむとぎ
892 07一宮111 一宮 いっく 大道屋敷 だいどうやしき
893 07一宮111 一宮 いっく 北米元 きたこめもと
894 07一宮111 一宮 いっく ミゾ畠 みぞはた
895 07一宮111 一宮 いっく 大塚 おおつか
896 07一宮111 一宮 いっく 細田 ほそだ
897 07一宮111 一宮 いっく 綱掛松 つなかけまつ
898 07一宮111 一宮 いっく トカノ とかの
899 07一宮111 一宮 いっく 北岡 きたおか
900 07一宮111 一宮 いっく 万願寺 まんがんじ
901 07一宮111 一宮 いっく 西北野 にしきたの
902 07一宮111 一宮 いっく 東北野 ひがしきたの
903 07一宮111 一宮 いっく 穴田 あなた
904 07一宮111 一宮 いっく 西岸ノ下 にしきしのした
905 07一宮111 一宮 いっく 池田 いけだ
906 07一宮111 一宮 いっく 妙見 みょうけん
907 07一宮111 一宮 いっく 谷田 たにた
908 07一宮111 一宮 いっく 西谷 にしたに
909 07一宮111 一宮 いっく 常福寺 じょうふくじ
910 07一宮111 一宮 いっく 岡ノ堂 おかのどう
911 07一宮111 一宮 いっく 馬向ウズ うまむこうず
912 07一宮111 一宮 いっく 市場 いちば
913 07一宮111 一宮 いっく フロノ本 ふろのもと
914 07一宮111 一宮 いっく イチヤシキ いちやしき
915 07一宮111 一宮 いっく ヲナカヤシキ をなかやしき
916 07一宮111 一宮 いっく 円蔵坊 えんぞうぼう
917 07一宮111 一宮 いっく 口白岩 くちしろいわ
918 07一宮111 一宮 いっく シダラガ谷 しだらがたに
919 07一宮111 一宮 いっく 堂ヶ谷 どうがたに
920 07一宮111 一宮 いっく 不動ヶ谷 ふどうがたに
921 07一宮111 一宮 いっく ヲク白岩 をくしらいわ
922 07一宮111 一宮 いっく 一カンガ谷 いちかんがたに
923 07一宮111 一宮 いっく 二カンガ谷 にかんがたに
924 07一宮111 一宮 いっく 立志山 りっしやま
925 07一宮111 一宮 いっく 東カンガ谷 ひがしかんがたに
926 07一宮111 一宮 いっく ハケ川小谷 はけかわこだに
927 07一宮111 一宮 いっく 寺床 てらとこ
928 07一宮111 一宮 いっく 灯籠ヶ畝 とうろうがうね
929 07一宮111 一宮 いっく ハケ川谷 はけかわたに
930 07一宮111 一宮 いっく ダイノ上 だいのうえ
931 07一宮111 一宮 いっく 梅ノ木谷 うめのきたに
932 07一宮111 一宮 いっく 下ジルクビ しもじるくび
933 07一宮111 一宮 いっく 大馬床 おおうまとこ
934 07一宮111 一宮 いっく 上ジルクビ かみじるくび
935 07一宮111 一宮 いっく 鳥打場 とりうちば
936 07一宮111 一宮 いっく 大谷山 おおたにやま
937 07一宮111 一宮 いっく 大楠 おおくす
938 07一宮111 一宮 いっく ダイノ本 だいのもと
939 07一宮111 一宮 いっく 天狗岩 てんぐいわ
940 07一宮111 一宮 いっく 西トビガトヲ にしとびがとを
941 07一宮111 一宮 いっく 穴ヶ谷 あながたに
942 07一宮111 一宮 いっく 大ヲトシ おおをとし
943 07一宮111 一宮 いっく イセキ いせき
944 07一宮111 一宮 いっく 大宮 おおみや
945 07一宮111 一宮 いっく 寺屋敷 てらやしき
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946 07一宮111 一宮 いっく 壱町田 いっちょうた
947 07一宮111 一宮 いっく 三反田 さんたんた
948 07一宮111 一宮 いっく 二反田 にたんた
949 07一宮111 一宮 いっく 南塔ノ本 みなみとうのもと
950 07一宮111 一宮 いっく 北塔ノ本 きたとうのもと
951 07一宮111 一宮 いっく 神田 かんだ
952 07一宮111 一宮 いっく 西光蓮寺 にしこうれんじ
953 07一宮111 一宮 いっく 主生田 しゅせいた
954 07一宮111 一宮 いっく 口加領川 くちかりょうかわ
955 07一宮111 一宮 いっく ドヲゼン谷 どをぜんたに
956 07一宮111 一宮 いっく センガ谷 せんがたに
957 07一宮111 一宮 いっく 奥加領川 おくかりょうかわ
958 07一宮111 一宮 いっく 奥針ノ木 おくはりのき
959 07一宮111 一宮 いっく 口針ノ木 くちはりのき
960 07一宮111 一宮 いっく 藤ヶ原 ふじがはら
961 07一宮111 一宮 いっく 振袖 ふりそで
962 07一宮111 一宮 いっく 大谷 おおたに
963 07一宮111 一宮 いっく 大坂 おおさか
964 07一宮111 一宮 いっく ミコヤシキ みこやしき
965 07一宮111 一宮 いっく 松崎 まつさき
966 07一宮111 一宮 いっく カリマタ かりまた
967 07一宮111 一宮 いっく 下小僧谷 しもこぞうたに
968 07一宮111 一宮 いっく 上小僧谷 かみこぞうたに
969 07一宮111 一宮 いっく 紅皿 あかさら
970 07一宮111 一宮 いっく 堂林 どうばやし
971 07一宮111 一宮 いっく ヲハリカキ をはりかき
972 07一宮111 一宮 いっく 北ハシカ谷 きたはしかたに
973 07一宮111 一宮 いっく 梟谷 ふくろうたに
974 07一宮111 一宮 いっく 祖神谷 そしんだに
975 07一宮111 一宮 いっく 南ハシカ谷 みなみはしかたに
976 07一宮111 一宮 いっく 新堂谷 しんどうたに
977 07一宮111 一宮 いっく ヲリツキ をりつき
978 07一宮111 一宮 いっく 北路 きたじ
979 07一宮111 一宮 いっく 妙寺ヶ端 みょうじヶはた
980 07一宮111 一宮 いっく 柳ヶ谷 やなぎがたに
981 07一宮111 一宮 いっく 大平 おおひら
982 07一宮111 一宮 いっく 北山田 きたやまだ
983 07一宮111 一宮 いっく 岩端 いわはた
984 07一宮111 一宮 いっく 荒神谷 こうじんだに
985 07一宮111 一宮 いっく 大平山 おおひらやま
986 07一宮111 一宮 いっく 丸山ノ端 まるやまのはた
987 07一宮111 一宮 いっく 南谷 みなみだに
988 07一宮111 一宮 いっく ドラガナロ どらがなろ
989 07一宮111 一宮 いっく 北徳谷 きたとくたに
990 07一宮111 一宮 いっく 徳谷 中徳谷 なかとくたに
991 07一宮111 一宮 いっく 南徳谷 みなみとくたに
992 07一宮111 一宮 いっく 北ヤシロ谷 きたやしろたに
993 07一宮111 一宮 いっく 下新木 しもあらき
994 07一宮111 一宮 いっく 大坪江 おおつぼえ
995 07一宮111 一宮 いっく 内塩田 うちしおた
996 07一宮111 一宮 いっく 南ヤシロ谷 みなみやしろたに
997 07一宮111 一宮 いっく 古川 ふるかわ
998 07一宮111 一宮 いっく 上池田 かみいけだ
999 07一宮111 一宮 いっく 瓜尻 うりしり
1000 07一宮111 一宮 いっく 琴池田 こといけだ
1001 07一宮111 一宮 いっく 井添 いぞえ
1002 07一宮111 一宮 いっく 壱町切 いっちょうきれ
1003 07一宮111 一宮 いっく 八反切 はったんきれ
1004 07一宮111 一宮 いっく 川原崎 かわらざき
1005 07一宮111 一宮 いっく 流田 ながれた
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1006 07一宮111 一宮 いっく 浦塩田 うらしおた
1007 07一宮111 一宮 いっく 丸田 まるた
1008 07一宮111 一宮 いっく ゼン長 ぜんちょう
1009 07一宮111 一宮 いっく 上山崎 かみやまさき
1010 07一宮111 一宮 いっく 下山崎 しもやまさき
1011 07一宮111 一宮 いっく 川添 かわぞえ
1012 07一宮111 一宮 いっく 中島塩田 なかしまえんでん
1013 07一宮111 一宮 いっく 上川崎 かみかわさき
1014 07一宮111 一宮 いっく 下川崎 しもかわさき
1015 07一宮111 一宮 いっく 下葭開 しもよしひらき
1016 07一宮111 一宮 いっく 中葭開 なかよしひらき
1017 07一宮111 一宮 いっく 上葭開 かみよしひらき
1018 07一宮111 一宮 いっく 天王 てんおお
1019 07一宮111 一宮 いっく 一加治汐田 いちかじしおた
1020 07一宮111 一宮 いっく 二加治汐田 にかじしおた
1021 07一宮111 一宮 いっく 三加治汐田 さんかじしおた
1022 07一宮111 一宮 いっく 四加治汐田 しかじしおた
1023 07一宮111 一宮 いっく 五加治汐田 ごかじしおた
1024 07一宮111 一宮 いっく 西半兵衛 にしはんべえ
1025 07一宮111 一宮 いっく 東半兵衛 ひがしはんべえ
1026 07一宮111 一宮 いっく 大窪 おおくぼ
1027 07一宮111 一宮 いっく 角田 すみた
1028 07一宮111 一宮 いっく 中窪 なかくぼ
1029 07一宮111 一宮 いっく 西窪 にしくぼ
1030 07一宮111 一宮 いっく 西大塩田 にしおおしおた
1031 07一宮111 一宮 いっく 中大塩田 なかおおしおた
1032 07一宮111 一宮 いっく 東大塩田 ひがしおおしおた
1033 07一宮112 薊野 あぞうの 石井流 いしいる
1034 07一宮112 薊野 あぞうの 赤坂 あかさか
1035 07一宮112 薊野 あぞうの 中神母ノ木 なかいげのき
1036 07一宮112 薊野 あぞうの 井ノ谷 いのたに
1037 07一宮112 薊野 あぞうの 池田 いけだ
1038 07一宮112 薊野 あぞうの 落神 おちがみ
1039 07一宮112 薊野 あぞうの 笹ヶ峠 ささがとうげ
1040 07一宮112 薊野 あぞうの 小塩田 こしおた
1041 07一宮112 薊野 あぞうの スズ谷 すずたに
1042 07一宮112 薊野 あぞうの 日ノ谷 ひのたに
1043 07一宮112 薊野 あぞうの 大カケ山 おおかけやま
1044 07一宮112 薊野 あぞうの 大カケ谷 おおかけたに
1045 07一宮112 薊野 あぞうの 地主谷 じぬしたに
1046 07一宮112 薊野 あぞうの 堅場谷 かたばたに
1047 07一宮112 薊野 あぞうの 孝々谷 こうこうたに
1048 07一宮112 薊野 あぞうの クマカ峠 くまかとうげ
1049 07一宮112 薊野 あぞうの 妙見谷 みょうけんだに
1050 07一宮112 薊野 あぞうの 清作谷山 せいさくたにやま
1051 07一宮112 薊野 あぞうの 清作山 せいさくやま
1052 07一宮112 薊野 あぞうの 小西浦 こにしうら
1053 07一宮112 薊野 あぞうの 荒井神 あらいかみ
1054 07一宮112 薊野 あぞうの 花ノ木 はなのき
1055 07一宮112 薊野 あぞうの 野ツコ のつこ
1056 07一宮112 薊野 あぞうの 渡り上り わたりあがり
1057 07一宮112 薊野 あぞうの 下モ屋敷 しもやしき
1058 07一宮112 薊野 あぞうの 横サレ よこされ
1059 07一宮112 薊野 あぞうの 藤ヶ枝 ふじがえだ
1060 07一宮112 薊野 あぞうの 西之芝 にしのしば
1061 07一宮112 薊野 あぞうの 西山添 にしやまぞえ
1062 07一宮112 薊野 あぞうの 西泉 にしいずみ
1063 07一宮112 薊野 あぞうの 野元 のもと
1064 07一宮112 薊野 あぞうの 銭神谷 ぜにがみたに
1065 07一宮112 薊野 あぞうの イハ井田 いはいた
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1066 07一宮112 薊野 あぞうの 大穴山口 おおあなやまくち
1067 07一宮112 薊野 あぞうの 大穴山 おおあなやま
1068 07一宮112 薊野 あぞうの バッビャガ岡 ばっびゃがおか
1069 07一宮112 薊野 あぞうの 裏谷分 うらたにぶん
1070 07一宮112 薊野 あぞうの 岩ノ本 いわのもと
1071 07一宮112 薊野 あぞうの 宮ノ前 みやのまえ
1072 07一宮112 薊野 あぞうの 銀札汐田 ぎんふだしおた
1073 07一宮112 薊野 あぞうの マロ まろ
1074 07一宮112 薊野 あぞうの 井流ノ口 いるのくち
1075 07一宮112 薊野 あぞうの 下橋詰 しもはしづめ
1076 07一宮112 薊野 あぞうの 上橋詰 かみはしづめ
1077 07一宮112 薊野 あぞうの 南池田 みなみいけだ
1078 07一宮112 薊野 あぞうの 北池田 きたいけだ
1079 07一宮112 薊野 あぞうの 壱ノ丸 いちのまる
1080 07一宮112 薊野 あぞうの 二ノ丸 にのまる
1081 07一宮112 薊野 あぞうの 猪ノ谷 いのたに
1082 07一宮112 薊野 あぞうの 岩井神 いわいかみ
1083 07一宮112 薊野 あぞうの 下屋敷 しもやしき
1084 07一宮113 重倉 しげくら 中山 なかやま
1085 07一宮113 重倉 しげくら 石垣 石垣 いしがき
1086 07一宮113 重倉 しげくら 一ツ橋 一ツ橋 ひとつはし
1087 07一宮113 重倉 しげくら 一ツ石 ひとついし
1088 07一宮113 重倉 しげくら 北裏椎 きたうらしい
1089 07一宮113 重倉 しげくら 南裏椎 みなみうらしい
1090 07一宮113 重倉 しげくら 川添 川ゾエ かわぞえ
1091 07一宮113 重倉 しげくら グソク岩 ぐそくいわ
1092 07一宮113 重倉 しげくら 渡上 わたりあがり
1093 07一宮113 重倉 しげくら 前カ石 まえがいし
1094 07一宮113 重倉 しげくら フキヌキ ふきぬき
1095 07一宮113 重倉 しげくら 力石 力石 ちからいし
1096 07一宮113 重倉 しげくら 宮ノ谷 みやのたに
1097 07一宮113 重倉 しげくら 二子石 ふたごいし
1098 07一宮113 重倉 しげくら ナロ向 なろむかい
1099 07一宮113 重倉 しげくら 井口 いぐち
1100 07一宮113 重倉 しげくら ナロ なろ
1101 07一宮113 重倉 しげくら 桑ガ森 くわがもり
1102 07一宮113 重倉 しげくら カメカエリ かめかえり
1103 07一宮113 重倉 しげくら 舘谷 たちたに
1104 07一宮113 重倉 しげくら 赤坂 あかさか
1105 07一宮113 重倉 しげくら 重倉 しげくら
1106 07一宮113 重倉 しげくら 大スミ おおすみ
1107 07一宮113 重倉 しげくら カマツチ かまつち
1108 07一宮113 重倉 しげくら 下久保 下久保 しもくぼ
1109 07一宮113 重倉 しげくら コカノサコ こかのさこ
1110 07一宮113 重倉 しげくら ヒビガ谷 ひびがたに
1111 07一宮113 重倉 しげくら 柿ノサコ かきのさこ
1112 07一宮113 重倉 しげくら イモヤマ いもやま
1113 07一宮113 重倉 しげくら アイカエリ あいかえり
1114 07一宮113 重倉 しげくら ヲシトコ をしとこ
1115 07一宮113 重倉 しげくら クロウロ くろうろ
1116 07一宮113 重倉 しげくら 平岩 ひらいわ
1117 07一宮113 重倉 しげくら ササガトウ ささがとう
1118 07一宮113 重倉 しげくら タケバ たけば
1119 07一宮113 重倉 しげくら シラサン しらさん
1120 07一宮113 重倉 しげくら フキ谷 ふきたに
1121 07一宮113 重倉 しげくら 広山 ひろやま
1122 07一宮113 重倉 しげくら セヲ山 せをやま
1123 07一宮113 重倉 しげくら ナロノ向 なろのむかい
1124 07一宮113 重倉 しげくら ナロ山 なろやま
1125 07一宮113 重倉 しげくら フキ山 ふきやま
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1126 07一宮114 久礼野 くれの 大ミナロ おおみなろ
1127 07一宮114 久礼野 くれの 新屋敷 しんやしき
1128 07一宮114 久礼野 くれの 一ツ橋 ひとつはし
1129 07一宮114 久礼野 くれの 硯石 すずりいし
1130 07一宮114 久礼野 くれの 三谷境 みたにさかい
1131 07一宮114 久礼野 くれの 西ノダヲ にしのだを
1132 07一宮114 久礼野 くれの 一ツ石 ひとついし
1133 07一宮114 久礼野 くれの 神田 かんだ
1134 07一宮114 久礼野 くれの 菖蒲谷 しょうぶたに
1135 07一宮114 久礼野 くれの サシキカナロ さしきかなろ
1136 07一宮114 久礼野 くれの 下モカケ山 しもかけやま
1137 07一宮114 久礼野 くれの 長谷口 ながたにぐち
1138 07一宮114 久礼野 くれの 長谷 ながたに
1139 07一宮114 久礼野 くれの 西マタ にしまた
1140 07一宮114 久礼野 くれの 鳥越 とりごえ
1141 07一宮114 久礼野 くれの フトガラ子 ふとがらね
1142 07一宮114 久礼野 くれの 東又 ひがしまた
1143 07一宮114 久礼野 くれの 西谷 にしたに
1144 07一宮114 久礼野 くれの 小西谷 こにしたに
1145 07一宮114 久礼野 くれの 井口 いぐち
1146 07一宮114 久礼野 くれの 中蔵 なかくら
1147 07一宮114 久礼野 くれの 二反田 にたんだ
1148 07一宮114 久礼野 くれの 鍋庫 なべこ
1149 07一宮114 久礼野 くれの 鍋庫谷 なべこたに
1150 07一宮114 久礼野 くれの 長田 ながた
1151 07一宮114 久礼野 くれの 峠口 とうげくち
1152 07一宮114 久礼野 くれの 水吞場 みずのみば
1153 07一宮114 久礼野 くれの 峠 とうげ
1154 07一宮114 久礼野 くれの 大タヲ おおたを
1155 07一宮114 久礼野 くれの 岩ガラ いわがら
1156 07一宮114 久礼野 くれの コヲゲ こをげ
1157 07一宮114 久礼野 くれの 大スミ おおすみ
1158 07一宮114 久礼野 くれの 笠椎 かさしい
1159 07一宮114 久礼野 くれの 打越 うちこし
1160 07一宮114 久礼野 くれの ヤヂガ谷 やぢがたに
1161 07一宮114 久礼野 くれの 菖蒲田 しょうぶた
1162 07一宮114 久礼野 くれの 並松 なみまつ
1163 07一宮114 久礼野 くれの セセラ畑 せせらはた
1164 07一宮114 久礼野 くれの ハリノホ谷 はりのほたに
1165 07一宮114 久礼野 くれの 四十代田 よんじゅうだいた
1166 07一宮114 久礼野 くれの 石神 いしかみ
1167 07一宮114 久礼野 くれの 深田 ふかた
1168 07一宮114 久礼野 くれの ガタイシ がたいし
1169 07一宮114 久礼野 くれの 石山 いしやま
1170 07一宮114 久礼野 くれの 小スゲ こすげ
1171 07一宮114 久礼野 くれの スケノ谷 すけのたに
1172 07一宮114 久礼野 くれの 米屋谷 こめやたに
1173 07一宮114 久礼野 くれの ノツゴ のつご
1174 07一宮114 久礼野 くれの 米屋ヶ床 こめやがとこ
1175 07一宮114 久礼野 くれの 前ノ芝 まえのしば
1176 07一宮114 久礼野 くれの 入舟谷 いりふねたに
1177 07一宮114 久礼野 くれの 堂カナロ どうがなろ
1178 07一宮114 久礼野 くれの 種松 たねまつ
1179 07一宮114 久礼野 くれの 東ハザマ ひがしはざま
1180 07一宮114 久礼野 くれの ハザマ はざま
1181 07一宮114 久礼野 くれの 橋詰 はしづめ
1182 07一宮114 久礼野 くれの 西ハザマ にしはざま
1183 07一宮114 久礼野 くれの 屋式ノ前 やしきのまえ
1184 07一宮114 久礼野 くれの ヲシ淵 をしふち
1185 07一宮114 久礼野 くれの 影山 かげやま
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1186 07一宮114 久礼野 くれの ヲカノハナ をかのはな
1187 07一宮114 久礼野 くれの 西クボ にしくぼ
1188 07一宮114 久礼野 くれの 神母ノ木 いげのき
1189 07一宮114 久礼野 くれの ヒエ田 ひえた
1190 07一宮114 久礼野 くれの 川久保 かわくぼ
1191 07一宮114 久礼野 くれの 五反地 ごたんち
1192 07一宮114 久礼野 くれの 八反地 はったんち
1193 07一宮114 久礼野 くれの 土居屋敷 どいやしき
1194 07一宮114 久礼野 くれの 的場 まとば
1195 07一宮114 久礼野 くれの 東久保 ひがしくぼ
1196 07一宮114 久礼野 くれの 東森 ひがしもり
1197 07一宮114 久礼野 くれの クララ クララ くらら
1198 07一宮114 久礼野 くれの 東山 ひがしやま
1199 07一宮114 久礼野 くれの 宮ノ谷 みやのたに
1200 07一宮114 久礼野 くれの 宮ノ下タ みやのした
1201 07一宮114 久礼野 くれの 橋ノ本 はしのもと
1202 07一宮114 久礼野 くれの グイミ谷 ぐいみたに
1203 07一宮114 久礼野 くれの シャシャブ谷 しゃしゃぶたに
1204 07一宮114 久礼野 くれの 大谷 おおたに
1205 07一宮114 久礼野 くれの 東谷口 ひがしたにぐち
1206 07一宮114 久礼野 くれの 大谷東谷 おおたにひがしだに
1207 07一宮114 久礼野 くれの 樽ノ奥 たるのおく
1208 07一宮114 久礼野 くれの 樽 たる
1209 07一宮114 久礼野 くれの 大谷西谷 おおたににしだに
1210 07一宮114 久礼野 くれの 宮カド みやかど
1211 07一宮114 久礼野 くれの 中谷 なかたに
1212 07一宮114 久礼野 くれの 小屋ノ谷 こやのたに
1213 07一宮114 久礼野 くれの 寺屋敷 てらやしき
1214 07一宮114 久礼野 くれの 樋ノ口 ひのくち
1215 07一宮114 久礼野 くれの 行司田 ぎょうじた
1216 07一宮114 久礼野 くれの 隅屋敷 すみやしき
1217 07一宮114 久礼野 くれの 名元ヤシキ なもとやしき
1218 07一宮114 久礼野 くれの 地蔵堂 じぞうどう
1219 07一宮114 久礼野 くれの アンノ谷 あんのたに
1220 07一宮114 久礼野 くれの 沢ノ谷 さわのたに
1221 07一宮114 久礼野 くれの 西ノ芝 にしのしば
1222 07一宮114 久礼野 くれの ムロヤシキ むろやしき
1223 07一宮114 久礼野 くれの 臼杵 うすき
1224 07一宮114 久礼野 くれの 砂ヶ谷 すながたに
1225 07一宮114 久礼野 くれの 水汲谷 みずくみたに
1226 07一宮114 久礼野 くれの ウスギ山 うすぎやま
1227 07一宮114 久礼野 くれの 長サコ口 ながさこくち
1228 07一宮114 久礼野 くれの 長サコ ながさこ
1229 07一宮114 久礼野 くれの 上ウスキ かみうすき
1230 07一宮114 久礼野 くれの 黒岩 くろいわ
1231 07一宮114 久礼野 くれの 平岩 ひらいわ
1232 07一宮114 久礼野 くれの 坂本 さかもと
1233 07一宮114 久礼野 くれの 下坂本 しもさかもと
1234 07一宮114 久礼野 くれの ナガレ田 ながれた
1235 07一宮114 久礼野 くれの カワソヘ かわそへ
1236 07一宮114 久礼野 くれの 長丁 ながちょう
1237 07一宮114 久礼野 くれの 長岩 ながいわ
1238 07一宮114 久礼野 くれの 深川分 ふかがわぶん
1239 07一宮114 久礼野 くれの ヲソ子石 をそねいし
1240 07一宮114 久礼野 くれの ユサクタニ ゆさくたに
1241 07一宮114 久礼野 くれの 東ユサク谷 ひがしゆさくたに
1242 07一宮114 久礼野 くれの 岩ガ畝 いわがうね
1243 07一宮114 久礼野 くれの 松ノ本 まつのもと
1244 07一宮114 久礼野 くれの 堂面 どうめん
1245 07一宮114 久礼野 くれの 上ミ堂面 かみどうめん
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1246 07一宮114 久礼野 くれの 火打谷 火打谷 ひうちたに
1247 07一宮114 久礼野 くれの 丁子口 ちょうねくち
1248 07一宮114 久礼野 くれの 西ヲリ道 にしをりみち
1249 07一宮114 久礼野 くれの 榎カタヲ えのきかたを
1250 07一宮114 久礼野 くれの 隅田 すみた
1251 07一宮114 久礼野 くれの 山伏ガ淵 やまぶしがふち
1252 07一宮114 久礼野 くれの 深サコ口 ふかさこくち
1253 07一宮114 久礼野 くれの 杤ノ木 とちのき
1254 07一宮114 久礼野 くれの 下馬関 しもうませき
1255 07一宮114 久礼野 くれの 中下リ道 なかくだりみち
1256 07一宮114 久礼野 くれの 黒岩ウシロ くろいわうしろ
1257 07一宮114 久礼野 くれの 東下リ道 ひがしくだりみち
1258 07一宮114 久礼野 くれの 南イノツカ みなみいのつか
1259 07一宮114 久礼野 くれの 井ノツカ いのつか
1260 07一宮114 久礼野 くれの 馬関 うませき
1261 07一宮114 久礼野 くれの 大木 おおき
1262 07一宮114 久礼野 くれの 垣ノ内 かきのうち
1263 07一宮114 久礼野 くれの 酒力 さけちから
1264 07一宮114 久礼野 くれの 井ノツカ口 いのつかくち
1265 07一宮114 久礼野 くれの 上馬関 かみうませき
1266 07一宮114 久礼野 くれの シノベ谷 しのべたに
1267 07一宮114 久礼野 くれの 西横谷 にしよこたに
1268 07一宮114 久礼野 くれの 堂所 どうところ
1269 07一宮114 久礼野 くれの 下大ハ子 しもおおはね
1270 07一宮114 久礼野 くれの 細ノ口 ほそのくち
1271 07一宮114 久礼野 くれの 僧ノ岩 そうのいわ
1272 07一宮114 久礼野 くれの 伊勢河口 いせかわくち
1273 07一宮114 久礼野 くれの 杉ノ谷 すぎのたに
1274 07一宮114 久礼野 くれの 道田 みちた
1275 07一宮114 久礼野 くれの 上ミ横谷 かみよこたに
1276 07一宮114 久礼野 くれの 横谷 よこたに
1277 07一宮114 久礼野 くれの 岩ノ本 いわのもと
1278 07一宮114 久礼野 くれの 松山 まつやま
1279 07一宮114 久礼野 くれの 大羽根谷 おおはねたに
1280 07一宮114 久礼野 くれの ショヲシヤ畑 しょをしやはた
1281 07一宮114 久礼野 くれの ホリノ谷 ほりのたに
1282 07一宮114 久礼野 くれの 柿ノサコ かきのさこ
1283 07一宮114 久礼野 くれの 柿ガ谷 かきがたに
1284 07一宮114 久礼野 くれの 丸山 まるやま
1285 07一宮114 久礼野 くれの 大ハ子 おおはね
1286 07一宮114 久礼野 くれの 牛石 うしいし
1287 07一宮114 久礼野 くれの 天王森 てんおおもり
1288 07一宮114 久礼野 くれの 上大ハ子 かおおはね
1289 07一宮114 久礼野 くれの 東青ザレ ひがしあおざれ
1290 07一宮114 久礼野 くれの 西青ザレ にしあおざれ
1291 07一宮114 久礼野 くれの 東笠石 ひがしかさいし
1292 07一宮114 久礼野 くれの 西笠石 にしかさいし
1293 07一宮114 久礼野 くれの マミヤクロ まみやくろ
1294 07一宮114 久礼野 くれの 宮ノ前 みやのまえ
1295 07一宮114 久礼野 くれの 榎谷 えのきたに
1296 07一宮114 久礼野 くれの 尾ノ上松 おのうえまつ
1297 07一宮114 久礼野 くれの 大宮ノ谷 おおみやのたに
1298 07一宮114 久礼野 くれの 宮ノ後 みやのうしろ
1299 07一宮114 久礼野 くれの ウノサゴ うのさご
1300 07一宮114 久礼野 くれの 宮ノ西 みやのにし
1301 07一宮114 久礼野 くれの 花田 はなだ
1302 07一宮114 久礼野 くれの ソトド そとど
1303 07一宮114 久礼野 くれの 小山 こやま
1304 07一宮114 久礼野 くれの 五郎兵衛屋式 ごろうひょうえやしき
1305 07一宮114 久礼野 くれの 新四良ヤシキ しんしろうやしき
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1306 07一宮114 久礼野 くれの 子ギヤシキ ねぎやしき
1307 07一宮114 久礼野 くれの 東萩王 ひがしはぎおお
1308 07一宮114 久礼野 くれの 萩王 はぎおお
1309 07一宮114 久礼野 くれの 入定 入定 にゅうじょう
1310 07一宮114 久礼野 くれの 水口ヤシキ みずくちやしき
1311 07一宮114 久礼野 くれの 鍛治屋敷 かじやしき
1312 07一宮114 久礼野 くれの 北屋敷 きたやしき
1313 07一宮114 久礼野 くれの 東藪 ひがしやぶ
1314 07一宮114 久礼野 くれの 神ヤシキ かみやしき
1315 07一宮114 久礼野 くれの 立道 たてみち
1316 07一宮114 久礼野 くれの 南ヤシキ みなみやしき
1317 07一宮114 久礼野 くれの 西ヤシキ にしやしき
1318 07一宮114 久礼野 くれの フルガワチ ふるがわち
1319 07一宮114 久礼野 くれの 桜本 さくらもと
1320 07一宮114 久礼野 くれの サハイ田 さはいた
1321 07一宮114 久礼野 くれの 南山 みなみやま
1322 07一宮114 久礼野 くれの シヲダ しをだ
1323 07一宮114 久礼野 くれの 岩ヅカウ いわづかう
1324 07一宮114 久礼野 くれの ヲドリ石 をどりいし
1325 07一宮114 久礼野 くれの カヂヤ田 かぢやた
1326 07一宮114 久礼野 くれの カヂヤバエ かぢやばえ
1327 07一宮114 久礼野 くれの 南山口 みなみやまぐち
1328 07一宮114 久礼野 くれの 西藪 にしやぶ
1329 07一宮114 久礼野 くれの コヲヂ こをぢ
1330 07一宮114 久礼野 くれの 莟 つぼみ
1331 07一宮114 久礼野 くれの 鹿児木 かこき
1332 07一宮114 久礼野 くれの サコロヂ さころぢ
1333 07一宮114 久礼野 くれの 西ノ谷 にしのたに
1334 07一宮114 久礼野 くれの 樽ノ元 たるのもと
1335 07一宮114 久礼野 くれの 横畑 よこはた
1336 07一宮114 久礼野 くれの 西ノ岡 にしのおか
1337 07一宮114 久礼野 くれの 中ノサコ なかのさこ
1338 07一宮114 久礼野 くれの 中畝 なかうね
1339 07一宮114 久礼野 くれの 高サレ たかされ
1340 07一宮114 久礼野 くれの コモリ こもり
1341 07一宮114 久礼野 くれの 影岩 かげいわ
1342 07一宮114 久礼野 くれの 西ノ平 にしのひら
1343 07一宮114 久礼野 くれの キチガ谷 きちがたに
1344 07一宮114 久礼野 くれの 上景屋敷 かみかげやしき
1345 07一宮114 久礼野 くれの 上八窪 かみやくぼ
1346 07一宮114 久礼野 くれの 虹ヶ谷 にじがたに
1347 07一宮114 久礼野 くれの 池ノ谷 いけのたに
1348 07一宮114 久礼野 くれの モミヂガサコ もみぢがさこ
1349 07一宮114 久礼野 くれの 仲道 なかみち
1350 07一宮114 久礼野 くれの 外藪 そとやぶ
1351 07一宮114 久礼野 くれの 長兵衛荒 ちょうへえあれ
1352 07一宮114 久礼野 くれの 鴻峰 こうみね
1353 07一宮114 久礼野 くれの 地蔵床 じぞうとこ
1354 07一宮114 久礼野 くれの 井ノ谷 いのたに
1355 07一宮114 久礼野 くれの 南井ノ谷 みなみいのたに
1356 07一宮114 久礼野 くれの 井ノ谷口 いのたにくち
1357 07一宮114 久礼野 くれの 外野 そとの
1358 07一宮114 久礼野 くれの ツノ石 つのいし
1359 07一宮114 久礼野 くれの 道別レ みちわかれ
1360 07一宮114 久礼野 くれの 唐谷 からたに
1361 07一宮114 久礼野 くれの 影道 かげみち
1362 07一宮114 久礼野 くれの 梅ガ谷 うめがたに
1363 07一宮114 久礼野 くれの 辷石 すべりいし
1364 07一宮114 久礼野 くれの 下ロンギ しもろんぎ
1365 07一宮114 久礼野 くれの 水ノ辻 みずのつじ
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1366 07一宮114 久礼野 くれの 新道 しんみち
1367 07一宮114 久礼野 くれの 北小スゲノ谷 きたこすげのたに
1368 07一宮114 久礼野 くれの 奥スゲノ谷 おくすげのたに
1369 07一宮114 久礼野 くれの 北スゲノ谷 きたすげのたに
1370 07一宮114 久礼野 くれの スゲノ谷口 すげのたにぐち
1371 07一宮114 久礼野 くれの ロンギ ろんぎ
1372 07一宮114 久礼野 くれの 瀬戸 せど
1373 07一宮114 久礼野 くれの 上ロンギ かみろんぎ
1374 07一宮114 久礼野 くれの アリノ木 ありのき
1375 07一宮114 久礼野 くれの ジヨヲド じよをど
1376 07一宮114 久礼野 くれの ツエノクラ つえのくら
1377 07一宮114 久礼野 くれの カサハエ かさはえ
1378 07一宮114 久礼野 くれの ヨコ道 よこみち
1379 07一宮114 久礼野 くれの ホヲジガ森 ほをじがもり
1380 07一宮114 久礼野 くれの ツエハリ つえはり
1381 07一宮114 久礼野 くれの ツエノクラ山 つえのくらやま
1382 07一宮114 久礼野 くれの シヤウド しやうど
1383 07一宮114 久礼野 くれの 扇畑 おうぎはた
1384 07一宮114 久礼野 くれの 上ミロンギ かみろんぎ
1385 07一宮114 久礼野 くれの 馬床 うまとこ
1386 07一宮114 久礼野 くれの 大藪 おおやぶ
1387 07一宮114 久礼野 くれの 猿越タヲ さるこしたを
1388 07一宮114 久礼野 くれの 正連屋式 ただしれんやしき
1389 07一宮114 久礼野 くれの 瀬戸 せど
1390 07一宮114 久礼野 くれの カキノ木 かきのき
1391 07一宮114 久礼野 くれの ヒラ松 ひらまつ
1392 07一宮114 久礼野 くれの 小スゲノ谷 こすげのたに
1393 07一宮114 久礼野 くれの 下タヲ しもたを
1394 07一宮114 久礼野 くれの カラ谷 からたに
1395 07一宮114 久礼野 くれの 道別 みちわかれ
1396 07一宮114 久礼野 くれの 黒竹藪 くろたけやぶ
1397 07一宮114 久礼野 くれの 地蔵ガ宋 じぞうがそう
1398 07一宮114 久礼野 くれの 鴻ノ峰 こうのみね
1399 07一宮114 久礼野 くれの 辻ノ上エ つじのうええ
1400 07一宮114 久礼野 くれの ヲンバカ上ヘ をんばかうえ
1401 07一宮114 久礼野 くれの 扇谷 おうぎたに
1402 07一宮114 久礼野 くれの モミヂガ宋 もみぢがそう
1403 07一宮114 久礼野 くれの 野南 のみなみ
1404 07一宮114 久礼野 くれの ホソノ ほその
1405 07一宮114 久礼野 くれの アミアナ あみあな
1406 07一宮114 久礼野 くれの 上窪山 かみくぼやま
1407 07一宮114 久礼野 くれの 栄松 さかえまつ
1408 07一宮114 久礼野 くれの シラザレ しらざれ
1409 07一宮114 久礼野 くれの 黒磯 くろいそ
1410 07一宮114 久礼野 くれの 上景屋式 じょうけいやしき
1411 07一宮114 久礼野 くれの サコロチ さころち
1412 07一宮114 久礼野 くれの ハラダ はらだ
1413 07一宮114 久礼野 くれの コヲチ こをち
1414 07一宮114 久礼野 くれの 笹ガ峰 ささがみね
1415 07一宮114 久礼野 くれの 西峰 にしみね
1416 07一宮114 久礼野 くれの カゲノ山 かげのやま
1417 07一宮114 久礼野 くれの 南山口 みなみやまぐち
1418 07一宮114 久礼野 くれの ヲトリ石 をとりいし
1419 07一宮114 久礼野 くれの 岩ツカウ いわつかう
1420 07一宮114 久礼野 くれの 岩ツカウ山 いわつかうやま
1421 07一宮114 久礼野 くれの ハナノ谷 はなのたに
1422 07一宮114 久礼野 くれの 北屋式 きたやしき
1423 07一宮114 久礼野 くれの 新四郎ヤシキ しんしろうやしき
1424 07一宮114 久礼野 くれの 五良兵衛屋式 ごろうへえやしき
1425 07一宮114 久礼野 くれの ムカイ藪 むかいやぶ
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1426 07一宮114 久礼野 くれの ヲヒヤガチ をひやがち
1427 07一宮114 久礼野 くれの 松カヤスハ まつかやすは
1428 07一宮114 久礼野 くれの 東谷 ひがしだに
1429 07一宮114 久礼野 くれの ヒキチガ宋 ひきちがそう
1430 07一宮114 久礼野 くれの ヒキチ ひきち
1431 07一宮114 久礼野 くれの 尾上松 おのえまつ
1432 07一宮114 久礼野 くれの マミヤグロ まみやぐろ
1433 07一宮114 久礼野 くれの マミヤグ まみやぐ
1434 07一宮114 久礼野 くれの 笠松山 かさまつやま
1435 07一宮114 久礼野 くれの 西笠谷 にしかさたに
1436 07一宮114 久礼野 くれの 東笠谷 ひがしかさたに
1437 07一宮114 久礼野 くれの 柿ヶ谷 かきがたに
1438 07一宮114 久礼野 くれの 横峰 よこみね
1439 07一宮114 久礼野 くれの ホソノ谷 ほそのたに
1440 07一宮114 久礼野 くれの ショウジャ畑 しょうじゃはた
1441 07一宮114 久礼野 くれの 上横谷 かみよこたに
1442 07一宮114 久礼野 くれの 鳶ガタヲ とびがたを
1443 07一宮114 久礼野 くれの 小ミナロ こみなろ
1444 07一宮114 久礼野 くれの 杉ノ谷 すぎのたに
1445 07一宮114 久礼野 くれの クラ谷 くらたに
1446 07一宮114 久礼野 くれの 奥イセガウ おくいせがう
1447 07一宮114 久礼野 くれの イセゴウ いせごう
1448 07一宮114 久礼野 くれの 善福寺 ぜんぷくじ
1449 07一宮114 久礼野 くれの 水ノ谷 みずのたに
1450 07一宮114 久礼野 くれの ホソノ口 ほそのくち
1451 07一宮114 久礼野 くれの 下モ大羽根 しもおおはね
1452 07一宮114 久礼野 くれの 堂所 どうところ
1453 07一宮114 久礼野 くれの 横谷山 よこたにやま
1454 07一宮114 久礼野 くれの 奥イノツカ おくいのつか
1455 07一宮114 久礼野 くれの イノツカ山 いのつかやま
1456 07一宮114 久礼野 くれの 下モ馬関 しもうませき
1457 07一宮114 久礼野 くれの 深サコ ふかさこ
1458 07一宮114 久礼野 くれの 榎ガタヲ えのきがたを
1459 07一宮114 久礼野 くれの 桑ガモリ くわがもり
1460 07一宮114 久礼野 くれの 下モ坂本 しもさかもと
1461 07一宮114 久礼野 くれの 上ウスキ うえうすき
1462 07一宮114 久礼野 くれの ウスキ山 うすきやま
1463 07一宮114 久礼野 くれの 水汲谷 みずくみたに
1464 07一宮114 久礼野 くれの 砂ガ谷 すながたに
1465 07一宮114 久礼野 くれの 崎ガ谷 さきがたに
1466 07一宮114 久礼野 くれの 下モ崎ガ谷 しもさきがたに
1467 07一宮114 久礼野 くれの 名元屋敷 なもとやしき
1468 07一宮114 久礼野 くれの 寺屋式 てらやしき
1469 07一宮114 久礼野 くれの 小畑 こばた
1470 07一宮114 久礼野 くれの ギヲン谷 ぎをんたに
1471 07一宮114 久礼野 くれの サデ さで
1472 07一宮114 久礼野 くれの 大谷山 おおたにやま
1473 07一宮114 久礼野 くれの 馬ツキ石 うまつきいし
1474 07一宮114 久礼野 くれの 赤松ガ岡 あかまつがおか
1475 07一宮114 久礼野 くれの サルウチ さるうち
1476 07一宮114 久礼野 くれの イヤノ谷 いやのたに
1477 07一宮114 久礼野 くれの カワラドヲ かわらどを
1478 07一宮114 久礼野 くれの 東ノ森 ひがしのもり
1479 07一宮114 久礼野 くれの 東ノ久保 ひがしのくぼ
1480 07一宮114 久礼野 くれの 的場山 まとばやま
1481 07一宮114 久礼野 くれの 的場 まとば
1482 07一宮114 久礼野 くれの 高森 たかもり
1483 07一宮114 久礼野 くれの 沖ノ河 おきのかわ
1484 07一宮114 久礼野 くれの 岡山 おかやま
1485 07一宮114 久礼野 くれの ヲカノハナ をかのはな
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1486 07一宮114 久礼野 くれの 影山 かげやま
1487 07一宮114 久礼野 くれの 入船谷 いりふねたに
1488 07一宮114 久礼野 くれの 茶屋ヶ床 ちゃやがとこ
1489 07一宮114 久礼野 くれの セセラ畑山 せせらはたやま
1490 07一宮114 久礼野 くれの 横山 よこやま
1491 07一宮114 久礼野 くれの 鍋倉谷 なべくらたに
1492 07一宮114 久礼野 くれの 一ツ石山 ひとついしやま
1493 07一宮114 久礼野 くれの 八丈岩 はちじょういわ
1494 07一宮114 久礼野 くれの 西ノ峰 にしのみね
1495 07一宮114 久礼野 くれの 筆石 ふでいし
1496 07一宮114 久礼野 くれの 新屋式 しんやしき
1570 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 砂崎 すなさき
1571 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 蔵ノ内 くらのうち
1572 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 外塩田 そとしおた
1573 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 新塩田 しんしおた
1574 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 古川 ふるかわ
1575 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 東塩田 ひがししおた
1576 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 十区 じゅうく
1577 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 裏塩田 うらしおた
1578 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 辰巳ヶ隅 たつみがすみ
1579 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 曽根田 そねた
1580 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 柿木下 かきのきした
1581 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 佐平田 さへいた
1582 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 平石 ひらいし
1583 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 道ノ西 みちのにし
1584 08秦111 南秦泉寺 みなみじんぜんじ 小塩田 こしおた
1497 08秦112 愛宕山 あたごやま クチナシ原 くちなしはら
1498 08秦112 愛宕山 あたごやま 丸橋 まるはし
1499 08秦112 愛宕山 あたごやま 秦ノ谷 はたのたに
1500 08秦112 愛宕山 あたごやま カナヤ かなや
1501 08秦112 愛宕山 あたごやま 愛宕山 あたごやま
1502 08秦112 愛宕山 あたごやま 前田 まえだ
1503 08秦113 前里 まえざと 蔵之内 くらのうち
1504 08秦113 前里 まえざと シホヤ しほや
1505 08秦113 前里 まえざと 前里 まえさと
1506 08秦113 前里 まえざと 坪クリ つぼくり
1507 08秦113 前里 まえざと 土居ノ前 どいのまえ
1508 08秦113 前里 まえざと 柿木下 かききした
1509 08秦113 前里 まえざと 辰巳ヶ隅 たつみがすみ
1510 08秦113 前里 まえざと 曽根田 そねた
1511 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 柿ノ木下 かきのきした
1512 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 曽根田 そねた
1513 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 佐平田 さひらた
1514 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 平石 ひらいし
1515 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 道ノ西 みちのにし
1516 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 鉄砲築地 てっぽうつきじ
1517 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 鉾ノ元 ほこのもと
1518 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 上古川 かみふるかわ
1519 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 上野 うえの
1520 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 岡屋敷 おかやしき
1521 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 土居ノ前 どいのまえ
1522 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 天場谷 てんばたに
1523 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 折坂 おりさか
1524 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 所谷 ところたに
1525 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 石ノ元 いしのもと
1526 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 中屋敷 なかやしき
1527 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 女天岩 にょてんいわ
1528 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 大谷 おおたに
1529 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 奥堂ヶナロ おくどうがなろ
1530 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 堂ヶナロ どうがなろ
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1531 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 石ノ本 いしのもと
1532 08秦114 東秦泉寺 ひがしじんぜんじ 青砂 あおすな
1553 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 前里 まえさと
1554 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 松ノ木 まつのき
1555 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 松葉谷 まつばたに
1556 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 日ノ岡 ひのおか
1557 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 八幡田 はちまんた
1558 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 吉弘 よしひろ
1559 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 仁井田 にいだ
1560 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 久保 くぼ
1561 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 伏尾 ふしお
1562 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 伏尾谷 伏尾谷 ふしおたに
1563 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 井手ヶ谷 いてがたに
1564 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 西ノ谷 にしのたに
1565 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 上ノ奥 かみのおく
1566 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 淋シ谷 さびしたに
1567 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 谷ノ内 たにのうち
1568 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 坂本 さかもと
1569 08秦115 北秦泉寺 きたじんぜんじ 妙見下 みょうけんした
1533 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 秦山 はたやま
1534 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 鷹通 たかとおり
1535 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 鍛冶屋ヶ内 かじやがうち
1536 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 長畠 ながはた
1537 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 大柳 おおやなぎ
1538 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 新屋敷 しんやしき
1539 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 小芝 こしば
1540 08秦116 中秦泉寺 なかじんぜんじ 松尾 まつお
1591 08秦117 三谷 みたに 牛渡瀬 うしわたせ
1592 08秦117 三谷 みたに 大ハ子 おおはね
1593 08秦117 三谷 みたに 中ウ子 なかうね
1594 08秦117 三谷 みたに 下ヤシキ しもやしき
1595 08秦117 三谷 みたに 宮ノ下 みやのした
1596 08秦117 三谷 みたに 下カケ山 したかけやま
1597 08秦117 三谷 みたに ムカイカケ山 むかいかけやま
1598 08秦117 三谷 みたに ユワ ゆわ
1599 08秦117 三谷 みたに 岡田 おかだ
1600 08秦117 三谷 みたに 西ノ岡 にしのおか
1601 08秦117 三谷 みたに タキノ下 たきのした
1602 08秦117 三谷 みたに 氏林 うじはやし
1603 08秦117 三谷 みたに ナカノタキ なかのたき
1604 08秦117 三谷 みたに イハガナロ いはがなろ
1605 08秦117 三谷 みたに 平石 ひらいし
1606 08秦117 三谷 みたに 西カケ山 にしかけやま
1607 08秦117 三谷 みたに 南コエタツ みなみこえたつ
1608 08秦117 三谷 みたに 大門 おおもん
1609 08秦117 三谷 みたに コエタツ こえたつ
1610 08秦117 三谷 みたに 房ノ谷 ふさのたに
1611 08秦117 三谷 みたに 西房ノ谷 にしふさのたに
1612 08秦117 三谷 みたに 西カヤスバ にしがやすば
1613 08秦117 三谷 みたに 上古清水 かみふるしみず
1614 08秦117 三谷 みたに 古清水 ふるしみず
1615 08秦117 三谷 みたに 清水 しみず
1616 08秦117 三谷 みたに オモヤシキ おもやしき
1617 08秦117 三谷 みたに 次郎ヤシキ じろうやしき
1618 08秦117 三谷 みたに サハ さは
1619 08秦117 三谷 みたに 泉 いずみ
1620 08秦117 三谷 みたに 榎サコ えのきさこ
1621 08秦117 三谷 みたに 土居 どい
1622 08秦117 三谷 みたに 河路 かわじ
1623 08秦117 三谷 みたに ヘナカ岩 へなかいわ
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1624 08秦117 三谷 みたに 山姥 やまんば
1625 08秦117 三谷 みたに 堂林 どうはやし
1626 08秦117 三谷 みたに 水吞場 みずのみば
1627 08秦117 三谷 みたに 三子 みね
1628 08秦117 三谷 みたに 西ホキ にしほき
1629 08秦117 三谷 みたに 中ホキ なかほき
1630 08秦117 三谷 みたに 東ホキ ひがしほき
1631 08秦117 三谷 みたに タワ たわ
1632 08秦117 三谷 みたに マツヲ まつを
1633 08秦117 三谷 みたに イシカサコ いしかさこ
1634 08秦117 三谷 みたに アサウチ あさうち
1635 08秦117 三谷 みたに ヒシリ ひしり
1636 08秦117 三谷 みたに ウハタラ うはたら
1637 08秦117 三谷 みたに ヌタノヲ ぬたのを
1638 08秦117 三谷 みたに 平七ヤシキ へいしちやしき
1639 08秦117 三谷 みたに 中ノ谷 なかのたに
1640 08秦117 三谷 みたに カキノカア かきのかあ
1641 08秦117 三谷 みたに ホソサコ ほそさこ
1642 08秦117 三谷 みたに 下菅ノ谷 しもすげのたに
1643 08秦117 三谷 みたに 南菅ノ谷 みなみすげのたに
1644 08秦117 三谷 みたに イモシカ谷 いもしかたに
1645 08秦117 三谷 みたに 西菅ノ谷 にしすげのたに
1646 08秦117 三谷 みたに スケノ谷 すけのたに
1647 08秦117 三谷 みたに 中スケノ谷 なかすけのたに
1648 08秦117 三谷 みたに 上スケノ谷 かみすけのたに
1649 08秦117 三谷 みたに 下長サコ しもながさこ
1650 08秦117 三谷 みたに 東長サコ ひがしながさこ
1651 08秦117 三谷 みたに 上中谷 かみなかたに
1652 08秦117 三谷 みたに 中ノ谷ノセイ なかのたにのせい
1653 08秦117 三谷 みたに 馬ノホネイシ うまのほねいし
1654 08秦117 三谷 みたに アタサカ あたさか
1655 08秦117 三谷 みたに 上ヒシリ かみひしり
1656 08秦117 三谷 みたに 石神谷 いしがみたに
1657 08秦117 三谷 みたに シイノヲ しいのを
1658 08秦117 三谷 みたに 松尾ノサコ まつおのさこ
1659 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北地主谷 きたじぬしたに
1660 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南地主谷 みなみじぬしたに
1661 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 深ソヲ ふかそを
1662 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヤシロ谷 やしろたに
1663 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 川又 かわまた
1664 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上牛石 うえうしいし
1665 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 牛石 うしいし
1666 08秦118 七ツ淵 ななつぶち コタヲ こたを
1667 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ハキハ はきは
1668 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中田 なかた
1669 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下ホヲロク しもほをろく
1670 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ホヲロク ほをろく
1671 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西谷 にしたに
1672 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ホヲロクヲモ谷 ほをろくをもたに
1673 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ホヲロク中畝 ほをろくなかうね
1674 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西久万カタヲ にしくまがたお
1675 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ホヲロクシモ谷 にしほをろくしもたに
1676 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東ホヲロク ひがしほをろく
1677 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ホヲロク ほをろく
1678 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 向イサコ むかいさこ
1679 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ハケタ はけた
1680 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ハサコ はさこ
1681 08秦118 七ツ淵 ななつぶち フチノカハ ふちのかは
1682 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヒヤサコ ひやさこ
1683 08秦118 七ツ淵 ななつぶち トヲサコ とをさこ
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1684 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下トヲサコ しもとをさこ
1685 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北ヒラ谷 きたひらたに
1686 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東久万カタヲ ひがしくまがたお
1687 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヒラ谷 ひらたに
1688 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 正連寺カナロ しょうれんじがなろ
1689 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 正連寺 しょうれんじ
1690 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南岩柄 みなみいわがら
1691 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 岩柄 いわがら
1692 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ウヲミノ石 うをみのいし
1693 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 神田 かんだ
1694 08秦118 七ツ淵 ななつぶち コヤノ本 こやのもと
1695 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北シンタ きたしんた
1696 08秦118 七ツ淵 ななつぶち サカモト さかもと
1697 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南屋敷元 みなみやしきもと
1698 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ムカイ山 むかいやま
1699 08秦118 七ツ淵 ななつぶち マツヲ屋式ノ元 まつをやしきのもと
1700 08秦118 七ツ淵 ななつぶち タキノクイ たきのくい
1701 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下ハリノ木 しもはりのき
1702 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 松尾ヤシキ まつおやしき
1703 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 松尾ヤシキノ元 まつおやしきのもと
1704 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南屋敷ノモト みなみやしきのもと
1705 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南サコ みなみさこ
1706 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 大マカリ おおまかり
1707 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ヤシキ にしやしき
1708 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヒウラ ひうら
1709 08秦118 七ツ淵 ななつぶち マツヲ まつを
1710 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 登り立 のぼりたて
1711 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 小谷口 こたにくち
1712 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 小谷ノヒラ こたにのひら
1713 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヲソコエ をそこえ
1714 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ヲソコエ にしをそこえ
1715 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ンマイラズ んまいらず
1716 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 三ツ石 みついし
1717 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中カ田 なかがた
1718 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 椎田 しいた
1719 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西不馬入 にしふまいり
1720 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上椎田 かみしいた
1721 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西椎田 にししいた
1722 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ナカサコ なかさこ
1723 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ナカサコ にしなかさこ
1724 08秦118 七ツ淵 ななつぶち シノヘ谷 しのへたに
1725 08秦118 七ツ淵 ななつぶち シノヘカウ子 しのべがうね
1726 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南ヲモ谷 みなみをもたに
1727 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中ウチハンソヲ なかうちはんそを
1728 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヲモ谷 をもたに
1729 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上シノヘ かみしのへ
1730 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西神田 にしかみた
1731 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ナカサコ かみなかさこ
1732 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ンマイラズ かみんまいらず
1733 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ミヲソコエ かみをそこえ
1734 08秦118 七ツ淵 ななつぶち タカミ子 たかみね
1735 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ツルイ谷 つるいたに
1736 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ハリノ木 かみはりのき
1737 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 大ナロ おおなろ
1738 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ナコヲ口 かみなこおくち
1739 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ナコオクチ なこおくち
1740 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ナロノ東 なろのひがし
1741 08秦118 七ツ淵 ななつぶち アカイシ あかいし
1742 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 大上ノナロ おおうえのなろ
1743 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上大カミ かみおおかみ
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1744 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ナロノ北浦 なろのきたうら
1745 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 大カミヲモ谷 おおかみをもたに
1746 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東シツクタキ ひがししつくたき
1747 08秦118 七ツ淵 ななつぶち シツクタキ しつくたき
1748 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 石神ノナロ いしかみのなろ
1749 08秦118 七ツ淵 ななつぶち カサタ かさた
1750 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中大ヒラ なかおおひら
1751 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東コヤノ谷 ひがしこやのたに
1752 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中コヤノ谷 なかこやのたに
1753 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西コヤノ谷 にしこやのたに
1754 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東ハンソヲ ひがしはんそを
1755 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヲモ谷ハンソヲ をもたにはんそを
1756 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中ハンソヲ なかはんそを
1757 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南ハンソヲ みなみはんそを
1758 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ハンソヲ にしはんそを
1759 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北ハンソヲ きたはんそを
1760 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東下ハンソヲ ひがししたはんそを
1761 08秦118 七ツ淵 ななつぶち コヤノ谷 こやのたに
1762 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 蕨カサコ わらびがさこ
1763 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西大平 にしおおひら
1764 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東大ヒラ ひがしおおひら
1765 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上カラ谷 かみからたに
1766 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南シミツ谷 みなみしみつたに
1767 08秦118 七ツ淵 ななつぶち シミツ谷 しみつたに
1768 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下シミツ谷 しもしみつたに
1769 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下大カミ しもおおかみ
1770 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上アイカへリ かみあいかへり
1771 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西アイカヘリ にしあいかへり
1772 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北シミツ谷 きたしみつたに
1773 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南アカハナ みなみあかはな
1774 08秦118 七ツ淵 ななつぶち アカハナ あかはな
1775 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下アカハナ しもあかはな
1776 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北七ツ淵 きたななつふち
1777 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 中七ツ淵 なかななつふち
1778 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南七ツ淵 みなみななつふち
1779 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ミスミサコ みすみさこ
1780 08秦118 七ツ淵 ななつぶち カラ谷 からたに
1781 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西カラ谷 にしからたに
1782 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下蕨カサコ しもわらびがさこ
1783 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 下コヤノ谷 しもこやのたに
1784 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ミ長ウ子 かみながうね
1785 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東ホヲノウチ ひがしほをのうち
1786 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ホヲノウチ ほをのうち
1787 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北ホヲノウチ きたほをのうち
1788 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 西ヨモキ原 にしよもきはら
1789 08秦118 七ツ淵 ななつぶち イナヤ いなや
1790 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ヨモキ原 よもきはら
1791 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 長ウ子 ながうね
1792 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 山神ノナロ やまかみのなろ
1793 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 七ツ淵ノナロ ななつぶちのなろ
1794 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 七ツ淵 ななつぶち
1795 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 北カキノサコ きたかきのさこ
1796 08秦118 七ツ淵 ななつぶち カキノサコ かきのさこ
1797 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 定ハタ じょうはた
1798 08秦118 七ツ淵 ななつぶち ハエノ はえの
1799 08秦118 七ツ淵 ななつぶち イナヤ いなや
1800 08秦118 七ツ淵 ななつぶち キヌホシ きぬほし
1801 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 椿ノ元 つばきのもと
1802 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上ハエノ うわえの
1803 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上椿ノ元 うえつばきのもと
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1804 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 河崎 かわさき
1805 08秦118 七ツ淵 ななつぶち イワヤヶ谷 いわやがたに
1806 08秦118 七ツ淵 ななつぶち コヲカガサコ こをかがさこ
1807 08秦118 七ツ淵 ななつぶち イハヤカ谷 いはやかたに
1808 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 上コマシコヘ うえこましこへ
1809 08秦118 七ツ淵 ななつぶち コマシコヘ こましこへ
1810 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 南コマシコヘ みなみこましこへ
1811 08秦118 七ツ淵 ななつぶち 東カトヲ ひがしかとを
1541 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 西名切 にしなきれ
1542 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 大畑 おおはた
1543 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 田中 たなか
1544 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 作倍谷 さくばいたに
1545 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 春日 かすが
1546 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 北谷 きたたに
1547 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 王子前 おおじまえ
1548 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 樽見 たるみ
1549 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 秦山 はたやま
1550 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 秦ノ谷 はたのたに
1551 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ 丸橋 まるはし
1552 08秦119 西秦泉寺 にしじんぜんじ クチナシ原 くちなしはら
1585 08秦120 宇津野 うつの 北谷 きたたに
1586 08秦120 宇津野 うつの 宇津野 うつの
1587 08秦120 宇津野 うつの 川原田 かわらた
1588 08秦120 宇津野 うつの 一ノ谷 いちのたに
1589 08秦120 宇津野 うつの セリ田 せりた
1590 08秦120 宇津野 うつの 堂面 どうめん
2933 09初月112 中久万 なかくま ビワ橋 びわはし
2934 09初月112 中久万 なかくま 新田 しんでん
2935 09初月112 中久万 なかくま 堂尻 どうしり
2936 09初月112 中久万 なかくま 土居前 どいまえ
2937 09初月112 中久万 なかくま 毛利 もうり
2938 09初月112 中久万 なかくま 成森 なるもり
2939 09初月112 中久万 なかくま 城山 しろやま
2940 09初月112 中久万 なかくま カネツキ堂 かねつきどう
2941 09初月112 中久万 なかくま アミダ堂 あみだどう
2942 09初月112 中久万 なかくま 七日田 なのかた
2943 09初月112 中久万 なかくま 西前田 にしまえだ
2944 09初月112 中久万 なかくま 信益 のぶます
2945 09初月112 中久万 なかくま 石橋 いしはし
2946 09初月112 中久万 なかくま 西久保 にしくぼ
2947 09初月112 中久万 なかくま 六反田 ろくたんた
2948 09初月112 中久万 なかくま 古川 ふるかわ
2949 09初月112 中久万 なかくま 実安 さねやす
2950 09初月112 中久万 なかくま カセタ かせた
2951 09初月112 中久万 なかくま 舟附 ふなつき
2915 09初月113 東久万 ひがしくま 成森 なるもり
2916 09初月113 東久万 ひがしくま 光安 みつやす
2917 09初月113 東久万 ひがしくま 王子谷 おうじたに
2918 09初月113 東久万 ひがしくま 西山 にしやま
2919 09初月113 東久万 ひがしくま 上高津 かみたかつ
2920 09初月113 東久万 ひがしくま 池田 いけだ
2921 09初月113 東久万 ひがしくま 東土居ノ前 ひがしどいのまえ
2922 09初月113 東久万 ひがしくま 工藤 くどう
2923 09初月113 東久万 ひがしくま 藤ノ木 ふじのき
2924 09初月113 東久万 ひがしくま 門田 かどた
2925 09初月113 東久万 ひがしくま 高津 たかつ
2926 09初月113 東久万 ひがしくま レンジ れんじ
2927 09初月113 東久万 ひがしくま 田淵 たぶち
2928 09初月113 東久万 ひがしくま 堤ヶ内 つつみがうち
2929 09初月113 東久万 ひがしくま 宗久 そうきゅう
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2930 09初月113 東久万 ひがしくま 子スノキ ねすのき
2931 09初月113 東久万 ひがしくま 上子スノキ かみねすのき
2932 09初月113 東久万 ひがしくま 大久保 おおくぼ
2952 09初月114 西久万 にしくま 西前田 にしまえだ
2953 09初月114 西久万 にしくま 中須賀 なかすが
2954 09初月114 西久万 にしくま 茶田 ちゃた
2955 09初月114 西久万 にしくま 寺分 てらぶん
2956 09初月114 西久万 にしくま 山端 やまはた
2957 09初月114 西久万 にしくま 西ノ宮 にしのみや
2958 09初月114 西久万 にしくま 水谷 みずたに
2959 09初月114 西久万 にしくま 末宗 すえむね
2960 09初月114 西久万 にしくま 西ノ岡 にしのおか
2961 09初月114 西久万 にしくま 鐘突堂 かねつきどう
2962 09初月114 西久万 にしくま 水谷西路 みずたににしじ
2963 09初月114 西久万 にしくま 高野谷 たかのたに
2964 09初月114 西久万 にしくま 高野口 たかのくち
2965 09初月114 西久万 にしくま 蟻ヶ谷 ありがたに
2966 09初月114 西久万 にしくま 雉子ヶ森 きぎすがもり
2967 09初月114 西久万 にしくま フルツク谷 ふるつくたに
2968 09初月114 西久万 にしくま 阿生谷 あしょうたに
2969 09初月114 西久万 にしくま 法師ヶ森 ほっしがもり
2970 09初月114 西久万 にしくま 黒岩 くろいわ
2971 09初月115 南久万 みなみくま タイノ前 たいのまえ
2972 09初月115 南久万 みなみくま 島田 しまだ
2973 09初月115 南久万 みなみくま 西流田 にしながれた
2974 09初月115 南久万 みなみくま 実安 さねやす
2975 09初月115 南久万 みなみくま 北藪ノ元 きたやぶのもと
2976 09初月115 南久万 みなみくま ホタノキ ほたのき
2977 09初月115 南久万 みなみくま 柿ノ内 かきのうち
2978 09初月115 南久万 みなみくま 賀喜内 かきうち
2979 09初月115 南久万 みなみくま 下川原 しもかわら
2980 09初月115 南久万 みなみくま 西川原 にしかわら
2981 09初月115 南久万 みなみくま 永田 ながた
2982 09初月115 南久万 みなみくま 国実 くにさね
2983 09初月115 南久万 みなみくま 北沢 きたざわ
3090 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 天神口 てんじんくち
3091 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 姥ヶ淵 うばがふち
3092 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 梟谷 ふくろうたに
3093 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 七折越 ななおれこし
3094 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 乾 いぬい
3095 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 坂口 さかくち
3096 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 二瀬川 ふたせかわ
3097 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 池ノ谷口 いけのたにくち
3098 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大曲 おおまがり
3099 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 漆ヶ森 うるしがもり
3100 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 灌膓 かんちょう
3101 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 山根 やまね
3102 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 前田 まえだ
3103 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 向イ屋舗 むかいやしき
3104 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 東山 ひがしやま
3105 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大畠下分 おおはたしもぶん
3106 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 林ノ後 はやしのうしろ
3107 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 影裏 かげうら
3108 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大ナロ おおなろ
3109 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大戸 おおと
3110 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ナラズ柿 ならずかき
3111 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 六斛谷 ろくごくたに
3112 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 三谷越口 みたにこしくち
3113 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 皿ヶ森 さらがもり
3114 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 天狗岩 てんぐいわ
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3115 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 三谷越北路 みたにこしきたろ
3116 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 柳ノ本 やなぎのもと
3117 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 白石谷 しらいしたに
3118 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 無庵 なしあん
3119 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヒビラゲタ ひびらげた
3120 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヒビラ ひびら
3121 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヒビラ口チ ひびらくち
3122 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 金子ガタシ かねこがたし
3123 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 東坊 ひがしぼう
3124 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 赤井東路 あかいひがしじ
3125 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 赤井西路 あかいにしじ
3126 09初月116 円行寺 えんぎょうじ イヨ裏 いようら
3127 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 山ノ神 やまのかみ
3128 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 井ノ頭 いのかしら
3129 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大谷口 おおたにくち
3130 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 小山 おやま
3131 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 竹ノ後 たけのうしろ
3132 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大谷 おおたに
3133 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 明代 みょうだい
3134 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 仏瀬 ほとけせ
3135 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 堂ヶナロ どうがなろ
3136 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 蜂ノ巣 はちのす
3137 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 松ヶ休場 まつがやすば
3138 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 岡ノ下タ おかのした
3139 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大門 おおもん
3140 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 山ノ崎 やまのさき
3141 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 円乗坊東路 えんじょうぼうひがしみち

3142 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 坂屋式 さかやしき
3143 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 円乗坊西路 えんじょうぼうにしみち
3144 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 峰屋式 みねやしき
3145 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 弓場 ゆみば
3146 09初月116 円行寺 えんぎょうじ イヤノ本 いやのもと
3147 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 岩本 いわもと
3148 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 表谷口 おもてたにくち
3149 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 西ノ久保 にしのくぼ
3150 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 岡屋舗 おかやしき
3151 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 香堂 かおりどう
3152 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヲモ谷 をもたに
3153 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 西谷 にしたに
3154 09初月116 円行寺 えんぎょうじ メノト めのと
3155 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 峰ノ森 みねのもり
3156 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ナロ なろ
3157 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 鎮メ しずめ
3158 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 上ナロ うわなろ
3159 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 横平 よこひら
3160 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 石ヶ淵 いしがふち
3161 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 坂畑 さかはた
3162 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 西浦 にしうら
3163 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 今崎 いまさき
3164 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 柳ヶ谷 やなぎがたに
3165 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 引地 ひきち
3166 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 土居屋舗 どいやしき
3167 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 一ノ瀬 いちのせ
3168 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 下モ滝 しもたき
3169 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 水突 みずつき
3170 09初月116 円行寺 えんぎょうじ イル野 いるの
3171 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 桧ヶ森 ひのきがもり
3172 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 蓮台口 れんだいくち
3173 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 立石 たていし
3174 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 相谷 あいたに
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3175 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 横峰 よこみね
3176 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 相川 あいかわ
3177 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 神森下 じんもりした
3178 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 船田本 ふなだもと
3179 09初月116 円行寺 えんぎょうじ カンヂヨ下モ かんぢよしも
3180 09初月116 円行寺 えんぎょうじ イツゴノ本 いつごのもと
3181 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 管ノ谷口 くだのたにくち
3182 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 管ノ谷西路 くだのたににしみち
3183 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 管ノ谷口東路 くだのたにくちひがしじ
3184 09初月116 円行寺 えんぎょうじ フルツク谷 ふるつくたに
3185 09初月116 円行寺 えんぎょうじ イヌ井 いぬい
3186 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大マガリ おおまがり
3187 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ウルシガ森 うるしがもり
3188 09初月116 円行寺 えんぎょうじ カン丈 かんじょう
3189 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 向屋式 むかいやしき
3190 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大畑下分 おおはたしもぶん
3191 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 大畑上分 おおはたかみぶん
3192 09初月116 円行寺 えんぎょうじ カケウラ かけうら
3193 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 西ヶ森 にしがもり
3194 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 柳ヶ本 やなぎがもと
3195 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヒビラケタ ひびらけた
3196 09初月116 円行寺 えんぎょうじ ヒビラ口 ひびらくち
3197 09初月116 円行寺 えんぎょうじ カネガシタ かねがした
3198 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 乳人 ちちひと
3199 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 相門 あいもん
3200 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 神ノ森下タ かみのもりした
3201 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 船田ノ本 ふなだのもと
3202 09初月116 円行寺 えんぎょうじ タカノス たかのす
3203 09初月116 円行寺 えんぎょうじ カン丈下モ かんじょうしも
3204 09初月116 円行寺 えんぎょうじ 柳瀬 やなぎせ
3048 09初月117 柴巻 しばまき ウヅシリ うづしり
3049 09初月117 柴巻 しばまき 中西 なかにし
3050 09初月117 柴巻 しばまき ガキイシ がきいし
3051 09初月117 柴巻 しばまき 前山 まえやま
3052 09初月117 柴巻 しばまき 西ノ谷 にしのたに
3053 09初月117 柴巻 しばまき シゲノ谷 しげのたに
3054 09初月117 柴巻 しばまき トリコエ とりこえ
3055 09初月117 柴巻 しばまき 西山 にしやま
3056 09初月117 柴巻 しばまき 宮ノ下 みやのした
3057 09初月117 柴巻 しばまき ドイヤシキ どいやしき
3058 09初月117 柴巻 しばまき 中ヤシキ なかやしき
3059 09初月117 柴巻 しばまき 東屋敷 ひがしやしき
3060 09初月117 柴巻 しばまき 南山 みなみやま
3061 09初月117 柴巻 しばまき 葛藪 くずやぶ
3062 09初月117 柴巻 しばまき 西クズ にしくず
3063 09初月117 柴巻 しばまき 中クズ なかくず
3064 09初月117 柴巻 しばまき 中山 なかやま
3065 09初月117 柴巻 しばまき 東クズ ひがしくず
3066 09初月117 柴巻 しばまき ホヲノキ ほをのき
3067 09初月117 柴巻 しばまき 谷屋舗 たにやしき
3068 09初月117 柴巻 しばまき 奈路屋舗 なろやしき
3069 09初月117 柴巻 しばまき 柳ヶ谷 やなぎがたに
3070 09初月117 柴巻 しばまき 山ノ神 やまのかみ
3071 09初月117 柴巻 しばまき ラハ谷 らはたに
3072 09初月117 柴巻 しばまき 大石 おおいし
3073 09初月117 柴巻 しばまき カガリ石 かがりいし
3074 09初月117 柴巻 しばまき 青木 あおき
3075 09初月117 柴巻 しばまき 東山 ひがしやま
3076 09初月117 柴巻 しばまき 堀切屋舗 ほりきりやしき
3077 09初月117 柴巻 しばまき 黒岩 くろいわ
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3078 09初月117 柴巻 しばまき 横平 よこひら
3079 09初月117 柴巻 しばまき 東朴ノ木 ひがしほうのき
3080 09初月117 柴巻 しばまき 穴熊 あなくま
3081 09初月117 柴巻 しばまき ウツシリ うつしり
3082 09初月117 柴巻 しばまき 北山 きたやま
3083 09初月117 柴巻 しばまき ウシロ山 うしろやま
3084 09初月117 柴巻 しばまき クズヤブ くずやぶ
3085 09初月117 柴巻 しばまき 中クス なかくす
3086 09初月117 柴巻 しばまき 東クス ひがしくす
3087 09初月117 柴巻 しばまき ウハ谷 うはたに
3088 09初月117 柴巻 しばまき 堀切山 ほりきりやま
3089 09初月117 柴巻 しばまき 石カフチ いしかふち
3034 09初月118 南万々 みなみまま 道田 みちた
3035 09初月118 南万々 みなみまま 道添 みちぞえ
3036 09初月118 南万々 みなみまま 兵庫 ひょうご
3037 09初月118 南万々 みなみまま 渡瀬 わたせ
3038 09初月118 南万々 みなみまま 石神 いしかみ
3039 09初月118 南万々 みなみまま 総丁面 そうちょうめん
3040 09初月118 南万々 みなみまま 扇田 おうぎた
3041 09初月118 南万々 みなみまま 高座 たかざ
3042 09初月118 南万々 みなみまま 明星 みょうじょう
3043 09初月118 南万々 みなみまま 福田 ふくた
3044 09初月118 南万々 みなみまま 壱町田 いっちょうた
3045 09初月118 南万々 みなみまま 賀久田 がくた
3046 09初月118 南万々 みなみまま 中津満智 なかつまち
3047 09初月118 南万々 みなみまま 賀満市多 がまんいちた
3012 09初月119 中万々 なかまま 石神 いしがみ
3013 09初月119 中万々 なかまま 目賀計 めかけい
3014 09初月119 中万々 なかまま 保曽田 ほそた
3015 09初月119 中万々 なかまま 関ノ本 せきのもと
3016 09初月119 中万々 なかまま 次郎丸 じろうまる
3017 09初月119 中万々 なかまま 井ノ本 いのもと
3018 09初月119 中万々 なかまま 久佐美 くさみ
3019 09初月119 中万々 なかまま 馬越 うまこし
3020 09初月119 中万々 なかまま 戸野田 とのだ
3021 09初月119 中万々 なかまま 大津保 おおつほ
3022 09初月119 中万々 なかまま 合ノ津保 あいのつほ
3023 09初月119 中万々 なかまま 中津満智 なかつまち
3024 09初月119 中万々 なかまま 賀満市多 がまんいちた
3025 09初月119 中万々 なかまま 寒方 かんほう
3026 09初月119 中万々 なかまま 餅田 もちた
3027 09初月119 中万々 なかまま 比良松 ひらまつ
3028 09初月119 中万々 なかまま 城ノ下 しろのした
3029 09初月119 中万々 なかまま 城ノ東 しろのひがし
3030 09初月119 中万々 なかまま 城ノ南 しろのみなみ
3031 09初月119 中万々 なかまま 岩ヶ谷 いわがたに
3032 09初月119 中万々 なかまま 大岩分 おおいわぶん
3033 09初月119 中万々 なかまま 城跡 しろあと
2984 09初月120 万々 まま 堂ノ本 どうのもと
2985 09初月120 万々 まま 井流口 いるくち
2986 09初月120 万々 まま 森田 もりた
2987 09初月120 万々 まま 四郎ヶ内 しろうがうち
2988 09初月120 万々 まま 餅田 もちた
2989 09初月120 万々 まま 坂本 さかもと
2990 09初月120 万々 まま 和田 わだ
2991 09初月120 万々 まま 戸比賀衛 とひがえい
2992 09初月120 万々 まま 今西 いまにし
2993 09初月120 万々 まま 西ノ川 にしのかわ
2994 09初月120 万々 まま 森屋敷 もりやしき
2995 09初月120 万々 まま 中屋敷 なかやしき
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2996 09初月120 万々 まま 木ノ下 きのした
2997 09初月120 万々 まま 三反田 さんたんた
2998 09初月120 万々 まま 大勢喜 おおせいき
2999 09初月120 万々 まま 里ノ前 さとのまえ
3000 09初月120 万々 まま 三月田 さんがつた
3001 09初月120 万々 まま 奥屋敷 おくやしき
3002 09初月120 万々 まま 里 さと
3003 09初月120 万々 まま 天神口 てんじんくち
3004 09初月120 万々 まま 神谷 かみたに
3005 09初月120 万々 まま 大森 おおもり
3006 09初月120 万々 まま 小谷 こたに
3007 09初月120 万々 まま 開花谷 かいかたに
3008 09初月120 万々 まま 梅ヶ谷 うめがたに
3009 09初月120 万々 まま 門ノ本 もんのもと
3010 09初月120 万々 まま 和田 わだ
3011 09初月120 万々 まま 久佐花 くさか
4343 10下知111 若松町 わかまつちょう 西新地 にししんち
4344 10下知111 若松町 わかまつちょう 中稲荷丸 なかいなりまる
4345 10下知111 若松町 わかまつちょう 東稲荷 ひがしいなり
4346 10下知111 若松町 わかまつちょう 中新地 なかしんち
4347 10下知111 若松町 わかまつちょう 紫君下 むらさききみした
4348 10下知111 若松町 わかまつちょう 己家床 こやとこ
4349 10下知111 若松町 わかまつちょう 東新地 ひがししんち
4350 10下知111 若松町 わかまつちょう 青柳 あおやぎ
4351 10下知111 若松町 わかまつちょう 万度 まんど
4352 10下知111 若松町 わかまつちょう 新万度 しんまんど
4315 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 北川越 きたかわごえ
4316 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 神田 かんだ
4317 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 北新田 きたしんでん
4318 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 青柳 あおやぎ
4319 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 南新田 みなみしんでん
4320 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 東喩（下に心） ひがしゆ
4321 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 西喩（下に心） にしゆ
4322 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 末広 すえひろ
4323 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 南川越 みなみかわごえ
4324 10下知112 青柳町 あおやぎちょう 高田 たかだ
4325 10下知113 稲荷町 いなりちょう 中六ツ地 なかむつち
4326 10下知113 稲荷町 いなりちょう 中総組田 なかそうくみた
4327 10下知113 稲荷町 いなりちょう 中稲荷丸 なかいなりまる
4328 10下知113 稲荷町 いなりちょう 東稲荷 ひがしいなり
4329 10下知113 稲荷町 いなりちょう 南三ツ地 みなみみつち
4330 10下知113 稲荷町 いなりちょう 中三ツ地 なかみつち
4331 10下知113 稲荷町 いなりちょう 東総組田 ひがしそうくみた
4332 10下知113 稲荷町 いなりちょう 東六ツ地 ひがしむつち
4333 10下知113 稲荷町 いなりちょう 北三ツ地 きたみつち
4334 10下知114 西洋町 にしなだちょう 西唐人田 にしとうじんた
4335 10下知114 西洋町 にしなだちょう 三ツ頭 みつがしら
4336 10下知114 西洋町 にしなだちょう 常盤地 ときわち
4337 10下知114 西洋町 にしなだちょう 東唐人田 ひがしとうじんた
4338 10下知114 西洋町 にしなだちょう 総組田 そうくみた
4339 10下知114 西洋町 にしなだちょう 西洋 せいよう
4340 10下知115 常盤町 ときわちょう 三ツ頭 みつがしら
4341 10下知115 常盤町 ときわちょう 常盤地 ときわち
4342 10下知115 常盤町 ときわちょう 稲荷丸 いなりまる
4309 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 裏井添 うらいぞえ
4310 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 北川越 きたかわこえ
4311 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 曲リ田 まがりた
4312 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 船上り ふねあがり
4313 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 青柳 あおやぎ
4314 10下知116 知寄町三丁目 ちよりちょうさんちょうめ 北三ツ地 きたみつち
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4302 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 中六ツ地 なかむつち
4303 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 中井流 なかいる
4304 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 東井流 ひがしいる
4305 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 裏井添 うらいぞえ
4306 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 北三ツ地 きたみつち
4307 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 東井添 ひがしいぞえ
4308 10下知117 知寄町二丁目 ちよりちょうにちょうめ 東六ツ地 ひがしむつち
4296 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 西知寄 にしちよ
4297 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 西唐人田 にしとうじんた
4298 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 東知寄 ひがしちよ
4299 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 東唐人田 ひがしとうじんた
4300 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 西洋 にしよう
4301 10下知118 知寄町一丁目 ちよりちょういっちょうめ 井添 いぞえ
4274 10下知119 小倉町 おくらちょう 南小倉 みなみおぐら
4275 10下知119 小倉町 おくらちょう 中小倉 なかおぐら
4276 10下知119 小倉町 おくらちょう 北小倉 きたおぐら
4277 10下知119 小倉町 おくらちょう 大曲 おおまがり
4278 10下知119 小倉町 おくらちょう 北ノ丸 きたのまる
4279 10下知120 東雲町 しののめちょう 中原分 なかはらぶん
4280 10下知120 東雲町 しののめちょう 東原分 ひがしはらぶん
4281 10下知120 東雲町 しののめちょう 中四ツ地 なかよつち
4282 10下知120 東雲町 しののめちょう 東四ツ地 ひがしよつち
4283 10下知120 東雲町 しののめちょう 辰ノ口 たつのくち
4284 10下知120 東雲町 しののめちょう 青柳 あおやぎ
4285 10下知120 東雲町 しののめちょう 南角池 みなみかどいけ
4286 10下知120 東雲町 しののめちょう 裏井添 うらいぞえ
4287 10下知120 東雲町 しののめちょう 東井添 ひがしいぞえ
4288 10下知120 東雲町 しののめちょう 中井添 なかいぞえ
4289 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 北仁右衛門田 きたじんうえもんた
4290 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 原分 はらぶん
4291 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 井添 いぞえ
4292 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 西頭 にしかしら
4293 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 南仁右衛門田 みなみじんうえもんた
4294 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 西知寄 にしちより
4295 10下知121 日ノ出町 ひのでちょう 東知寄 ひがしちよ
4256 10下知122 丸池町 まるいけちょう 中塩田 なかしおた
4257 10下知122 丸池町 まるいけちょう 中仁尾 なかにお
4258 10下知122 丸池町 まるいけちょう 東仁尾 ひがしにお
4259 10下知122 丸池町 まるいけちょう 東塩田 ひがししおた
4260 10下知122 丸池町 まるいけちょう 北四ツ地 きたよつち
4261 10下知122 丸池町 まるいけちょう 裏四ツ地 うらよつち
4262 10下知122 丸池町 まるいけちょう 南角池 みなみかどいけ
4263 10下知122 丸池町 まるいけちょう 山田屋分 やまだやぶん
4264 10下知122 丸池町 まるいけちょう 北角池 きたかどいけ
4265 10下知122 丸池町 まるいけちょう 丸池 まるいけ
4266 10下知122 丸池町 まるいけちょう 地府 じふ
4267 10下知122 丸池町 まるいけちょう 西堤添 にしつつみぞえ
4268 10下知122 丸池町 まるいけちょう 東堤添 ひがしつつみぞえ
4269 10下知123 弥生町 やよいちょう 橋田 はした
4270 10下知123 弥生町 やよいちょう 東仁右衛門田 ひがしじんうえもんた
4271 10下知123 弥生町 やよいちょう 西仁尾 にしにお
4272 10下知123 弥生町 やよいちょう 下知塩田 しもちしおた
4273 10下知123 弥生町 やよいちょう 北仁右衛門田 きたじんうえもんた
4241 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 農人町 のうじんちょう
4242 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 東藤右衛門田 ひがしとううえもんた
4243 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 裏井添 うらいぞえ
4244 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 東堤側 ひがしつつみがわ
4245 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 南新町 みなみしんまち
4246 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 中新町 なかしんまち
4247 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 北新町 きたしんまち
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4248 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 鉄砲町 てっぽうまち
4249 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 橋田 はしだ
4250 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 北仁右衛門田 きたじんうえもんた
4251 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 南仁右衛門田 みなみじんうえもんた
4252 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 西知寄 にしちより
4253 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 折越 おりこし
4254 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 西唐人田 にしとうじんでん
4255 10下知124 宝永町 ほうえいちょう 三ツ頭 みつかしら
4433 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 南和泉 みなみいずみ
4434 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 中和泉 なかいずみ
4435 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 海老ノ丸 えびのまる
4436 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 南池ノ丸 みなみいけのまる
4437 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 新芳原 しんよしはら
4438 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 芳原 よしはら
4439 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 御殿下 ごでんした
4440 10下知125 海老ノ丸 えびのまる 外弥右衛門 そとやうえもん
4441 10下知126 札場 ふだば 九頭 くず
4442 10下知126 札場 ふだば 南札場 みなみふだば
4443 10下知126 札場 ふだば 中札場 なかふだば
4444 10下知126 札場 ふだば 中九頭 なかくず
4445 10下知126 札場 ふだば 東九頭 ひがしくず
4446 10下知126 札場 ふだば 東札場 ひがしふだば
4379 10下知127 南金田 みなみかなだ 地蔵 じぞう
4380 10下知127 南金田 みなみかなだ 南金田 みなみかねだ
4381 10下知127 南金田 みなみかなだ 中金田 なかかねだ
4382 10下知127 南金田 みなみかなだ 巽金田 たつみかねだ
4383 10下知127 南金田 みなみかなだ 丸田 まるた
4384 10下知127 南金田 みなみかなだ 横田 よこた
4371 10下知128 北金田 きたかなだ 中金田 なかかねだ
4372 10下知128 北金田 きたかなだ 巽金田 たつみかねだ
4373 10下知128 北金田 きたかなだ 艮金田 うしとらかねだ
4374 10下知128 北金田 きたかなだ 北金田 きたかねだ
4375 10下知128 北金田 きたかなだ 大水口 おおみずくち
4376 10下知128 北金田 きたかなだ 舛 ます
4377 10下知128 北金田 きたかなだ 正覚院巽 せいかくいんたつみ
4378 10下知128 北金田 きたかなだ 正シ川 せいしかわ
4422 10下知129 南久保 みなみくぼ 北和泉 きたいずみ
4423 10下知129 南久保 みなみくぼ 札場窪 ふだばくぼ
4424 10下知129 南久保 みなみくぼ 北池ノ丸 きたいけのまる
4425 10下知129 南久保 みなみくぼ ハゼノ丸 はぜのまる
4426 10下知129 南久保 みなみくぼ 外弥右衛門 そとやうえもん
4427 10下知129 南久保 みなみくぼ 長切 ながきれ
4428 10下知129 南久保 みなみくぼ 堀見 ほりみ
4429 10下知129 南久保 みなみくぼ 十四頭窪 じゅうよんかしらくぼ
4430 10下知129 南久保 みなみくぼ 御座ノ江窪 ござのえくぼ
4431 10下知129 南久保 みなみくぼ 通用船 つうようせん
4432 10下知129 南久保 みなみくぼ 鰡ノ丸 ぼらのまる
4412 10下知130 北久保 きたくぼ 御上 おんうえ
4413 10下知130 北久保 きたくぼ 御寄窪 およりくぼ
4414 10下知130 北久保 きたくぼ 鯰ノ丸 なまずのまる
4415 10下知130 北久保 きたくぼ 外弥右衛門 そとやうえもん
4416 10下知130 北久保 きたくぼ 鯉ノ丸 こいのまる
4417 10下知130 北久保 きたくぼ 井戸ノ丸 いどのまる
4418 10下知130 北久保 きたくぼ 二十五切 にじゅうごきれ
4419 10下知130 北久保 きたくぼ 鰻ノ丸 うなぎのまる
4420 10下知130 北久保 きたくぼ 伸鮑田 しんあわびた
4421 10下知130 北久保 きたくぼ 百石 ひゃっこく
4395 10下知131 南御座 みなみござ 北札場 きたふだば
4396 10下知131 南御座 みなみござ 十四頭 じゅうよんかしら
4397 10下知131 南御座 みなみござ 南御座ノ江 みなみござのえ
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4398 10下知131 南御座 みなみござ 中御座ノ江 なかござのえ
4399 10下知131 南御座 みなみござ 中十四頭 なかじゅうよんかしら
4400 10下知131 南御座 みなみござ 溝添 みぞぞえ
4401 10下知131 南御座 みなみござ 裏溝添 うらみぞぞえ
4402 10下知131 南御座 みなみござ 東十四頭 ひがしじゅうよんかしら
4403 10下知131 南御座 みなみござ 東御座ノ江 ひがしござのえ
4385 10下知132 北御座 きたござ 北御座ノ江 きたござのえ
4386 10下知132 北御座 きたござ 御寄 おより
4387 10下知132 北御座 きたござ 北御寄 きたおより
4388 10下知132 北御座 きたござ 給田 きゅうでん
4389 10下知132 北御座 きたござ 中給田 なかきゅうでん
4390 10下知132 北御座 きたござ 中御寄 なかおより
4391 10下知132 北御座 きたござ 御座船 ござふね
4392 10下知132 北御座 きたござ 東御座船 ひがしござふね
4393 10下知132 北御座 きたござ 東御寄 ひがしおより
4394 10下知132 北御座 きたござ 東給田 ひがしきゅうでん
4404 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 南二十一切 みなみにじゅういちきれ
4405 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 北二十一切 きたにじゅういちきれ
4406 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 南五十石 みなみごじゅうこく
4407 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 七十石 ななじゅうこく
4408 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 二十二切 にじゅうにきれ
4409 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 二十三切 にじゅうさんきれ
4410 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 二十一切 にじゅういちきれ
4411 10下知133 南川添 みなみかわぞえ 八十石 はちじゅうこく
4447 10下知134 北川添 きたかわぞえ 北五十石 きたごじゅうこく
4448 10下知134 北川添 きたかわぞえ 乾川添 いぬいかわぞえ
4449 10下知134 北川添 きたかわぞえ 井口 いぐち
4450 10下知134 北川添 きたかわぞえ 西川添 にしかわぞえ
4451 10下知134 北川添 きたかわぞえ 東川添 ひがしかわぞえ
4452 10下知134 北川添 きたかわぞえ 井未 いみ
4453 10下知134 北川添 きたかわぞえ 六十石 ろくじゅうこく
4454 10下知134 北川添 きたかわぞえ 九十石 きゅうじゅうこく
4455 10下知134 北川添 きたかわぞえ 久保川添 くぼかわぞえ
4456 10下知134 北川添 きたかわぞえ 鮒ノ丸 ふなのまる
4457 10下知134 北川添 きたかわぞえ 外弥右衛門 そとやうえもん
4365 10下知135 杉井流 すぎいる 杉井流 すぎいる
4366 10下知135 杉井流 すぎいる 西御座ノ江 にしござのえ
4367 10下知135 杉井流 すぎいる 東御座ノ江 ひがしござのえ
4368 10下知135 杉井流 すぎいる 江南 えみなみ
4369 10下知135 杉井流 すぎいる 江久保 えくぼ
4370 10下知135 杉井流 すぎいる 壱町地 いっちょうち
4353 10下知136 高埇 たかそね 西高埇 にしたかそね
4354 10下知136 高埇 たかそね 宮ノ前 みやのまえ
4355 10下知136 高埇 たかそね 拾代物 じゅうだいもの
4356 10下知136 高埇 たかそね 三拾代 みじゅうだい
4357 10下知136 高埇 たかそね 中宮ノ前 なかみやのまえ
4358 10下知136 高埇 たかそね 中高埇 なかたかそね
4359 10下知136 高埇 たかそね 下高埇 しもたかそね
4360 10下知136 高埇 たかそね 一ツ橋 ひとつばし
4361 10下知136 高埇 たかそね 佐平田 さへいた
4362 10下知136 高埇 たかそね 井流ノ口 いるのくち
4363 10下知136 高埇 たかそね 新田 しんでん
4364 10下知136 高埇 たかそね 正シ川 しょうしかわ
4165 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 新築 しんちく
4166 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 丑之助 うしのすけ
4167 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 三艘口 さんそうくち
4168 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 大田川 おおたがわ
4169 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 荒丸 あれまる
4170 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 田内 たうち
4171 11江ノ口111 東丑之助町 ひがしうしのすけちょう 埋外 うめそと
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4157 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 半六分 はんろくぶ
4158 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 亀之介 かめのすけ
4159 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 水上 みなかみ
4160 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 牛之助 うしのすけ
4161 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 曲リ井 まがりい
4162 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 望地 のぞみち
4163 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 西長丁路 にしながちょうろ
4164 11江ノ口112 丑之助町 うしのすけちょう 埋外 うめそと
4156 11江ノ口112 相生町 あいおいちょう 字記載なし
4155 11江ノ口112 駅前町 えきまえちょう 字記載なし
4154 11江ノ口112 小川町 おがわちょう 字記載なし
4147 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 上ノ橋ノ上 かみのはしのうえ
4148 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 上ノ橋ノ下 かみのはしのした
4149 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 中ノ橋ノ上 なかのはしのうえ
4150 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 中ノ橋ノ下 なかのはしのした
4151 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 廿代橋ノ上 にじゅうだいはしのうえ
4152 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 廿代橋ノ下 にじゅうだいはしのした
4153 11江ノ口113 大川筋 おおかわすじ 七軒町 ななけんちょう
4087 11江ノ口114 寿町 ことぶきちょう 山ノ東 やまのひがし
4088 11江ノ口114 寿町 ことぶきちょう 寿屋敷 ことぶきやしき
4089 11江ノ口114 寿町 ことぶきちょう 札場ノ本 ふだばのもと
4090 11江ノ口115 洞ヶ島町 ほらがじまちょう 入明 いりあけ
4091 11江ノ口115 洞ヶ島町 ほらがじまちょう 山ノ前 やまのまえ
4092 11江ノ口115 洞ヶ島町 ほらがじまちょう 洞ヶ島 ほらがしま
4081 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 南楠本 みなみくすもと
4082 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 能登島 のとしま
4083 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 入明 いりあけ
4084 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 山ノ西 やまのにし
4085 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 鴨屋敷 かもやしき
4086 11江ノ口116 入明町 いりあけちょう 北楠本 きたくすもと
4221 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 南大道越 みなみおおどうこえ
4222 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 北大道越 きたおおどうこえ
4223 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 南大汐田 みなみおおしおた
4224 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 蒲 がま
4225 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 琵琶箱 びわはこ
4226 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう ソゲ田 そげた
4227 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 大汐田 おおしおた
4228 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう ユガマチ ゆがまち
4229 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 江後 えご
4230 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 大田川 おおたがわ
4231 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 北万度 きたまんど
4232 11江ノ口117 南比島町 みなみひじまちょう 邪縄手 じゃなわて
4233 11江ノ口117 北比島町 きたひじまちょう 瓢箪川 ひょうたんかわ
4200 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 道ノ裏 みちのうら
4201 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 池尻 いけじり
4202 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 北大汐田 きたおおしおた
4203 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 瓢箪川 ひょうたんかわ
4204 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 本間汐田 ほんましおた
4205 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 西徳弘 にしとくひろ
4206 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 東徳弘 ひがしとくひろ
4207 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 十郎 じゅうろう
4208 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 仁尾 にお
4209 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 沢村 さわむら
4210 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 本モ屋敷 もともやしき
4211 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 峰 みね
4212 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 八軒家 はっけんや
4213 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 麓 ふもと
4214 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 正覚院 しょうかくいん
4215 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 筋違橋 すじちがいはし
4216 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 五郎池 ごろういけ
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4217 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 樋ノ詰 ひのつめ
4218 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 吉次分 きちじぶん
4219 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 新道 しんどう
4220 11江ノ口118 比島町 ひじまちょう 大田川 おおたがわ
4234 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田南分 あんようじしおたみなみぶん

4235 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田西分 あんようじしおたにしぶん

4236 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田中分 あんようじしおたなかぶん

4237 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 六兵衛塩田 ろくへえしおた
4238 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田外東分 あんようじしおたそとひがしぶん

4239 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田外中分 あんようじしおたそとなかぶん

4240 11江ノ口119 北比島町 きたひじまちょう 安養寺塩田外西分 あんようじしおたそとにしぶん

4172 11江ノ口119 北本町1～3 きたほんまち 字記載なし
4173 11江ノ口119 栄田町1～3 さかえだちょう 字記載なし
4174 11江ノ口119 新本町1～3 しんほんまち 字記載なし
4188 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 中兵粮 なかへいかて
4189 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 裏水汲 うらみずくみ
4190 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 八丁イカミ田 はっちょういかみた
4191 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 鵜ノ首 うのくび
4192 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 道作汐田中ノ丸 どうさくしおたなかのまる

4193 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 北八丁 きたはっちょう
4194 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 南八丁 みなみはっちょう
4195 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 東中兵粮 ひがしなかへいかて
4196 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 瓢箪川 ひょうたんかわ
4197 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 鍛冶塩田 かじしおた
4198 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 七町地 ななちょうち
4199 11江ノ口120 塩田町 しおたちょう 道作塩田 どうさくしおた
4175 11江ノ口120 昭和町 しょうわまち 字記載なし
4176 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 二位殿 にいどの
4177 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 表渡上 おもてわたりあがり
4178 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 裏渡上 うらわたりあがり
4179 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 一ノ切 いちのきれ
4180 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 藤次分 とうじぶん
4181 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 善徳 ぜんとく
4182 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 流シ田 ながした
4183 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 二ノ切 にのきれ
4184 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 総兵衛分 そうへえぶん
4185 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 表水汲 おもてみずくみ
4186 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 三ノ切 さんのきれ
4187 11江ノ口121 和泉町 いずみちょう 鵜ノ首 うのくび
4129 11江ノ口122 愛宕町一丁目 あたごちょういっちょうめ 札場ノ本 ふだばのもと
4130 11江ノ口122 愛宕町一丁目 あたごちょういっちょうめ 寿屋敷 ことぶきやしき
4131 11江ノ口122 愛宕町一丁目 あたごちょういっちょうめ 蔵屋敷 くらやしき
4132 11江ノ口122 愛宕町一丁目 あたごちょういっちょうめ 百軒町南側 ひゃっけんちょうみなみがわ

4133 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 寿屋敷 ことぶきやしき
4134 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 榎ノ本 えのきのもと
4135 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 内汐田 うちしおた
4136 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 裏別当 うらべっとう
4137 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ ヲナシ をなし
4138 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 南ヲナシ みなみをなし
4139 11江ノ口123 愛宕町二丁目 あたごちょうにちょうめ 蔵屋敷 くらやしき
4140 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 豊後分 ぶんごぶん
4141 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 中吉田 なかよしだ
4142 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 新道越 しんどうこし
4143 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 増岡 ますおか
4144 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 善徳 ぜんとく
4145 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 裏吉田 うらよしだ
4146 11江ノ口124 愛宕町三丁目 あたごちょうさんちょうめ 二位殿 にいどの
4093 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 寿屋敷 ことぶきやしき
4094 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 山ノ東 やまのひがし
4095 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 洞島 ほらしま
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4096 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 宮ノ東 みやのひがし
4097 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 中水道 なかすいどう
4098 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 榎ノ本 えのきのもと
4099 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 柿ノ木 かきのき
4100 11江ノ口125 中水道 なかすいどう 内汐田 うちしおた
4101 11江ノ口126 幸町 さいわいちょう 鴨屋敷 かもやしき
4102 11江ノ口126 幸町 さいわいちょう 北楠ノ本 きたくすのもと
4103 11江ノ口126 幸町 さいわいちょう 南樋ノ詰 みなみひのつめ
4104 11江ノ口126 幸町 さいわいちょう 南平杭 みなみひらくい
4105 11江ノ口126 幸町 さいわいちょう 清松 きよまつ
4112 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 清松 きよまつ
4113 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 北塩田 きたしおた
4114 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 泉分 いずみぶん
4115 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 豊後分 ぶんごぶん
4116 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 大白 おおしろ
4117 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 井流ヶ内 いるがうち
4118 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 相模 さがみ
4119 11江ノ口127 相模町 さがみちょう 金剛寺供田 こんごうじくでん
4125 11江ノ口128 吉田町 よしだちょう 西関ノ尻 にしせきのしり
4126 11江ノ口128 吉田町 よしだちょう 東関ノ尻 ひがしせきのしり
4127 11江ノ口128 吉田町 よしだちょう 大白 おおしろ
4128 11江ノ口128 吉田町 よしだちょう 表吉田 おもてよしだ
4120 11江ノ口129 北吉田町 きたよしだちょう イガミ田 いがみた
4121 11江ノ口129 北吉田町 きたよしだちょう 西折田 にしおりた
4122 11江ノ口129 北吉田町 きたよしだちょう ナニ なに
4123 11江ノ口129 北吉田町 きたよしだちょう 中ノ切 なかのきれ
4124 11江ノ口129 北吉田町 きたよしだちょう 東折田 ひがしおりた
4106 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 北平杭 きたひらくい
4107 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 北樋ノ詰 きたひのつめ
4108 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 久万ノ前 くまのまえ
4109 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 玄蕃分 げんばぶん
4110 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 伊勢崎 いせざき
4111 11江ノ口130 伊勢崎町 いせざきちょう 立仙 りっせん
4061 11江ノ口131 小津町 おづちょう 小津 おづ
4062 11江ノ口131 小津町 おづちょう 上ノ橋ノ上 かみのはしのうえ
4063 11江ノ口131 小津町 おづちょう 南楠本 みなみくすもと
4064 11江ノ口131 小津町 おづちょう 尾戸後 おどうしろ
4065 11江ノ口131 小津町 おづちょう 尾戸 おど
4066 11江ノ口131 小津町 おづちょう 西ノ窪 にしのくぼ
4067 11江ノ口131 小津町 おづちょう 高田 たかだ
4068 11江ノ口131 小津町 おづちょう 兜木 かぶとき
4069 11江ノ口131 小津町 おづちょう 三ノ坪 さんのつぼ
4070 11江ノ口131 小津町 おづちょう 鍛冶給 かじきゅう
4071 11江ノ口131 小津町 おづちょう 北楠本 きたくすもと
4054 11江ノ口132 宝町 たからまち 三ノ坪 さんのつぼ
4055 11江ノ口132 宝町 たからまち 大溝 おおみぞ
4056 11江ノ口132 宝町 たからまち 久万ノ前 くまのまえ
4057 11江ノ口132 宝町 たからまち 安楽 あんらく
4058 11江ノ口132 宝町 たからまち 神楽田 かぐらた
4059 11江ノ口132 宝町 たからまち 帆浦 ほうら
4060 11江ノ口132 宝町 たからまち 鍛冶給 かじきゅう
4034 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 三ノ坪 さんのつぼ
4035 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 北三ノ坪 きたさんのつぼ
4036 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 東浜田 ひがしはまだ
4037 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 東八反田 ひがしはったんた
4038 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 横八反田 よこはったんだ
4039 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 大曲 おおまがり
4040 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 淵ノ上 ふちのうえ
4041 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 川添 かわぞえ
4042 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 道田 みちた
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4043 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 関田 せきた
4044 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 西浜田 にしはまだ
4045 11江ノ口133 八反町 はったんちょう 北衛ノ上 きたえのうえ
4046 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 東八反田 ひがしはったんだ
4047 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 久万ノ前 くまのまえ
4048 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 恵又 えまた
4049 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 西八反田 にしはったんだ
4050 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 長田 ながた
4051 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 道添 みちぞえ
4052 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 民畑 みんはた
4053 11江ノ口134 北八反町 きたはったんちょう 渡瀬 わたせ
4016 13小高坂111 桜馬場 さくらばば 中地 なかち
4017 13小高坂111 桜馬場 さくらばば 北町 きたまち
4012 13小高坂112 越前町 えちぜんちょう 森ノ下 もりのした
4013 13小高坂112 越前町 えちぜんちょう 中地 なかち
4014 13小高坂112 越前町 えちぜんちょう 北町 きたまち
4015 13小高坂112 越前町 えちぜんちょう 桜馬場 さくらばば
3998 13小高坂113 大膳様町 だいぜんさままち 西越前町 にしえちぜんちょう
3999 13小高坂113 大膳様町 だいぜんさままち 大膳様丁 だいぜんさまちょう
4000 13小高坂113 大膳様町 だいぜんさままち 森ノ下 もりのした
3996 13小高坂114 西町 にしまち 東町 ひがしまち
3997 13小高坂114 西町 にしまち 西町 にしまち
4001 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 北町 きたまち
4002 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 山ノ脇 やまのわき
4003 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 山ノ端 やまのはな
4004 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 的場 まとば
4005 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう ノツコ のつこ
4006 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 西之岡 にしのおか
4007 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 西谷 にしたに
4008 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 北之岡 きたのおか
4009 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 柚ノ木 ゆずのき
4010 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 堂ノ森 どうのもり
4011 13小高坂115 山之端町 やまのはなちょう 山ノ上 やまのうえ
3987 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 宮ノ前 みやのまえ
3988 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 宮ノ元 みやのもと
3989 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 政所 まんどころ
3990 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 東谷口 ひがしたにぐち
3991 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 三城森 さんしろもり
3992 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 竹ノ下 たけのした
3993 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう カサカケ かさかけ
3994 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 東谷 ひがしたに
3995 13小高坂116 宮前町 みやまえちょう 中山 なかやま
3963 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 古井口 ふるいぐち
3964 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 堂尻 どうじり
3965 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 南中須賀 みなみなかすが
3966 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 山ゾエ やまぞえ
3967 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 東山ゾエ ひがしやまぞえ
3968 13小高坂117 井口町 いぐちちょう 井口五且 いぐちごかつ
3969 13小高坂117 井口町 いぐちちょう マトコロヤシキ まところやしき
3970 13小高坂118 蛭ヶ谷 ひるがたに 東三日田 ひがしみっかでん
3971 13小高坂118 蛭ヶ谷 ひるがたに 小村供田 こむらくでん
3972 13小高坂118 蛭ヶ谷 ひるがたに 王子芝 おおじしば
3973 13小高坂118 蛭ヶ谷 ひるがたに 三日田 みっかでん
3974 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 前山 まえやま
3975 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 鳥越 とりこえ
3976 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 小村供ノ谷 こむらくのたに
3977 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 大奈路 おおなろ
3978 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 三ノ丸 さんのまる
3979 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 大谷 おおたに
3980 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 西ノ平 にしのひら



高知市の字一覧

2020/7/29 52/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

3981 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 大谷南ノ平 おおたにみなみのひら
3982 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 大平 おおひら
3983 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 口ノ石 くちのいし
3984 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 五郎沢 ごろうさわ
3985 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 西三ノ丸 にしさんのまる
3986 13小高坂119 三ノ丸 さんのまる 松本 まつもと
4018 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 西ノ窪 にしのくぼ
4019 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 高田 たかた
4020 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 兜木 かぶとき
4021 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう ミクロデン みくろでん
4022 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 江ノ上 えのうえ
4023 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 神母 いげ
4024 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 北町 きたまち
4025 13小高坂120 城北町 じょうほくちょう 中地 なかち
4026 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 山ノ脇 やまのわき
4027 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 道田 みちた
4028 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 井ノ口 いのくち
4029 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 関田 せきた
4030 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 昼田 ひるた
4031 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 行司坪 ぎょうじつぼ
4032 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 神母 いげ
4033 13小高坂121 新屋敷 しんやしき 北町 きたまち
4072 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 山ノ脇 やまのわき
4073 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 川添 かわぞえ
4074 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 黒落 くろおち
4075 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 兵庫 ひょうご
4076 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 総丁面 そうちょうめん
4077 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 扇田 おおぎた
4078 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 小山田 こやまだ
4079 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 口ノ石 くちのいし
4080 13小高坂122 西新屋敷 にししんやしき 高座 たかざ
3233 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう センダノ木 せんだのき
3234 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 東岩戸 ひがしいわと
3235 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 中岩戸 なかいわと
3236 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 岩戸 いわと
3237 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 六月会 ろくがつかい
3238 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 大新田 おおしんでん
3239 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 永田 ながた
3240 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 柏ノ木 かしわのき
3241 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 東大久保 ひがしおおくぼ
3242 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 松ノ本 まつのもと
3243 14旭111 東石立町 ひがしいしたてちょう 西永田 にしながた
3244 14旭112 石立町 いしたてちょう 西大久保 にしおおくぼ
3245 14旭112 石立町 いしたてちょう 山南 やまみなみ
3246 14旭112 石立町 いしたてちょう 八幡 はちまん
3247 14旭112 石立町 いしたてちょう 山北 やまきた
3248 14旭112 石立町 いしたてちょう 山西 やまにし
3249 14旭112 石立町 いしたてちょう 吉田 よした
3250 14旭112 石立町 いしたてちょう アンガ内 あんがうち
3251 14旭112 石立町 いしたてちょう 小榎 こえのき
3252 14旭112 石立町 いしたてちょう 東ハセヲリ ひがしはせをり
3253 14旭112 石立町 いしたてちょう ハセヲリ はせをり
3254 14旭112 石立町 いしたてちょう 中ノ内 なかのうち
3255 14旭112 石立町 いしたてちょう 東中ノ内 ひがしなかのうち
3256 14旭112 石立町 いしたてちょう 東蔵白 ひがしくらしろ
3257 14旭112 石立町 いしたてちょう 蔵白 くらしろ
3258 14旭112 石立町 いしたてちょう 西蔵白 にしくらしろ
3205 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 池ノ尻 いけのしり
3206 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 東川原田 ひがしかわらた
3207 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 中川原田 なかかわらた
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3208 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 小野殿屋敷 おのとのやしき
3209 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 久万邸 くまてい
3210 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 西願寺 せいがんじ
3211 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 関ノ本 せきのもと
3212 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 西川原田 にしかわらた
3213 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 市楽 いちらく
3214 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 中島 なかしま
3215 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 南関ノ本 みなみせきのもと
3216 14旭113 東城山町 ひがししろやまちょう 西屋舗 にしやしき
3217 14旭114 城山町 しろやまちょう 白木 しらき
3218 14旭114 城山町 しろやまちょう 西屋舗 にしやしき
3219 14旭114 城山町 しろやまちょう 厩尻 うまやしり
3220 14旭114 城山町 しろやまちょう 北城山 きたしろやま
3221 14旭114 城山町 しろやまちょう 南城山 みなみしろやま
3222 14旭114 城山町 しろやまちょう 鳥首 とりくび
3223 14旭114 城山町 しろやまちょう 高入道 たかにゅうどう
3224 14旭114 城山町 しろやまちょう 扇 おおぎ
3225 14旭114 城山町 しろやまちょう ナノ坪 なのつぼ
3226 14旭114 城山町 しろやまちょう ナノ木 なのき
3227 14旭114 城山町 しろやまちょう サハイノ木 さはいのき
3228 14旭114 城山町 しろやまちょう 吉田屋舗 よしだやしき
3229 14旭114 城山町 しろやまちょう 神母ノ木 いげのき
3230 14旭114 城山町 しろやまちょう クノウカミ くのうかみ
3231 14旭114 城山町 しろやまちょう 堤西 つつみにし
3232 14旭114 城山町 しろやまちょう 片郡 かたこうり
3259 14旭115 玉水町 たまみずちょう 堂ノ前 どうのまえ
3260 14旭115 玉水町 たまみずちょう 米ノ内 こめのうち
3261 14旭115 玉水町 たまみずちょう 下軍 しもぐん
3262 14旭115 玉水町 たまみずちょう 堂ノ西 どうのにし
3263 14旭115 玉水町 たまみずちょう 観音堂 かんのんどう
3264 14旭116 縄手町 なわてちょう 軍 ぐん
3265 14旭116 縄手町 なわてちょう 黒原 くろはら
3266 14旭116 縄手町 なわてちょう 下大榎 しもおおえのき
3267 14旭116 縄手町 なわてちょう 上大榎 かみおおえのき
3268 14旭116 縄手町 なわてちょう 北片郡 きたかたこおり
3277 14旭117 旭町一丁目 あさひまちいっちょうめ 観音堂 かんのんどう
3278 14旭117 旭町一丁目 あさひまちいっちょうめ 堂ノ西 どうのにし
3279 14旭117 旭町一丁目 あさひまちいっちょうめ 下中田 しもなかた
3280 14旭117 旭町一丁目 あさひまちいっちょうめ 赤石 あかいし
3281 14旭117 旭町一丁目 あさひまちいっちょうめ 南中須賀 みなみなかすが
3282 14旭118 旭町二丁目 あさひまちにちょうめ 上中田 かみなかた
3283 14旭118 旭町二丁目 あさひまちにちょうめ 八反畑 はったんはた
3284 14旭118 旭町二丁目 あさひまちにちょうめ 下大榎 しもおおえのき
3285 14旭118 旭町二丁目 あさひまちにちょうめ カヤリハタ かやりはた
3294 14旭120 赤石町 あかいしちょう 赤石 あかいし
3295 14旭120 赤石町 あかいしちょう 古川 ふるかわ
3296 14旭120 赤石町 あかいしちょう ミト口 みとくち
3297 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 柳ヶ内 やなぎがうち
3298 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 新田 しんでん
3299 14旭121 中須賀町 なかすかちょう ミト口 みとくち
3300 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 古川 ふるかわ
3301 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 南カグソ みなみかぐそ
3302 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 車田 くるまた
3303 14旭121 中須賀町 なかすかちょう イカタツ いかたつ
3304 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 中須賀水ツキ なかすかみずつき
3305 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 中須賀 なかすか
3306 14旭121 中須賀町 なかすかちょう 南中須賀 みなみなかすか
3329 14旭122 山手町 やまてちょう ヤマヲカ やまをか
3330 14旭122 山手町 やまてちょう ヲキヤシキ をきやしき
3331 14旭122 山手町 やまてちょう カロト口 かろとくち
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3332 14旭122 山手町 やまてちょう ミノコシ みのこし
3333 14旭122 山手町 やまてちょう 西ノ山ヤシキ にしのやまやしき
3334 14旭122 山手町 やまてちょう サカヤシキ さかやしき
3335 14旭122 山手町 やまてちょう 王子芝 おおじしば
3336 14旭122 山手町 やまてちょう 西松本 にしまつもと
3337 14旭122 山手町 やまてちょう 東松本 ひがしまつもと
3338 14旭122 山手町 やまてちょう 松本 まつもと
3339 14旭122 山手町 やまてちょう 船渡 ふなと
3307 14旭123 旭駅前町 あさひえきまえちょう 古川 ふるかわ
3308 14旭123 旭駅前町 あさひえきまえちょう 赤石 あかいし
3309 14旭123 旭駅前町 あさひえきまえちょう 郷境 ごうさかい
3310 14旭123 旭駅前町 あさひえきまえちょう 南カグソ みなみかぐそ
3316 14旭124 北端町 きたばたちょう カロト口 かろとくち
3317 14旭124 北端町 きたばたちょう ヲキヤシキ をきやしき
3318 14旭124 北端町 きたばたちょう イカタツ いかたつ
3319 14旭124 北端町 きたばたちょう 車田 くるまた
3320 14旭124 北端町 きたばたちょう 南カグソ みなみかぐそ
3321 14旭124 北端町 きたばたちょう カグソ かぐそ
3322 14旭124 北端町 きたばたちょう 南四良岡 みなみしろうおか
3323 14旭124 北端町 きたばたちょう 四良岡 しろうおか
3324 14旭124 北端町 きたばたちょう 西光寺 さいこうじ
3325 14旭124 北端町 きたばたちょう シンドウダニ しんどうだに
3326 14旭124 北端町 きたばたちょう 西ノ城 にしのしろ
3327 14旭124 北端町 きたばたちょう 中ノ城 なかのしろ
3328 14旭124 北端町 きたばたちょう 八幡ノ南 はちまんのみなみ
3269 14旭211 鏡川町 かがみがわちょう 村田 むらた
3270 14旭211 鏡川町 かがみがわちょう 流田 ながれた
3271 14旭211 鏡川町 かがみがわちょう 雁切 がんきれ
3272 14旭211 鏡川町 かがみがわちょう カツラ原 かつらはら
3273 14旭212 下島町 しもじまちょう 上大榎 かみおおえのき
3274 14旭212 下島町 しもじまちょう 小カイチ こかいち
3275 14旭212 下島町 しもじまちょう 内葛原 うちくずはら
3276 14旭212 下島町 しもじまちょう 大前 おおまえ
3286 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 上大榎 かみおおえのき
3287 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 小カイチ こかいち
3288 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 北カイチ きたかいち
3289 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 大開地 おおかいち
3290 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 下島 しもじま
3291 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 西助吾郎畑 にしすけごろうはた
3292 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 長尾前 ながおまえ
3293 14旭213 旭町三丁目 あさひまちさんちょうめ 郷境 ごうさかい
3314 14旭214 南元町 みなみもとまち 助吾郎畑 すけごろうはた
3315 14旭214 南元町 みなみもとまち 西助吾郎畑 にしすけごろうはた
3311 14旭215 元町 もとまち 助五郎畑 すけごろうはた
3312 14旭215 元町 もとまち 西助五郎畑 にしすけごろうはた
3313 14旭215 元町 もとまち 助吾郎畑 すけごろうはた
3517 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 助吾郎畑 すけごろうはた
3518 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう イガヤシキ いがやしき
3519 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 柳瀬 やなぎせ
3520 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 横枕 よこまくら
3521 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 箕越 みのこし
3522 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 西新道谷 にししんみちたに
3523 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 新道谷 しんみちたに
3524 14旭216 旭天神町 あさひてんじんちょう 陳ヶ森 ちんがもり
3525 14旭217 旭上町 あさひかみまち 柳瀬 やなぎせ
3526 14旭217 旭上町 あさひかみまち 長尾ノハナ ながおのはな
3527 14旭217 旭上町 あさひかみまち 長尾前 ながおまえ
3528 14旭218 水源町 すいげんちょう 長尾ノハナ ながおのはな
3529 14旭218 水源町 すいげんちょう 長尾前 ながおまえ
3530 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 長尾前 ながおまえ
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3531 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 中津町 なかつちょう
3532 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 宮ノ東 みやのひがし
3533 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 四月田 しがつた
3534 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 月ノ輪 つきのわ
3535 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 中山 なかやま
3536 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 西川原 にしかわら
3537 14旭219 本宮町 ほんぐうちょう 東川原 ひがしかわら
3538 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 中山 なかやま
3539 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 南赤ハゲ みなみあかはげ
3540 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 東大谷 ひがしおおたに
3541 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 池ノフチ いけのふち
3542 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 西和田 にしわだ
3543 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 城ノ前 しろのまえ
3544 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 城西ノ前 しろにしのまえ
3545 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 西谷 にしたに
3546 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 西ノ宮 にしのみや
3547 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 西川原 にしかわら
3548 14旭220 上本宮町 かみほんぐうちょう 竹ガハナ たけがはな
3503 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 長尾前 ながおまえ
3504 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 中津町 なかつまち
3505 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 四月田 しがつた
3506 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 月ノ輪 つきのわ
3507 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 松ヶ下 まつがした
3508 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 長尾 ながお
3509 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 西ヶ崎 にしがさき
3510 14旭221 長尾山 ながおやまちょう 楠ヶ崎 くすがさき
3511 14旭222 佐々木町 ささきちょう 尾崎前 おさきまえ
3512 14旭222 佐々木町 ささきちょう 下タブノ本 しもたぶのもと
3513 14旭222 佐々木町 ささきちょう タブノ本 たぶのもと
3514 14旭222 佐々木町 ささきちょう 尾崎 おさき
3515 14旭222 佐々木町 ささきちょう 松本 まつもと
3516 14旭222 佐々木町 ささきちょう 木ノ峰 きのみね
3549 14旭223 大谷 おおたに 赤ハゲ あかはげ
3550 14旭223 大谷 おおたに 南赤ハゲ みなみあかはげ
3551 14旭223 大谷 おおたに 大ハザマ おおはざま
3552 14旭223 大谷 おおたに 札田 ふだた
3553 14旭223 大谷 おおたに 西大谷 にしおおたに
3554 14旭223 大谷 おおたに 東大谷 ひがしおおたに
3555 14旭223 大谷 おおたに 西和田 にしわだ
3556 14旭223 大谷 おおたに 池ノフチ いけのふち
3557 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 串田松ヶ谷 くしたまつがたに
3558 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 串田 くした
3559 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 興徳谷 こうとくたに
3560 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 奥徳谷 おくとくたに
3561 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 西興徳谷 にしこうとくたに
3562 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 西串田 にしくした
3563 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 北串田 きたくした
3564 14旭224 岩ヶ淵 いわがぶち 岩淵 いわぶち
3565 14旭225 鳥越 とりごえ 六月カイ田 ろくがつかいた
3566 14旭225 鳥越 とりごえ 長谷口 ながたにくち
3567 14旭225 鳥越 とりごえ ヒラソ ひらそ
3568 14旭225 鳥越 とりごえ 長谷奥 ながたにおく
3569 14旭225 鳥越 とりごえ 鳥越 とりこし
3570 14旭225 鳥越 とりごえ 針ノ木 はりのき
3571 14旭225 鳥越 とりごえ 犬飼 いぬかい
3572 14旭226 塚ノ原 つかのはら ヤナギノ子 やなぎのね
3573 14旭226 塚ノ原 つかのはら 前佐宗 まえさそう
3574 14旭226 塚ノ原 つかのはら 塚原 つかはら
3575 14旭226 塚ノ原 つかのはら 佐宗山 さそうやま
3576 14旭226 塚ノ原 つかのはら 佐宗 さそう
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3577 14旭226 塚ノ原 つかのはら エボシガタ えぼしがた
3578 14旭226 塚ノ原 つかのはら 雨堤 あめつつみ
3579 14旭226 塚ノ原 つかのはら 三又 みつまた
3580 14旭226 塚ノ原 つかのはら 大ガリ又 おおがりまた
3581 14旭226 塚ノ原 つかのはら 太郎次郎 たろうじろう
3497 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら 平田 ひらた
3498 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら 口細 くちほそ
3499 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら フキ谷 ふきたに
3500 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら 永田 ながた
3501 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら 泉ヶ谷 いずみがたに
3502 14旭227 西塚ノ原 にしつかのはら 疊給 たたみきゅう
3340 14旭228 横内 よこうち 東横内 ひがしよこうち
3341 14旭228 横内 よこうち 西横内 にしよこうち
3342 14旭228 横内 よこうち カロヲト口 かろをとくち
3343 14旭228 横内 よこうち 北石 きたいし
3344 14旭228 横内 よこうち 松ヶ谷 まつがたに
3345 14旭228 横内 よこうち 北横内 きたよこうち
3346 14旭228 横内 よこうち 北横大内 きたよこおおうち
3347 14旭228 横内 よこうち 横大内 よこおおうち
3348 14旭228 横内 よこうち ハゲ田 はげた
3349 14旭228 横内 よこうち 東大カリ又 ひがしおおかりまた
3350 14旭228 横内 よこうち 中沢 なかざわ
3351 14旭228 横内 よこうち 北木ノ峰 きたきのみね
3352 14旭229 口細山 くちほそやま 三ツ石 みついし
3353 14旭229 口細山 くちほそやま 北三ツ石 きたみついし
3354 14旭229 口細山 くちほそやま 堂ガナロ どうがなろ
3355 14旭229 口細山 くちほそやま 口細山 くちほそやま
3356 14旭229 口細山 くちほそやま アヲサレ あをされ
3357 14旭229 口細山 くちほそやま ハチノス はちのす
3358 14旭229 口細山 くちほそやま 口細谷 くちほそたに
3359 14旭229 口細山 くちほそやま 盗人カ谷 ぬすっとかたに
3582 14旭311 福井町 ふくいちょう 口ノ石 くちのいし
3583 14旭311 福井町 ふくいちょう 五郎沢 ごろうさわ
3584 14旭311 福井町 ふくいちょう サカヤシキ さかやしき
3585 14旭311 福井町 ふくいちょう 折入 おりいり
3586 14旭311 福井町 ふくいちょう 大沢 おおさわ
3587 14旭311 福井町 ふくいちょう ハミ沢 はみさわ
3588 14旭311 福井町 ふくいちょう 大曲 おおまがり
3589 14旭311 福井町 ふくいちょう 光善寺 こうぜんじ
3590 14旭311 福井町 ふくいちょう 南江添 みなみえぞえ
3591 14旭311 福井町 ふくいちょう 黒沢 くろさわ
3592 14旭311 福井町 ふくいちょう ハチマク はちまく
3593 14旭311 福井町 ふくいちょう 松本 まつもと
3594 14旭311 福井町 ふくいちょう 船渡 ふなと
3595 14旭311 福井町 ふくいちょう 宮沢 みやさわ
3596 14旭311 福井町 ふくいちょう 小橋 こはし
3597 14旭311 福井町 ふくいちょう 堀口 ほりくち
3598 14旭311 福井町 ふくいちょう カケ屋敷 かけやしき
3599 14旭311 福井町 ふくいちょう カケノ下 かけのした
3600 14旭311 福井町 ふくいちょう 西岡 にしおか
3601 14旭311 福井町 ふくいちょう 前田 まえだ
3602 14旭311 福井町 ふくいちょう 西ノ森 にしのもり
3603 14旭311 福井町 ふくいちょう 宮ノ前 みやのまえ
3604 14旭311 福井町 ふくいちょう 向山 むかいやま
3605 14旭311 福井町 ふくいちょう タクヒノ谷 たくひのたに
3606 14旭311 福井町 ふくいちょう 別当 べっとう
3607 14旭311 福井町 ふくいちょう 弓場 ゆば
3608 14旭311 福井町 ふくいちょう 山添 やまぞえ
3609 14旭311 福井町 ふくいちょう 亀ノ森 かめのもり
3610 14旭311 福井町 ふくいちょう 山本ノ前 やまもとのまえ
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3611 14旭311 福井町 ふくいちょう 青サレ あおされ
3612 14旭311 福井町 ふくいちょう 四反田 よんたんた
3613 14旭311 福井町 ふくいちょう 木ノ本 きのもと
3614 14旭311 福井町 ふくいちょう ハリノ木 はりのき
3615 14旭311 福井町 ふくいちょう 原山 はらやま
3616 14旭311 福井町 ふくいちょう 茶山 ちゃやま
3617 14旭311 福井町 ふくいちょう 芝中 しばなか
3618 14旭311 福井町 ふくいちょう 長尾 ながお
3619 14旭311 福井町 ふくいちょう 丸田 まるた
3620 14旭311 福井町 ふくいちょう 常則 つねのり
3621 14旭311 福井町 ふくいちょう ヒノ口 ひのくち
3622 14旭311 福井町 ふくいちょう ススガ内 すすがうち
3623 14旭311 福井町 ふくいちょう 蔵屋敷 くらやしき
3624 14旭311 福井町 ふくいちょう 山本屋敷 やまもとやしき
3625 14旭311 福井町 ふくいちょう 馬屋尻 うまやしり
3626 14旭311 福井町 ふくいちょう 馬屋敷 うまやしき
3627 14旭311 福井町 ふくいちょう 山本西畑 やまもとにしはた
3628 14旭311 福井町 ふくいちょう 谷川 たにがわ
3629 14旭311 福井町 ふくいちょう 小田 おだ
3630 14旭311 福井町 ふくいちょう 山添下 やまぞえした
3631 14旭311 福井町 ふくいちょう 長谷 ながたに
3632 14旭311 福井町 ふくいちょう ククヒノ屋敷 くくひのやしき
3633 14旭311 福井町 ふくいちょう 西山 にしやま
3634 14旭311 福井町 ふくいちょう 地蔵ヶ森 じぞうがもり
3635 14旭311 福井町 ふくいちょう カロヲト口 かろをとくち
3636 14旭311 福井町 ふくいちょう 城ノ前 しろのまえ
3637 14旭311 福井町 ふくいちょう 西横内 にしよこうち
3638 14旭311 福井町 ふくいちょう 大平ノ下 おおひらのした
3639 14旭311 福井町 ふくいちょう 大柏山 おおかしわやま
3640 14旭311 福井町 ふくいちょう 南大柏 みなみおおかしわ
3641 14旭311 福井町 ふくいちょう 落神ノ前 おちかみのまえ
3642 14旭311 福井町 ふくいちょう 落神 おちかみ
3643 14旭311 福井町 ふくいちょう 栗ノ木橋 くりのきはし
3644 14旭311 福井町 ふくいちょう ムシマ むしま
3645 14旭311 福井町 ふくいちょう 西長屋 にしながや
3646 14旭311 福井町 ふくいちょう 西長尾 にしながお
3647 14旭311 福井町 ふくいちょう 塚穴ノ本 つかあなのもと
3648 14旭311 福井町 ふくいちょう 塚穴 つかあな
3649 14旭311 福井町 ふくいちょう 塚穴の本 つかあなのもと
3650 14旭311 福井町 ふくいちょう 平岩山 ひらいわやま
3651 14旭311 福井町 ふくいちょう 大谷 おおたに
3652 14旭311 福井町 ふくいちょう 大谷屋敷 おおたにやしき
3653 14旭311 福井町 ふくいちょう 東大谷 ひがしおおたに
3654 14旭311 福井町 ふくいちょう 南大谷山 みなみおおたにやま
3655 14旭311 福井町 ふくいちょう 鮒ヶ谷 ふながたに
3656 14旭311 福井町 ふくいちょう 野々村屋敷 ののむらやしき
3657 14旭311 福井町 ふくいちょう 東平宗 ひがしひらむね
3658 14旭311 福井町 ふくいちょう 中平宗 なかひらむね
3659 14旭311 福井町 ふくいちょう 菖蒲田 しょうぶた
3660 14旭311 福井町 ふくいちょう 北鮒ヶ谷 きたふながたに
3661 14旭311 福井町 ふくいちょう 岩カラ いわから
3662 14旭311 福井町 ふくいちょう 石田 いしだ
3663 14旭311 福井町 ふくいちょう 塚田 つかた
3664 14旭311 福井町 ふくいちょう 山ノカケ やまのかけ
3665 14旭311 福井町 ふくいちょう クダケ岩 くだけいわ
3666 14旭311 福井町 ふくいちょう 大平 おおひら
3667 14旭311 福井町 ふくいちょう 中山 なかやま
3668 14旭311 福井町 ふくいちょう 城山 しろやま
3669 14旭311 福井町 ふくいちょう 三代ノ上 さんだいのうえ
3670 14旭311 福井町 ふくいちょう 城ノ西 しろのにし
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3671 14旭311 福井町 ふくいちょう 棚田 たなだ
3672 14旭311 福井町 ふくいちょう 西市ヶ坪 にしいちがつぼ
3673 14旭311 福井町 ふくいちょう 東市ヶ坪 ひがしいちがつぼ
3674 14旭311 福井町 ふくいちょう 口ホソ くちほそ
3675 14旭311 福井町 ふくいちょう 中ノ谷 なかのたに
3676 14旭311 福井町 ふくいちょう 戸岩 といわ
3677 14旭311 福井町 ふくいちょう 楠谷口 くすたにくち
3678 14旭311 福井町 ふくいちょう 東楠谷 ひがしくすたに
3679 14旭311 福井町 ふくいちょう 米山 よねやま
3680 14旭311 福井町 ふくいちょう 馬イラス うまいらす
3681 14旭311 福井町 ふくいちょう 西米山 にしよねやま
3682 14旭311 福井町 ふくいちょう 楠谷長尾 くすたにながお
3683 14旭311 福井町 ふくいちょう 西楠谷 にしくすたに
3684 14旭311 福井町 ふくいちょう 番所給 ばんしょきゅう
3685 14旭311 福井町 ふくいちょう 東竹屋敷 ひがしたけやしき
3686 14旭311 福井町 ふくいちょう 竹屋敷 たけやしき
3687 14旭311 福井町 ふくいちょう 北竹屋敷 きたたけやしき
3688 14旭311 福井町 ふくいちょう 西竹屋敷 にしたけやしき
3689 14旭311 福井町 ふくいちょう 北岩 きたいわ
3690 14旭311 福井町 ふくいちょう 研石ヶ谷 といしがたに
3691 14旭311 福井町 ふくいちょう 大屋敷山 おおやしきやま
3692 14旭311 福井町 ふくいちょう 大屋敷 おおやしき
3693 14旭311 福井町 ふくいちょう 中大屋敷 なかおおやしき
3694 14旭311 福井町 ふくいちょう 南大屋敷 みなみおおやしき
3695 14旭311 福井町 ふくいちょう 西大屋敷 にしおおやしき
3696 14旭311 福井町 ふくいちょう 北市ヶ坪 きたいちがつぼ
3697 14旭311 福井町 ふくいちょう 東岡 ひがしおか
3698 14旭311 福井町 ふくいちょう 谷屋敷 たにやしき
3699 14旭311 福井町 ふくいちょう 西カンホヲ にしかんほを
3700 14旭311 福井町 ふくいちょう ツエノ下 つえのした
3701 14旭311 福井町 ふくいちょう 松ノ岡 まつのおか
3702 14旭311 福井町 ふくいちょう カワラヶ谷 かわらがたに
3703 14旭311 福井町 ふくいちょう タクヒ屋敷 たくひやしき
3704 14旭311 福井町 ふくいちょう 石山 いしやま
3705 14旭311 福井町 ふくいちょう 越知神 おちかみ
3706 14旭311 福井町 ふくいちょう 塚穴ノ北 つかあなのきた
3707 14旭311 福井町 ふくいちょう ス子フルイ山 すねふるいやま
3708 14旭311 福井町 ふくいちょう 大谷山 おおたにやま
3709 14旭311 福井町 ふくいちょう 南大谷 みなみおおたに
3710 14旭311 福井町 ふくいちょう 岩カラ山 いわからやま
3711 14旭311 福井町 ふくいちょう クタケ岩 くたけいわ
3712 14旭311 福井町 ふくいちょう クチホソ くちほそ
3713 14旭311 福井町 ふくいちょう 戸岩山 といわやま
3714 14旭311 福井町 ふくいちょう シルソラ谷 しるそらたに
3715 14旭311 福井町 ふくいちょう 高ノ森 たかのもり
3716 14旭311 福井町 ふくいちょう 北戸岩 きたといわ
3717 14旭311 福井町 ふくいちょう 北中ノ谷 きたなかのたに
3718 14旭311 福井町 ふくいちょう 丸山 まるやま
3360 14旭411 尾立 ひじ 壱本木 いちほんき
3361 14旭411 尾立 ひじ 南和田 みなみわだ
3362 14旭411 尾立 ひじ クイミ原 くいみはら
3363 14旭411 尾立 ひじ コマシゴシ こましごし
3364 14旭411 尾立 ひじ シマタキ しまたき
3365 14旭411 尾立 ひじ 東桜谷 ひがしさくらたに
3366 14旭411 尾立 ひじ 西桜谷 にしさくらたに
3367 14旭411 尾立 ひじ 大奈路 おおなろ
3368 14旭411 尾立 ひじ サバイノ木 さばいのき
3369 14旭411 尾立 ひじ 姥ヶ谷 うばがたに
3370 14旭411 尾立 ひじ 小門ノ前 こもんのまえ
3371 14旭411 尾立 ひじ 芝ノ内 しばのうち
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3372 14旭411 尾立 ひじ アリノ木本 ありのきもと
3373 14旭411 尾立 ひじ 土居ノ内 どいのうち
3374 14旭411 尾立 ひじ 山ノ谷 やまのたに
3375 14旭411 尾立 ひじ 中山ノ下 なかやまのした
3376 14旭411 尾立 ひじ 改徳 かいとく
3377 14旭411 尾立 ひじ 船付 ふなつき
3378 14旭411 尾立 ひじ 中之坪 なかのつぼ
3379 14旭411 尾立 ひじ 山添 やまぞえ
3380 14旭411 尾立 ひじ 鐙石蓮台境 あぶみいしれんだいさかい

3381 14旭411 尾立 ひじ 植松北平 うえまつきたひら
3382 14旭411 尾立 ひじ 滝ノ本 たきのもと
3383 14旭411 尾立 ひじ 丸山ノ下 まるやまのした
3384 14旭411 尾立 ひじ 谷ヤシキ たにやしき
3385 14旭411 尾立 ひじ シキソヲ しきそを
3386 14旭411 尾立 ひじ 大師口 だいしくち
3387 14旭411 尾立 ひじ 目市 めいち
3388 14旭411 尾立 ひじ イゲノ本 いげのもと
3389 14旭411 尾立 ひじ 野地瀬ノ内 のじせのうち
3390 14旭411 尾立 ひじ 宮ノ西 みやのにし
3391 14旭411 尾立 ひじ 村ノ上 むらのかみ
3392 14旭411 尾立 ひじ 一本木 いっぽんき
3393 14旭411 尾立 ひじ サハイノ木 さはいのき
3394 14旭411 尾立 ひじ 若宮谷 わかみやたに
3395 14旭411 尾立 ひじ 植松北ノ平 うえまつきたのひら
3396 14旭411 尾立 ひじ 北山 きたやま
3397 14旭411 尾立 ひじ シキゾヲ しきぞを
3398 14旭411 尾立 ひじ 野路浦 のじうら
3399 14旭411 尾立 ひじ 上ノ谷 うえのたに
3400 14旭511 蓮台 れんだい 北アブラデン きたあぶらでん
3401 14旭511 蓮台 れんだい 南アブラデン みなみあぶらでん
3402 14旭511 蓮台 れんだい イチノセ いちのせ
3403 14旭511 蓮台 れんだい コヲノミタ こをのみた
3404 14旭511 蓮台 れんだい ナカノヤスミバ なかのやすみば
3405 14旭511 蓮台 れんだい マツカモト まつかもと
3406 14旭511 蓮台 れんだい ヤマソエ やまそえ
3407 14旭511 蓮台 れんだい シモチツト しもちつと
3408 14旭511 蓮台 れんだい ヒテリ ひてり
3409 14旭511 蓮台 れんだい ツチド つちど
3410 14旭511 蓮台 れんだい ミヤノ前 みやのまえ
3411 14旭511 蓮台 れんだい アリノ木 ありのき
3412 14旭511 蓮台 れんだい イワガモト いわがもと
3413 14旭511 蓮台 れんだい ヲヲナロ ををなろ
3414 14旭511 蓮台 れんだい 上大奈路 かみおおなろ
3415 14旭511 蓮台 れんだい カキノミダミ かきのみだみ
3416 14旭511 蓮台 れんだい ニシヤシキ にしやしき
3417 14旭511 蓮台 れんだい コノ この
3418 14旭511 蓮台 れんだい イワモト いわもと
3419 14旭511 蓮台 れんだい トヲノモト とをのもと
3420 14旭511 蓮台 れんだい テラカトヲ てらかとを
3421 14旭511 蓮台 れんだい タケヤブ たけやぶ
3422 14旭511 蓮台 れんだい コノタヲ このたを
3423 14旭511 蓮台 れんだい 子ゴロ ねごろ
3424 14旭511 蓮台 れんだい カラスカトマリ からすかとまり
3425 14旭511 蓮台 れんだい シモニシノコヲ しもにしのこを
3426 14旭511 蓮台 れんだい コヲノス こをのす
3427 14旭511 蓮台 れんだい トイツガタニ といつがたに
3428 14旭511 蓮台 れんだい カムナコヲ谷 かむなこをたに
3429 14旭511 蓮台 れんだい ナカサコ なかさこ
3430 14旭511 蓮台 れんだい イヅミガモト いづみがもと
3431 14旭511 蓮台 れんだい 南ヤシキ みなみやしき
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3432 14旭511 蓮台 れんだい シバノシタ しばのした
3433 14旭511 蓮台 れんだい ウ子サキ うねさき
3434 14旭511 蓮台 れんだい 杉谷 すぎたに
3435 14旭511 蓮台 れんだい シモヤシキ しもやしき
3436 14旭511 蓮台 れんだい 向ヒヤシキ むかひやしき
3437 14旭511 蓮台 れんだい 東裏 ひがしうら
3438 14旭511 蓮台 れんだい カチガナロ かちがなろ
3439 14旭511 蓮台 れんだい 南カチカナロ みなみかちかなろ
3440 14旭511 蓮台 れんだい 北カチカナロ きたかちかなろ
3441 14旭511 蓮台 れんだい 山神 やまかみ
3442 14旭511 蓮台 れんだい 西ユルノ にしゆるの
3443 14旭511 蓮台 れんだい 東ユルノ ひがしゆるの
3444 14旭511 蓮台 れんだい ナナマカリ ななまかり
3445 14旭511 蓮台 れんだい 東ヲヲト ひがしををと
3446 14旭511 蓮台 れんだい ミゾタニ みぞたに
3447 14旭511 蓮台 れんだい 北アフラデン きたあふらでん
3448 14旭511 蓮台 れんだい 南アフラデン みなみあふらでん
3449 14旭511 蓮台 れんだい コヲノシタ こをのした
3450 14旭511 蓮台 れんだい 中ノ休場 なかのやすば
3451 14旭511 蓮台 れんだい 松ガ本 まつがもと
3452 14旭511 蓮台 れんだい 山ソエ やまそえ
3453 14旭511 蓮台 れんだい 土戸 つちと
3454 14旭511 蓮台 れんだい 宮ノ前 みやのまえ
3455 14旭511 蓮台 れんだい 有ノ木 ありのき
3456 14旭511 蓮台 れんだい 岩カ本 いわかもと
3457 14旭511 蓮台 れんだい 大ナロ おおなろ
3458 14旭511 蓮台 れんだい 下大奈路 しもおおなろ
3459 14旭511 蓮台 れんだい 柿ノ木谷 かきのきたに
3460 14旭511 蓮台 れんだい 宮ノ西 みやのにし
3461 14旭511 蓮台 れんだい 西屋敷 にしやしき
3462 14旭511 蓮台 れんだい 岩本 いわもと
3463 14旭511 蓮台 れんだい 堂ノ本 どうのもと
3464 14旭511 蓮台 れんだい 寺ガトヲ てらがとを
3465 14旭511 蓮台 れんだい カゲ かげ
3466 14旭511 蓮台 れんだい カラスガトマリ からすがとまり
3467 14旭511 蓮台 れんだい 下西ノコヲ しもにしのこを
3468 14旭511 蓮台 れんだい トイシカタニ といしかたに
3469 14旭511 蓮台 れんだい 下ナコヲ谷 しもなこをたに
3470 14旭511 蓮台 れんだい 上ナコヲ谷 かみなこをたに
3471 14旭511 蓮台 れんだい 北トイシ谷 きたといしたに
3472 14旭511 蓮台 れんだい シカハ山 しかはやま
3473 14旭511 蓮台 れんだい 境谷 さかいたに
3474 14旭511 蓮台 れんだい カモリ かもり
3475 14旭511 蓮台 れんだい ハヤノミ子 はやのみね
3476 14旭511 蓮台 れんだい 赤石谷 あかいしたに
3477 14旭511 蓮台 れんだい ヲヲバタ山 ををばたやま
3478 14旭511 蓮台 れんだい ソヲヅ そをづ
3479 14旭511 蓮台 れんだい イヅミカ本 いづみかもと
3480 14旭511 蓮台 れんだい 南屋敷 みなみやしき
3481 14旭511 蓮台 れんだい シバノ下 しばのした
3482 14旭511 蓮台 れんだい ネギノ谷 ねぎのたに
3483 14旭511 蓮台 れんだい 向屋式 むかいやしき
3484 14旭511 蓮台 れんだい 東ウラ ひがしうら
3485 14旭511 蓮台 れんだい 南カヂガナロ みなみかぢがなろ
3486 14旭511 蓮台 れんだい 北カヂガナロ きたかぢがなろ
3487 14旭511 蓮台 れんだい 上アナグマ かみあなぐま
3488 14旭511 蓮台 れんだい 下アナグマ しもあなぐま
3489 14旭511 蓮台 れんだい 南ナナマカリ みなみななまかり
3490 14旭511 蓮台 れんだい ヲヲトヲ ををとを
3491 14旭511 蓮台 れんだい 東ヲヲトヲ ひがしををとを
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3492 14旭511 蓮台 れんだい コヲノモリ こをのもり
3493 14旭511 蓮台 れんだい 上ミヅタニ かみみづたに
3494 14旭511 蓮台 れんだい ミツタニ みつたに
3495 14旭511 蓮台 れんだい ニッチ にっち
3496 14旭511 蓮台 れんだい シロイシ しろいし
3860 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 下駄ヶ谷 げたがたに
3861 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 牛ヶ谷北ノ丸 うしがたにきたのまる
3862 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 田有ヶ谷 たありがたに
3863 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 大畠 おおはた
3864 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 牛ヶ谷南ノ丸 うしがたにみなみのまる
3865 15潮江111 孕東町 はらみひがしまち 田有ヶ山 たありがやま
3866 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 中ノ田 なかのた
3867 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 阿弥陀谷上ノ丸 あみだだにうえのまる
3868 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 阿弥陀谷下ノ丸 あみだだにしたのまる
3869 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 丸木谷北ノ丸 まるきたにきたのまる
3870 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 丸木谷南ノ丸 まるきたにみなみのまる
3871 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 宇津野谷西ノ丸 うつのたににしのまる
3872 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 宇津野谷東ノ丸 うつのたにひがしのまる
3873 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 針ノ木谷北ノ丸 はりのきたにきたのまる
3874 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 岩ヶ谷 いわがたに
3875 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 石川山 いしかわやま
3876 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 針ノ木谷南ノ丸 はりのきたにみなみのまる

3877 15潮江112 孕西町 はらみにしまち 白石ヶ薮 しらいしがやぶ
3848 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 西田ノ尻北ノ丸 にしだのしりきたのまる
3849 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 東田ノ尻戌亥ノ丸 ひがしたのしりいぬいのまる

3850 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 東田ノ尻北ノ丸 ひがしたのしりきたのまる

3851 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 竹島水門ノ内 たけしますいもんのうち
3852 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 古糀 ふるこうじ
3853 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 古糀南ノ丸 ふるこうじみなみのまる
3854 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 東田ノ尻南ノ丸 ひがしたのしりみなみのまる

3855 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 六泉寺 ろくせんじ
3856 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 六泉寺西ノ上 ろくせんじにしのうえ
3857 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 立石東ノ丸 たていしひがしのまる
3858 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 土取場 つちとりば
3859 15潮江113 六泉寺町 ろくせんじちょう 西田ノ尻南ノ丸 にしだのしりみなみのまる

3878 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 長谷口東ノ丸 ながたにくちひがしのまる

3879 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 長谷口西ノ丸 ながたにくちにしのまる
3880 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 尻無谷 しりなしたに
3881 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 昼魔ヶ谷 ひるまがたに
3882 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 吉野越 よしのこし
3883 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 深谷 ふかだに
3884 15潮江114 深谷町 ふかだにちょう 白石谷 しらいしたに
3885 15潮江115 南中山 みなみなかやま 立石西ノ丸 たていしにしのまる
3886 15潮江115 南中山 みなみなかやま 立石南ノ丸 たていしみなみのまる
3887 15潮江115 南中山 みなみなかやま 中山南平 なかやまみなみひら
3888 15潮江116 北中山 きたなかやま 田有西ノ丸 たありにしのまる
3889 15潮江116 北中山 きたなかやま 大谷口 おおたにくち
3890 15潮江116 北中山 きたなかやま 大田尾山 おおたおやま
3891 15潮江116 北中山 きたなかやま 中山北平 なかやまきたひら
3821 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 古糀北ノ丸 ふるこうじきたのまる
3822 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 竹島 たけしま
3823 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 北三郎兵衛西ノ丸 きたさぶろうへえにしのまる

3824 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 南三郎兵衛西ノ丸 みなみさぶろうへえにしのまる

3825 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 北三郎兵衛東ノ丸 きたさぶろうへえひがしのまる

3826 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 南三郎兵衛東ノ丸 みなみさぶろうへえひがしのまる

3827 15潮江117 南竹島町 みなみたけしまちょう 芳原ノ丸 よしはらのまる
3812 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 追割西ノ丸 おいわりにしのまる
3813 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 追割東ノ丸 おいわりひがしのまる
3814 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島北中ノ丸 たけしまきたなかのまる
3815 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島北東ノ丸 たけしまきたひがしのまる
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3816 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島南東ノ丸 たけしまみなみひがしのまる

3817 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島南中ノ丸 たけしまみなみなかのまる

3818 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島西ノ丸 たけしまにしのまる
3819 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 弥右衛門塩田 やうえもんしおた
3820 15潮江118 竹島町 たけしまちょう 竹島水門ノ内 たけしますいもんのうち
3804 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう ソゲ田西ノ丸 そげたにしのまる
3805 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう 南汐田西ノ丸 みなみしおたにしのまる
3806 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう 南汐田中ノ丸 みなみしおたなかのまる
3807 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう ソゲ田中ノ丸 そげたなかのまる
3808 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう ソゲ田東ノ丸 そげたひがしのまる
3809 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう 南汐田東ノ丸 みなみしおたひがしのまる

3810 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう ソゲ田裾ノ丸 そげたすそのまる
3811 15潮江119 北竹島町 きたたけしまちょう 南汐田裾ノ丸 みなみしおたすそのまる
3837 15潮江120 高見町 たかみちょう 高見中ノ丸 たかみなかのまる
3838 15潮江120 高見町 たかみちょう 高見南ノ丸 たかみみなみのまる
3839 15潮江120 高見町 たかみちょう 大谷口古汐田 おおたにくちふるしおた
3840 15潮江120 高見町 たかみちょう 中山大蔭 なかやまおおかげ
3841 15潮江120 高見町 たかみちょう 中山田有ノ丸 なかやまだありのまる
3842 15潮江120 高見町 たかみちょう 中山北ノ森北ノ平 なかやまきたのもりきたのひら

3843 15潮江120 高見町 たかみちょう 大蔭東ノ丸 おおかげひがしのまる
3844 15潮江120 高見町 たかみちょう 窪天狗西ノ丸 くぼてんぐにしのまる
3845 15潮江120 高見町 たかみちょう 窪天狗中ノ丸 くぼてんぐなかのまる
3846 15潮江120 高見町 たかみちょう 窪天狗東ノ丸 くぼてんぐひがしのまる
3847 15潮江120 高見町 たかみちょう 窪天狗裾ノ丸 くぼてんぐすそのまる
3828 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 古汐田中ノ丸 ふるしおたなかのまる
3829 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう ソゲ田飛田 そげたとびた
3830 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 古汐田南ノ丸 ふるしおたみなみのまる
3831 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 南汐田飛田 みなみしおたとびた
3832 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 高見北ノ丸 たかみきたのまる
3833 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 鳩ヶ崎 はとがさき
3834 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 浄眼寺谷 じょうがんじたに
3835 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 鴨坂山 かもさかやま
3836 15潮江121 北高見町 きたたかみちょう 高見越山 たかみこしやま
3799 15潮江122 港町 みなとちょう 深瀬ノ丸 ふかせのまる
3800 15潮江122 港町 みなとちょう 南ノ丸 みなみのまる
3801 15潮江122 港町 みなとちょう 中エゾ南ノ丸 なかえぞみなみのまる
3802 15潮江122 港町 みなとちょう 南エゾ北ノ丸 みなみえぞきたのまる
3803 15潮江122 港町 みなとちょう 南エゾ南ノ丸 みなみえぞみなみのまる
3794 15潮江123 南ノ丸町 みなみのまるちょう 西荷ノ丸 にしにのまる
3795 15潮江123 南ノ丸町 みなみのまるちょう 西保ノ丸 にしほのまる
3796 15潮江123 南ノ丸町 みなみのまるちょう 中保ノ丸 なかほのまる
3797 15潮江123 南ノ丸町 みなみのまるちょう 東荷ノ丸 ひがしにのまる
3798 15潮江123 南ノ丸町 みなみのまるちょう 東保ノ丸 ひがしほのまる
3786 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 北百石苗西ノ丸 きたひゃっこくなえにしのまる

3787 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 南百石苗西ノ丸 みなみひゃっこくなえにしのまる

3788 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 南百石苗東ノ丸 みなみひゃっこくなえひがしのまる

3789 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 南百石苗中ノ丸 みなみひゃっこくなえなかのまる

3790 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 北百石苗中ノ丸 きたひゃっこくなえなかのまる

3791 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 北百石苗東ノ丸 きたひゃっこくなえひがしのまる

3792 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 南百石苗裾ノ丸 みなみひゃっこくなえすそのまる

3793 15潮江124 百石町 ひゃっこくちょう 北百石苗裾ノ丸 きたひゃっこくなえすそのまる

3784 15潮江124.5 塩屋崎町 しおやざきちょう 字記載なし
3785 15潮江124.5 北百石町 きたひゃっこくちょう 字記載なし
3781 15潮江124.9 桟橋通1～6 さんばしどおり 字記載なし
3770 15潮江125 萩町 はぎまち 萩西ノ丸 はぎにしのまる
3771 15潮江125 萩町 はぎまち 萩ノ丸 はぎのまる
3772 15潮江125 萩町 はぎまち 萩裏ノ丸 はぎうらのまる
3773 15潮江125 萩町 はぎまち 萩三角問ノ丸 はぎみすみといのまる
3774 15潮江125 萩町 はぎまち 西ノ窪戌亥三角 にしのくぼいぬいみすみ
3775 15潮江125 萩町 はぎまち 北ノ丸 きたのまる



高知市の字一覧

2020/7/29 63/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

3776 15潮江125 萩町 はぎまち 窪西ノ丸 くぼにしのまる
3777 15潮江125 萩町 はぎまち 窪東ノ丸 くぼひがしのまる
3778 15潮江125 萩町 はぎまち 片木北ノ丸 かたききたのまる
3779 15潮江125 萩町 はぎまち 萩東ノ丸 はぎひがしのまる
3761 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 北汐入角田 きたしおいりすみた
3762 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 割通シ わりとおし
3763 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 横手南ノ丸 よこてみなみのまる
3764 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 横手中ノ丸 よこてなかのまる
3765 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 横手中東ノ丸 よこてなかひがしのまる
3766 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 横手南東ノ丸 よこてみなみひがしのまる

3767 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 北ノ丸 きたのまる
3768 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 堤タヲシ つつみたをし
3769 15潮江126 北萩町 きたはぎまち 前八反地 まえはったんち
3731 15潮江127 仲田町 なかたちょう 土居仲田西ノ丸 どいなかたにしのまる
3732 15潮江127 仲田町 なかたちょう 上仲田西ノ丸 かみなかたにしのまる
3733 15潮江127 仲田町 なかたちょう 上仲田東丸北切 かみなかたひがしまるきたきれ

3734 15潮江127 仲田町 なかたちょう 上仲田東丸南切 かみなかたひがしまるみなみきれ

3735 15潮江127 仲田町 なかたちょう 浦田 うらた
3736 15潮江127 仲田町 なかたちょう 土居浦田南ノ丸 どいうらたみなみのまる
3737 15潮江127 仲田町 なかたちょう 土居仲田東ノ丸 どいなかたひがしのまる
3724 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 切田北ノ丸 きりたきたのまる
3725 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 北浜田西ノ丸 きたはまたにしのまる
3726 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 北浜田東ノ丸 きたはまたひがしのまる
3727 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 竪浜開北丸上分 たてはまひらききたまるかみぶん

3728 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 横浜開西ノ丸 よこはまひらきにしのまる

3729 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 横浜開東ノ丸 よこはまひらきひがしのまる

3730 15潮江128 潮新町 うしおしんまち 竪浜開北丸下分 たてはまひらききたまるしもぶん

3754 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 切戸外ノ丸 きりとそとのまる
3755 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 横手北ノ丸 よこてきたのまる
3756 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 夷ノ前 えびすのまえ
3757 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 蛭子前 えびすまえ
3758 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 横手北東ノ丸 よこてきたひがしのまる
3759 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 北ノ丸 きたのまる
3760 15潮江129 南新田町 みなみしんたちょう 堤タヲシ つつみたをし
3745 15潮江130 新田町 しんたちょう 野村砂敷 のむらさしき
3746 15潮江130 新田町 しんたちょう 新田西ノ丸 しんたにしのまる
3747 15潮江130 新田町 しんたちょう 北中田西ノ丸 きたなかたにしのまる
3748 15潮江130 新田町 しんたちょう 北中田東ノ丸 きたなかたひがしのまる
3749 15潮江130 新田町 しんたちょう 横裏田 よこうらた
3750 15潮江130 新田町 しんたちょう 裏田北ノ丸 うらたきたのまる
3751 15潮江130 新田町 しんたちょう 大須 おおす
3752 15潮江130 新田町 しんたちょう 新田東ノ丸 しんたひがしのまる
3753 15潮江130 新田町 しんたちょう 浦田 うらた
3738 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 中益田北ノ丸 なかますだきたのまる
3739 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 東益田北ノ丸 ひがしますだきたのまる
3740 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 野村砂敷 のむらさしき
3741 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 北中田北ノ丸 きたなかたきたのまる
3742 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 竜田 たつた
3743 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 中益田南ノ丸 なかますだみなみのまる
3744 15潮江131 北新田町 きたしんたちょう 東益田南ノ丸 ひがしますだみなみのまる

3720 15潮江132 役知町 やくちちょう 益田砂ヶ森 ますだすながもり
3721 15潮江132 役知町 やくちちょう 東役知 ひがしやくち
3722 15潮江132 役知町 やくちちょう 西益田北ノ丸 にしますだきたのまる
3723 15潮江132 役知町 やくちちょう 西益田南ノ丸 にしますだみなみのまる
3719 15潮江133 土居町 どいまち 字記載なし
3780 15潮江133.5 梅ノ辻 うめのつじ 字記載なし
3782 15潮江134 天神町 てんじんちょう 字記載なし
3783 15潮江135 筆山町 ひつざんちょう 真如寺山 しんにょじやま
3922 15潮江321 大原町 おおはらちょう 芝前イノ丸 しばまえいのまる
3923 15潮江321 大原町 おおはらちょう ハノ丸西堤添 はのまるにしづつみぞい
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3924 15潮江321 大原町 おおはらちょう ロノ丸堤添 ろのまるつつみぞい
3925 15潮江321 大原町 おおはらちょう 池尻東ノ丸 いけじりひがしのまる
3926 15潮江321 大原町 おおはらちょう 池尻 いけじり
3927 15潮江321 大原町 おおはらちょう 西池尻堤添 にしいけじりつつみそい
3928 15潮江321 大原町 おおはらちょう 堤外東流田 つつみそとひがしながれた

3929 15潮江321 大原町 おおはらちょう イザイ田ヨリ北堤添 いざいたよりきたつつみぞい

3930 15潮江321 大原町 おおはらちょう 近藤土橋ヨリ丑寅ノ丸 こんどうつちばしよりうしとらのまる

3931 15潮江321 大原町 おおはらちょう 横道西 よこみちにし
3932 15潮江321 大原町 おおはらちょう 底井流ヨリ乾ノ丸 そこいるよりいぬいのまる

3933 15潮江321 大原町 おおはらちょう 井添北上段 いぞいきたうわだん
3934 15潮江321 大原町 おおはらちょう 楠崎丸 くすさきまる
3935 15潮江321 大原町 おおはらちょう 西堤添南ノ丸 にしつつみぞいみなみのまる

3936 15潮江321 大原町 おおはらちょう 大黒池喩 だいこくいけゆ
3906 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 旧弥名寺床 きゅうやなてらとこ
3907 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 旧弥名寺山 きゅうやなてらやま
3908 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 城野山 しろのやま
3909 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 南ヶ田尾山 みなみがたおやま
3910 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 三ノ宮南ノ丸 さんのみやみなみのまる
3911 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 岡本ノ丸 おかもとのまる
3912 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 三ノ宮中ノ丸 さんのみやなかのまる
3913 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 三ノ宮西ノ丸 さんのみやにしのまる
3914 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 馬場山 ばばやま
3915 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 小石木東ノ丸 こいしきひがしのまる
3916 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 底井流ヨリ未申ノ丸 そこいるよりひつじさるのまる

3917 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 底井流ヨリ坤ノ西ノ丸 そこいるよりひつじさるのにしのまる

3918 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 樫ヶ端出口道西東ノ丸 かしがはたでぐちみちにしひがしのまる

3919 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 小石木西ノ丸 こいしきにしのまる
3920 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 樫ヶ端山 かしがはたやま
3921 15潮江322 小石木町 こいしぎちょう 関川山 せきかわやま
3951 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 権次畑 ごんじはた
3952 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 二タ股南ノ丸 ふたまたみなみのまる
3953 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 二タ股乾ノ丸 ふたまたいぬいのまる
3954 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 車床南ノ丸 くるまとこみなみのまる
3955 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 水井流東ノ丸 みずいるひがしのまる
3956 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 上田山 うえたやま
3957 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 上田ノ丸 うえたのまる
3958 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 河瀬水井流丸 ごうのせみずいるまる
3959 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 堤外柳ノ丸 つつみそとやなぎのまる
3960 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 車床北ノ丸 くるまとこきたのまる
3961 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 権次畑北ノ丸 ごんじはたきたのまる
3962 15潮江323 河ノ瀬町 ごうのせちょう 堤外西流田 つつみそとにしながれた
3937 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 長面田 ちょうめんた
3938 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 内沢東山添 うちさわひがしやまぞい
3939 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 小猿ヶ窪 こさるがくぼ
3940 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 田村山 たむらやま
3941 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 小猿ヶ窪咽丸 こさるがくぼのどまる
3942 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 北村山東平 きたむらやまひがしひら
3943 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 内沢南ノ丸 うちさわみなみのまる
3944 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 内沢東ノ丸 うちさわひがしのまる
3945 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 袋野東ノ丸 ふくろのひがしのまる
3946 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 源内山 げんないやま
3947 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 袋野北ノ丸 ふくろのきたのまる
3948 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 袋野西ノ丸 ふくろのにしのまる
3949 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 北村山北平 きたむらやまきたひら
3950 15潮江324 南河ノ瀬町 みなみごうのせちょう 北村山南平 きたむらやまみなみひら
3892 15潮江325 幸崎 こうざき 猿ヶ窪西ノ丸 さるがくぼにしのまる
3893 15潮江325 幸崎 こうざき 猿ヶ窪南ノ丸 さるがくぼみなみのまる
3894 15潮江325 幸崎 こうざき 猿ヶ窪東ノ丸 さるがくぼひがしのまる
3895 15潮江325 幸崎 こうざき 岩崎山西ノ平 いわさきやまにしのひら
3896 15潮江325 幸崎 こうざき 岩崎山東ノ平 いわさきやまひがしのひら
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3897 15潮江325 幸崎 こうざき 岩崎山田 いわさきやまた
3898 15潮江325 幸崎 こうざき 猿ヶ窪東谷 さるがくぼひがしたに
3899 15潮江325 幸崎 こうざき 猿ヶ窪北ノ丸 さるがくぼきたのまる
3900 15潮江325 幸崎 こうざき 田村山 たむらやま
3901 15潮江325 幸崎 こうざき 谷北幸崎山田 たにきたこうざきやまた
3902 15潮江325 幸崎 こうざき 幸崎山田 こうざきやまだ
3903 15潮江325 幸崎 こうざき 芋尻山 いもじりやま
3904 15潮江325 幸崎 こうざき 赤谷山 あかたにやま
3905 15潮江325 幸崎 こうざき 皿ヶ峰 皿ヶ峰 さらがみね
1895 16神田111 神田 こうだ 船岡 ふなおか
1896 16神田111 神田 こうだ 丸池 まるいけ
1897 16神田111 神田 こうだ サ子モリ さねもり
1898 16神田111 神田 こうだ カケガ子 かけがね
1899 16神田111 神田 こうだ 五反田 ごたんだ
1900 16神田111 神田 こうだ 西山 西山 にしやま
1901 16神田111 神田 こうだ 中沢 なかざわ
1902 16神田111 神田 こうだ 呼子田 よびこた
1903 16神田111 神田 こうだ 入谷 いりたに
1904 16神田111 神田 こうだ 江添 えぞえ
1905 16神田111 神田 こうだ 落合 おちあい
1906 16神田111 神田 こうだ 大山田 おおやまだ
1907 16神田111 神田 こうだ 小山田 こやまだ
1908 16神田111 神田 こうだ 谷田 たにだ
1909 16神田111 神田 こうだ 辰ノ尾 たつのお
1910 16神田111 神田 こうだ 後藤山 ごとうやま
1911 16神田111 神田 こうだ 奥地京谷 おくちきょうたに
1912 16神田111 神田 こうだ 地京谷 ちきょうたに
1913 16神田111 神田 こうだ 寺山ノハナ てらやまのはな
1914 16神田111 神田 こうだ 大通寺 だいつうじ
1915 16神田111 神田 こうだ 船岡山 ふなおかやま
1916 16神田111 神田 こうだ 中山田 なかやまた
1917 16神田111 神田 こうだ 関ノ西 せきのにし
1918 16神田111 神田 こうだ 御手洗 みたらい
1919 16神田111 神田 こうだ 花ノ木 はなのき
1920 16神田111 神田 こうだ 祝言屋敷 いわいごとやしき
1921 16神田111 神田 こうだ 西ノ川原 にしのかわら
1922 16神田111 神田 こうだ マガリ まがり
1923 16神田111 神田 こうだ 宗藤 そうふじ
1924 16神田111 神田 こうだ 竹ノ後 たけのうしろ
1925 16神田111 神田 こうだ 樋ノ浦 ひのうら
1926 16神田111 神田 こうだ 北小松 きたこまつ
1927 16神田111 神田 こうだ セキノモト せきのもと
1928 16神田111 神田 こうだ 徳久 とくひさ
1929 16神田111 神田 こうだ 馬屋ヶ尻 うまやがしり
1930 16神田111 神田 こうだ 東代 ひがしだい
1931 16神田111 神田 こうだ 島田 しまだ
1932 16神田111 神田 こうだ 石丸 いしまる
1933 16神田111 神田 こうだ 永町 ながまち
1934 16神田111 神田 こうだ 南小松 みなみこまつ
1935 16神田111 神田 こうだ 大畠 おおはた
1936 16神田111 神田 こうだ 中ノ内 なかのうち
1937 16神田111 神田 こうだ 樋ノ口 ひのくち
1938 16神田111 神田 こうだ 高野ノ前 たかののまえ
1939 16神田111 神田 こうだ 泉川 いずみかわ
1940 16神田111 神田 こうだ 池ノ頭 いけのかしら
1941 16神田111 神田 こうだ 松ノ本 松ノ本 まつのもと
1942 16神田111 神田 こうだ 坊ノ前 ぼうのまえ
1943 16神田111 神田 こうだ ドヲゼン どをぜん
1944 16神田111 神田 こうだ 菖蒲原 しょうぶはら
1945 16神田111 神田 こうだ 池ノ尻 いけのしり
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1946 16神田111 神田 こうだ 池淵 いけぶち
1947 16神田111 神田 こうだ 新田 しんでん
1948 16神田111 神田 こうだ 大的山 おおまとやま
1949 16神田111 神田 こうだ ムク入道 むくにゅうどう
1950 16神田111 神田 こうだ 間所 あいだところ
1951 16神田111 神田 こうだ 片山下 かたやました
1952 16神田111 神田 こうだ 鍛冶屋ヶ内 かじやがうち
1953 16神田111 神田 こうだ 谷間鹿 たにましか
1954 16神田111 神田 こうだ 荒神前 こうじんまえ
1955 16神田111 神田 こうだ 大的宮ノ前 おおまとみやのまえ
1956 16神田111 神田 こうだ 太郎丸 たろうまる
1957 16神田111 神田 こうだ 南池ノ尻 みなみいけのしり
1958 16神田111 神田 こうだ トヲデン とをでん
1959 16神田111 神田 こうだ 四反田 よんたんた
1960 16神田111 神田 こうだ 久万喜 くまき
1961 16神田111 神田 こうだ ケンチ山 けんちやま
1962 16神田111 神田 こうだ 大田 おおた
1963 16神田111 神田 こうだ 桑ノ本 くわのもと
1964 16神田111 神田 こうだ 神田 こうだ
1965 16神田111 神田 こうだ 山地 さんち
1966 16神田111 神田 こうだ シルタニ しるたに
1967 16神田111 神田 こうだ ゲジカ端 げじかはた
1968 16神田111 神田 こうだ 岩柄 いわがら
1969 16神田111 神田 こうだ 高神 高神 たかかみ
1970 16神田111 神田 こうだ 小山 こやま
1971 16神田111 神田 こうだ 八反沢 はったんさわ
1972 16神田111 神田 こうだ 中山北 なかやまきた
1973 16神田111 神田 こうだ 石神 いしかみ
1974 16神田111 神田 こうだ 山ノ前 やまのまえ
1975 16神田111 神田 こうだ 江ノ本 えのもと
1976 16神田111 神田 こうだ 七反田 ななたんた
1977 16神田111 神田 こうだ 中山東 なかやまひがし
1978 16神田111 神田 こうだ 中山南 なかやまみなみ
1979 16神田111 神田 こうだ 高座 高座土居 こうざどい
1980 16神田111 神田 こうだ 西高座 にしこうざ
1981 16神田111 神田 こうだ 東ウツヲ田 ひがしうつをた
1982 16神田111 神田 こうだ 西ウツヲ田 にしうつをた
1983 16神田111 神田 こうだ 富喜上 ふきうえ
1984 16神田111 神田 こうだ 水谷 みずたに
1985 16神田111 神田 こうだ 西高座 にしこうざ
1986 16神田111 神田 こうだ 高座 中高座 なかこうざ
1987 16神田111 神田 こうだ 南高座 みなみこうざ
1988 16神田111 神田 こうだ 高屋山田 たかややまだ
1989 16神田111 神田 こうだ 北木須山田 きたきすやまた
1990 16神田111 神田 こうだ 南木須山田 みなみきすやまた
1991 16神田111 神田 こうだ 大成 おおなり
1992 16神田111 神田 こうだ 治国谷 治国谷 じこくたに
1993 16神田111 神田 こうだ 広所ヶ峠 ひろところがとうげ
1994 16神田111 神田 こうだ ドヲサヤマ どをさやま
1995 16神田111 神田 こうだ 南ビワヶ谷 みなみびわがたに
1996 16神田111 神田 こうだ 中ビワヶ谷 なかびわがたに
1997 16神田111 神田 こうだ 北ビワヶ谷 きたびわがたに
1998 16神田111 神田 こうだ 東高座 ひがしこうざ
1999 16神田111 神田 こうだ ホリキリ ほりきり
2000 16神田111 神田 こうだ 南六反田 みなみろくたんた
2001 16神田111 神田 こうだ ノヲゾ のをぞ
2002 16神田111 神田 こうだ コモデン こもでん
2003 16神田111 神田 こうだ 中屋敷 なかやしき
2004 16神田111 神田 こうだ 岩ノ下 いわのした
2005 16神田111 神田 こうだ 上ハケドメ かみはけどめ
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2006 16神田111 神田 こうだ 大谷口 おおたにぐち
2007 16神田111 神田 こうだ 下ハケドメ しもはけどめ
2008 16神田111 神田 こうだ 神母メン いげめん
2009 16神田111 神田 こうだ 防屋敷 ぼうやしき
2010 16神田111 神田 こうだ 長札田 ながふだた
2011 16神田111 神田 こうだ 西赤坂 にしあかさか
2012 16神田111 神田 こうだ 入太郎 いりたろう
2013 16神田111 神田 こうだ 東後藤山 ひがしごとうやま
2014 16神田111 神田 こうだ 東赤坂 ひがしあかさか
2015 16神田111 神田 こうだ 松浦山 まつうらやま
2016 16神田111 神田 こうだ 石ヶ崎 いしがさき
2017 16神田111 神田 こうだ 馬太郎 うまたろう
2018 16神田111 神田 こうだ 中蔵 なかくら
2019 16神田111 神田 こうだ 吉本 よしもと
2020 16神田111 神田 こうだ 片岡沢 かたおかさわ
2021 16神田111 神田 こうだ 上沢 うえさわ
2022 16神田111 神田 こうだ 野本 のもと
2023 16神田111 神田 こうだ 薬師山 やくしやま
2024 16神田111 神田 こうだ 玄蕃山 げんばやま
2025 16神田111 神田 こうだ 南豊田 みなみとよた
2026 16神田111 神田 こうだ 豊田 豊田 とよた
2027 16神田111 神田 こうだ 久寿崎 くすさき
2028 16神田111 神田 こうだ 見字山 みあざやま
2029 16神田111 神田 こうだ 桑ノ本 くわのもと
2030 16神田111 神田 こうだ 汁谷 しるたに
2031 16神田111 神田 こうだ 札場 ふだば
2032 16神田111 神田 こうだ セツコク谷 せつこくたに
2033 16神田111 神田 こうだ 東大成 ひがしおおなり
2034 16神田111 神田 こうだ 西大成 にしおおなり
2035 16神田111 神田 こうだ 北治国谷 きたじこくたに
2036 16神田111 神田 こうだ 南治国谷 みなみじこくたに
2037 16神田111 神田 こうだ 貝柄 かいがら
2038 16神田111 神田 こうだ 大戸 おおと
2039 16神田111 神田 こうだ 坊屋敷 ぼうやしき
2040 16神田111 神田 こうだ 後藤山 ごとうやま
1812 16神田211 鴨部 かもべ 上島 うえしま
1813 16神田211 鴨部 かもべ シダレ柳 しだれやなぎ
1814 16神田211 鴨部 かもべ 大ゾリ おおぞり
1815 16神田211 鴨部 かもべ 高 たか
1816 16神田211 鴨部 かもべ 日ノ本 ひのもと
1817 16神田211 鴨部 かもべ 泉川 いずみかわ
1818 16神田211 鴨部 かもべ 道還 どうかん
1819 16神田211 鴨部 かもべ 大国瀬 おおくにせ
1820 16神田211 鴨部 かもべ 楠瀬 くすのせ
1821 16神田211 鴨部 かもべ 今藤 いまふじ
1822 16神田211 鴨部 かもべ 場田 ばた
1823 16神田211 鴨部 かもべ 宮ノ東 みやのひがし
1824 16神田211 鴨部 かもべ 宮ノ丸 みやのまる
1825 16神田211 鴨部 かもべ 土居ノ前 どいのまえ
1826 16神田211 鴨部 かもべ 土居 どい
1827 16神田211 鴨部 かもべ 行成 ゆきなり
1828 16神田211 鴨部 かもべ 浄土寺 じょうどじ
1829 16神田211 鴨部 かもべ 弥源寺 やげんじ
1830 16神田211 鴨部 かもべ 西スメリ岩 にしすめりいわ
1831 16神田211 鴨部 かもべ 東スメリ岩 ひがしすめりいわ
1832 16神田211 鴨部 かもべ 新堂 しんどう
1833 16神田211 鴨部 かもべ 加治屋ノ前 かじやのまえ
1834 16神田211 鴨部 かもべ 寿正院 じゅしょういん
1835 16神田211 鴨部 かもべ 新城 しんじょう
1836 16神田211 鴨部 かもべ 徳重 とくしげ
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1837 16神田211 鴨部 かもべ 柿ノ木 かきのき
1838 16神田211 鴨部 かもべ 西ハチヤ田 にしはちやた
1839 16神田211 鴨部 かもべ 東ハチヤ田 ひがしはちやた
1840 16神田211 鴨部 かもべ 花ノ木 はなのき
1841 16神田211 鴨部 かもべ 北次郎丸 きたじろうまる
1842 16神田211 鴨部 かもべ 楽木 らくき
1843 16神田211 鴨部 かもべ 灯炉田 とうろた
1844 16神田211 鴨部 かもべ 南次郎丸 みなみじろうまる
1845 16神田211 鴨部 かもべ 楠木川 くすのきかわ
1846 16神田211 鴨部 かもべ 大門 おおもん
1847 16神田211 鴨部 かもべ 後家ヶ淵 ごけがふち
1848 16神田211 鴨部 かもべ 供田 くでん
1849 16神田211 鴨部 かもべ 宮寺山 みやでらやま
1850 16神田211 鴨部 かもべ 長畑 ながはた
1851 16神田211 鴨部 かもべ 鷺泊 さぎとまり
1852 16神田211 鴨部 かもべ 黒間 くろま
1853 16神田211 鴨部 かもべ トウ田 とうた
1854 16神田211 鴨部 かもべ チシャノ木 ちしゃのき
1855 16神田211 鴨部 かもべ ノブノリ のぶのり
1856 16神田211 鴨部 かもべ 古新堂 ふるしんどう
1857 16神田211 鴨部 かもべ 北古新堂 きたふるしんどう
1858 16神田211 鴨部 かもべ 東古新堂 ひがしふるしんどう
1859 16神田211 鴨部 かもべ 平田 ひらた
1860 16神田211 鴨部 かもべ 西ノヨリ にしのより
1861 16神田211 鴨部 かもべ 屋根添 やねぞえ
1862 16神田211 鴨部 かもべ 鍋島 なべしま
1863 16神田211 鴨部 かもべ 東ノヨリ ひがしのより
1864 16神田211 鴨部 かもべ 四反畑 よんたんばた
1865 16神田211 鴨部 かもべ 落合 おちあい
1866 16神田211 鴨部 かもべ ツイチカ内 ついちかうち
1867 16神田211 鴨部 かもべ 南山ノ端 みなみやまのはた
1868 16神田211 鴨部 かもべ 有ノ木 ありのき
1869 16神田211 鴨部 かもべ 道面 どうめん
1870 16神田211 鴨部 かもべ 舞高 まいたか
1871 16神田211 鴨部 かもべ 北舞高 きたまいたか
1872 16神田211 鴨部 かもべ 迫入道 さこいりみち
1873 16神田211 鴨部 かもべ 大久保 おおくぼ
1874 16神田211 鴨部 かもべ 東舞高 ひがしまいたか
1875 16神田211 鴨部 かもべ 高入道 たかにゅうどう
1876 16神田211 鴨部 かもべ 天神ノ前 てんじんのまえ
1877 16神田211 鴨部 かもべ 山添 やまぞえ
1878 16神田211 鴨部 かもべ 天神ノ東 てんじんのひがし
1879 16神田211 鴨部 かもべ 天神ノ西 てんじんのにし
1880 16神田211 鴨部 かもべ 能茶山 能茶山 のうさやま
1881 16神田211 鴨部 かもべ シヤクヤ しやくや
1882 16神田211 鴨部 かもべ 六反 ろくたん
1883 16神田211 鴨部 かもべ 山ノ北 やまのきた
1884 16神田211 鴨部 かもべ 念仏田 ねんぶつた
1885 16神田211 鴨部 かもべ 芝裏 しばうら
1886 16神田211 鴨部 かもべ 山ノ端 やまのはた
1887 16神田211 鴨部 かもべ フケタ ふけた
1888 16神田211 鴨部 かもべ イデヤ いでや
1889 16神田211 鴨部 かもべ 公文名 くもんみょう
1890 16神田211 鴨部 かもべ 黒原 くろはら
1891 16神田211 鴨部 かもべ 黒原堤外 くろはらつつみそと
1892 16神田211 鴨部 かもべ 橋本 はしもと
1893 16神田211 鴨部 かもべ 道間 みちま
1894 16神田211 鴨部 かもべ 向島 むこうしま
2041 17朝倉111 朝倉 あさくら 栄田 さかえだ
2042 17朝倉111 朝倉 あさくら 糀原 こうじはら
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2043 17朝倉111 朝倉 あさくら 神田縄 こうだなわ
2044 17朝倉111 朝倉 あさくら 柳田 やなぎだ
2045 17朝倉111 朝倉 あさくら 榊 さかき
2046 17朝倉111 朝倉 あさくら 舟戸 ふなと
2047 17朝倉111 朝倉 あさくら 中通 なかとおり
2048 17朝倉111 朝倉 あさくら 溝ノ口 みぞのくち
2049 17朝倉111 朝倉 あさくら 曽我 そが
2050 17朝倉111 朝倉 あさくら 祐成 ゆうなり
2051 17朝倉111 朝倉 あさくら 斗石 といし
2052 17朝倉111 朝倉 あさくら 中ノ坪 なかのつぼ
2053 17朝倉111 朝倉 あさくら 勝負ノ川 しょうぶのかわ
2054 17朝倉111 朝倉 あさくら 九反カ坪 きゅうたんかつぼ
2055 17朝倉111 朝倉 あさくら 蝦ヶ橋 えびがはし
2056 17朝倉111 朝倉 あさくら 渡田 わたりた
2057 17朝倉111 朝倉 あさくら カ子ヒサ かねひさ
2058 17朝倉111 朝倉 あさくら ヒル原 ひるはら
2059 17朝倉111 朝倉 あさくら 犬カイ いぬかい
2060 17朝倉111 朝倉 あさくら 五郎丸 ごろうまる
2061 17朝倉111 朝倉 あさくら 時宗 ときむね
2062 17朝倉111 朝倉 あさくら 宮寺 みやてら
2063 17朝倉111 朝倉 あさくら 松ノ本 まつのもと
2064 17朝倉111 朝倉 あさくら ハザマ はざま
2065 17朝倉111 朝倉 あさくら ノマ のま
2066 17朝倉111 朝倉 あさくら 古市 ふるいち
2067 17朝倉111 朝倉 あさくら 横町 よこまち
2068 17朝倉111 朝倉 あさくら 大前田 おおまえだ
2069 17朝倉111 朝倉 あさくら 若草町 わかくさまち
2070 17朝倉111 朝倉 あさくら 中ノ川 なかのかわ
2071 17朝倉111 朝倉 あさくら 西町 にしまち
2072 17朝倉111 朝倉 あさくら 大室 おおむろ
2073 17朝倉111 朝倉 あさくら 長道 ながみち
2074 17朝倉111 朝倉 あさくら 吉井土居 よしいどい
2075 17朝倉111 朝倉 あさくら 土居ノ東 どいのひがし
2076 17朝倉111 朝倉 あさくら 高殿 こうどの
2077 17朝倉111 朝倉 あさくら 上島 うえしま
2078 17朝倉111 朝倉 あさくら ユノクボ ゆのくぼ
2079 17朝倉111 朝倉 あさくら 道漆 みちうるし
2080 17朝倉111 朝倉 あさくら 藤ノ木 ふじのき
2081 17朝倉111 朝倉 あさくら 地頭分 じとうぶん
2082 17朝倉111 朝倉 あさくら 町屋敷 まちやしき
2083 17朝倉111 朝倉 あさくら 倉 くら
2084 17朝倉111 朝倉 あさくら 上ノ川 うえのかわ
2085 17朝倉111 朝倉 あさくら 横田 よこた
2086 17朝倉111 朝倉 あさくら 樋ノ本 ひのもと
2087 17朝倉111 朝倉 あさくら 八幡 はちまん
2088 17朝倉111 朝倉 あさくら 土居ノ前 どいのまえ
2089 17朝倉111 朝倉 あさくら 土居ヤシキ どいやしき
2090 17朝倉111 朝倉 あさくら 大宮ノ東 おおみやのひがし
2091 17朝倉111 朝倉 あさくら 土居ヤシキノ東 どいやしきのひがし
2092 17朝倉111 朝倉 あさくら 田中 たなか
2093 17朝倉111 朝倉 あさくら 串田 くした
2094 17朝倉111 朝倉 あさくら 田島 たじま
2095 17朝倉111 朝倉 あさくら 古川 ふるかわ
2096 17朝倉111 朝倉 あさくら 松田 まつだ
2097 17朝倉111 朝倉 あさくら 繁松 しげまつ
2098 17朝倉111 朝倉 あさくら 米田 米田 よねだ
2099 17朝倉111 朝倉 あさくら 亀 かめ
2100 17朝倉111 朝倉 あさくら 鶴 つる
2101 17朝倉111 朝倉 あさくら 中島 なかしま
2102 17朝倉111 朝倉 あさくら 上ノ宮 うえのみや
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2103 17朝倉111 朝倉 あさくら カン定 かんじょう
2104 17朝倉111 朝倉 あさくら 上ノ宮ノ西 うえのみやのにし
2105 17朝倉111 朝倉 あさくら 願成寺 がんじょうじ
2106 17朝倉111 朝倉 あさくら 山ノ神 やまのかみ
2107 17朝倉111 朝倉 あさくら 法司ヶ坂 ほうしがさか
2108 17朝倉111 朝倉 あさくら 中ノ谷 中ノ谷 なかのたに
2109 17朝倉111 朝倉 あさくら 熊谷 くまがや
2110 17朝倉111 朝倉 あさくら 宮 みや
2111 17朝倉111 朝倉 あさくら 神楽田 かぐらた
2112 17朝倉111 朝倉 あさくら 上松 うえまつ
2113 17朝倉111 朝倉 あさくら 正月田 しょうがつた
2114 17朝倉111 朝倉 あさくら 三月田 さんがつた
2115 17朝倉111 朝倉 あさくら ウサギ田 うさぎた
2116 17朝倉111 朝倉 あさくら 舟岡谷 ふなおかたに
2117 17朝倉111 朝倉 あさくら 八月田 はちがつた
2118 17朝倉111 朝倉 あさくら 舟岡 ふなおか
2119 17朝倉111 朝倉 あさくら 大山田 おおやまだ
2120 17朝倉111 朝倉 あさくら 猪ノ鼻 いのはな
2121 17朝倉111 朝倉 あさくら 野津古谷 のつこたに
2122 17朝倉111 朝倉 あさくら 茨谷 いばらたに
2123 17朝倉111 朝倉 あさくら 松竹梅山 しょうちくばいやま
2124 17朝倉111 朝倉 あさくら 堤川 つつみかわ
2125 17朝倉111 朝倉 あさくら 堤山 つつみやま
2126 17朝倉111 朝倉 あさくら 松ノ谷 まつのたに
2127 17朝倉111 朝倉 あさくら 勘定山 かんじょうやま
2128 17朝倉111 朝倉 あさくら 元喜代山 もときよやま
2129 17朝倉111 朝倉 あさくら 横峰山 よこみねやま
2130 17朝倉111 朝倉 あさくら 赤鬼山 あかおにやま
2131 17朝倉111 朝倉 あさくら 松平山 まつひらやま
2132 17朝倉111 朝倉 あさくら 鷺巣山 さぎすやま
2133 17朝倉111 朝倉 あさくら 長田 ながた
2134 17朝倉111 朝倉 あさくら 田上山 たうえやま
2135 17朝倉111 朝倉 あさくら 咥内山 こうないやま
2136 17朝倉111 朝倉 あさくら 奥ノ山 おくのやま
2137 17朝倉111 朝倉 あさくら 奥ノ谷 おくのたに
2138 17朝倉111 朝倉 あさくら 南ヶ谷 みなみがたに
2139 17朝倉111 朝倉 あさくら 明法谷 みょうほうたに
2140 17朝倉111 朝倉 あさくら 野津古山 のつこやま
2141 17朝倉111 朝倉 あさくら 坂本 さかもと
2142 17朝倉111 朝倉 あさくら 城山 しろやま
2143 17朝倉111 朝倉 あさくら 市ノ尾 いちのお
2144 17朝倉111 朝倉 あさくら 西ノ宮 にしのみや
2145 17朝倉111 朝倉 あさくら 川ノ上 かわのうえ
2146 17朝倉111 朝倉 あさくら 下市尾 しもいちお
2147 17朝倉111 朝倉 あさくら 水久谷 みずひさたに
2148 17朝倉111 朝倉 あさくら 中尾谷 なかおたに
2149 17朝倉111 朝倉 あさくら 長谷 ながたに
2150 17朝倉111 朝倉 あさくら 峰 みね
2151 17朝倉111 朝倉 あさくら 長谷口 ながたにくち
2152 17朝倉111 朝倉 あさくら 行宮ノ森 いくみやのもり
2153 17朝倉111 朝倉 あさくら 頭無 あたまなし
2154 17朝倉111 朝倉 あさくら 小岩滝ノ上 こいわたきのうえ
2155 17朝倉111 朝倉 あさくら 道ノ上 みちのうえ
2156 17朝倉111 朝倉 あさくら 寺ヶ谷 てらがたに
2157 17朝倉111 朝倉 あさくら 西寺ヶ谷 にしてらがたに
2158 17朝倉111 朝倉 あさくら 砥石ヶ谷 といしがたに
2159 17朝倉111 朝倉 あさくら 西砥石ヶ谷 にしといしがたに
2160 17朝倉111 朝倉 あさくら 鷹ノ巣 たかのす
2161 17朝倉111 朝倉 あさくら 西八田口 にしはったくち
2162 17朝倉111 朝倉 あさくら 覗キ岩 のぞきいわ
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2163 17朝倉111 朝倉 あさくら 橘谷 たちばなたに
2164 17朝倉111 朝倉 あさくら 東橘谷 ひがしたちばなたに
2165 17朝倉111 朝倉 あさくら 八田口 はったくち
2166 17朝倉111 朝倉 あさくら 水呑谷 みずのみたに
2167 17朝倉111 朝倉 あさくら 東八田口 ひがしはったくち
2168 17朝倉111 朝倉 あさくら 棒振田 ぼうふりた
2169 17朝倉111 朝倉 あさくら 福井沢 ふくいさわ
2170 17朝倉111 朝倉 あさくら 七作倍 ななさくばい
2171 17朝倉111 朝倉 あさくら 松原山 まつばらやま
2172 17朝倉111 朝倉 あさくら 大峠山 おおとおげやま
2173 17朝倉111 朝倉 あさくら カルカヤ山 かるかややま
2174 17朝倉111 朝倉 あさくら 大山神 おおやまかみ
2175 17朝倉111 朝倉 あさくら 猪子住山 いねすみやま
2176 17朝倉111 朝倉 あさくら 芳我曽山 ほうがそやま
2177 17朝倉111 朝倉 あさくら 小岩滝 こいわたき
2178 17朝倉111 朝倉 あさくら ミノコシ みのこし
2179 17朝倉111 朝倉 あさくら 中沢 なかざわ
2180 17朝倉111 朝倉 あさくら 南城 みなみしろ
2181 17朝倉111 朝倉 あさくら 荒巻 あれまき
2182 17朝倉111 朝倉 あさくら シゲカタ しげかた
2183 17朝倉111 朝倉 あさくら 鵜来巣土居 うぐるすどい
2184 17朝倉111 朝倉 あさくら 南門田 みなみかどた
2185 17朝倉111 朝倉 あさくら 山崎 やまさき
2186 17朝倉111 朝倉 あさくら 島田 しまだ
2187 17朝倉111 朝倉 あさくら 正吉 しょうきち
2188 17朝倉111 朝倉 あさくら 棚田 たなだ
2189 17朝倉111 朝倉 あさくら 槙 まき
2190 17朝倉111 朝倉 あさくら 赤石 あかいし
2191 17朝倉111 朝倉 あさくら 東水クボ ひがしみずくぼ
2192 17朝倉111 朝倉 あさくら 水久保 みずくぼ
2193 17朝倉111 朝倉 あさくら 石橋 いしはし
2194 17朝倉111 朝倉 あさくら 川中 かわなか
2195 17朝倉111 朝倉 あさくら 大坊沢 おおぼうさわ
2196 17朝倉111 朝倉 あさくら 橘山 たちばなやま
2197 17朝倉111 朝倉 あさくら 永沢 ながさわ
2198 17朝倉111 朝倉 あさくら 下針木 しもはりぎ
2199 17朝倉111 朝倉 あさくら 針木 はりぎ
2200 17朝倉111 朝倉 あさくら 走出 はしりだし
2201 17朝倉111 朝倉 あさくら 南針木 みなみはりぎ
2202 17朝倉111 朝倉 あさくら 鶉坂 うずらさか
2203 17朝倉111 朝倉 あさくら 鶉来巣山 うくるすやま
2204 17朝倉111 朝倉 あさくら 中山 なかやま
2205 17朝倉111 朝倉 あさくら 大針木 おおはりぎ
2206 17朝倉111 朝倉 あさくら 所林 ところはやし
2207 17朝倉111 朝倉 あさくら アジロ谷 あじろたに
2208 17朝倉111 朝倉 あさくら 栗ノ峠 くりのとうげ
2209 17朝倉111 朝倉 あさくら 中山ノハナ なかやまのはな
2210 17朝倉111 朝倉 あさくら 男女ノ湊 だんじょのみなと
2211 17朝倉111 朝倉 あさくら 鏡岩 鏡岩 かがみいわ
2212 17朝倉111 朝倉 あさくら 火打岩 ひうちいわ
2213 17朝倉111 朝倉 あさくら 鳥屋ノ奥 とりやのおく
2214 17朝倉111 朝倉 あさくら 東雲 しののめ
2215 17朝倉111 朝倉 あさくら 駒シ越シ おましごし
2216 17朝倉111 朝倉 あさくら 笠ウ井 かさうい
2217 17朝倉111 朝倉 あさくら 南松田 みなみまつだ
2218 17朝倉111 朝倉 あさくら 福祉 ふくし
2219 17朝倉111 朝倉 あさくら アジロ山 あじろやま
2220 17朝倉111 朝倉 あさくら 松田山 まつだやま
2221 17朝倉111 朝倉 あさくら 福止 ふくし
2222 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 勘定 かんじょう
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2223 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 南内カゲ みなみうちかげ
2224 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 内カゲ うちかげ
2225 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 流し田 ながした
2226 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 大元屋敷 おおもとやしき
2227 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ タビ山 たびやま
2228 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 黒石谷 くろいしたに
2229 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 三郎田 さぶろうた
2230 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 芝ヶ端 しばがはた
2231 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ タナダ たなだ
2232 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 西ノ芝 にしのしば
2233 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 大谷 おおたに
2234 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 上大谷 かみおおたに
2235 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 菖蒲谷 しょうぶたに
2236 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 西ヶ端 にしがはた
2237 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 川原田 かわらた
2238 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 青山 あおやま
2239 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 水クレバ みずくれば
2240 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 南ヒジリ谷 みなみひじりたに
2241 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 駒ヶ佐古 こまがさこ
2242 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北ヒジリ谷 きたひじりたに
2243 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 古屋敷 ふるやしき
2244 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 兔穴東ノ谷 とあなひがしのたに
2245 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 又タカ田尾 またたかたお
2246 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 又タカ またたか
2247 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 下ヒジリ谷 しもひじりたに
2248 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 山モゲ やまもげ
2249 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 開ヶ森 かいヶもり
2250 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 南エチガ谷 みなみえちがたに
2251 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 影エチガ谷 かげえちがたに
2252 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ タコヲ たこを
2253 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ ケタノヲク けたのをく
2254 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 西中田 にしなかた
2255 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北中田 きたなかた
2256 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 栗ノカタ くりのかた
2257 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 奥若宮谷 おくわかみやたに
2258 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 南堂所 みなみどうところ
2259 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 堂所 どうところ
2260 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 井一上堂所 いいちうえどうところ
2261 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 東エチガ谷 ひがしえちがたに
2262 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北エチガ谷 きたえちがたに
2263 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 亀ノ尾 かめのお
2264 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北カマ谷 きたかまたに
2265 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 奥能地谷 おくのうちたに
2266 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 堀ヶ淵 ほりがふち
2267 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北能地谷 きたのうちたに
2268 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 能地谷 のうちたに
2269 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ サンダイ さんだい
2270 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 上堂所 かみどうところ
2271 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 北ノ坊 きたのぼう
2272 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 不動ノ元 ふどうのもと
2273 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 影山 かげやま
2274 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 中山 なかやま
2275 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 若宮谷 わかみやたに
2276 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ イゲノ谷 いげのたに
2277 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 奥山田 おくやまだ
2278 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 割石 わりいし
2279 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 西畑 にしはた
2280 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 前田 まえだ
2281 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 畑中 はたなか
2282 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 寺中 じちゅう
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2283 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 川久保 かわくぼ
2284 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 寺ノ前 てらのまえ
2285 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 丁面 ちょうめん
2286 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 弘田丸 ひろたまる
2287 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ ミユト東丸 みゆとひがしまる
2288 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 南内河内 みなみうちかわち
2289 17朝倉211 宗安寺 そうあんじ 兎穴ノ谷 とあなのたに
2290 17朝倉311 行川 なめがわ 鉾岩 ほこいわ
2291 17朝倉311 行川 なめがわ 椋ノ木佐古 むくのきさこ
2292 17朝倉311 行川 なめがわ 神母ノ木 いげのき
2293 17朝倉311 行川 なめがわ 向田 むかいた
2294 17朝倉311 行川 なめがわ 城山外 しろやまそと
2295 17朝倉311 行川 なめがわ 吉井蔭 よしいかげ
2296 17朝倉311 行川 なめがわ 蔭平 かげひら
2297 17朝倉311 行川 なめがわ 岡田 おかだ
2298 17朝倉311 行川 なめがわ 堂ヶ佐古 どうがさこ
2299 17朝倉311 行川 なめがわ 佐山 さやま
2300 17朝倉311 行川 なめがわ 松久 まつひさ
2301 17朝倉311 行川 なめがわ 名字地 みょうじち
2302 17朝倉311 行川 なめがわ 亀ヶ谷 かめがたに
2303 17朝倉311 行川 なめがわ 桃ヶ佐古 ももがさこ
2304 17朝倉311 行川 なめがわ 西佐古 にしさこ
2305 17朝倉311 行川 なめがわ 大峰 おおみね
2306 17朝倉311 行川 なめがわ 大平 おおひら
2307 17朝倉311 行川 なめがわ 堀伐り ほりきり
2308 17朝倉311 行川 なめがわ 城ノ下 しろのした
2309 17朝倉311 行川 なめがわ 上中沢 かみなかさわ
2310 17朝倉311 行川 なめがわ 中沢 なかざわ
2311 17朝倉311 行川 なめがわ 川辺 かわべ
2312 17朝倉311 行川 なめがわ シタノカハ したのかは
2313 17朝倉311 行川 なめがわ 長畝 ながうね
2314 17朝倉311 行川 なめがわ 石本 いしもと
2315 17朝倉311 行川 なめがわ 馬門 うまかど
2316 17朝倉311 行川 なめがわ 川崎 かわさき
2317 17朝倉311 行川 なめがわ 岡端 おかはな
2318 17朝倉311 行川 なめがわ 吉井 吉井 よしい
2319 17朝倉311 行川 なめがわ 小森 こもり
2320 17朝倉311 行川 なめがわ 峠越畝 とうげこしうね
2321 17朝倉311 行川 なめがわ 豊作田 ほうさくた
2322 17朝倉311 行川 なめがわ 山中 やまなか
2323 17朝倉311 行川 なめがわ 高原 たかはら
2324 17朝倉311 行川 なめがわ 上里谷 じょうりたに
2325 17朝倉311 行川 なめがわ 本村 ほんむら
2326 17朝倉311 行川 なめがわ 萩宇谷 はぎうたに
2327 17朝倉311 行川 なめがわ トブロ とぶろ
2328 17朝倉311 行川 なめがわ 勢柳 せやなぎ
2329 17朝倉311 行川 なめがわ 中屋敷 なかやしき
2330 17朝倉311 行川 なめがわ シダノ川 しだのかわ
2422 17朝倉411 唐岩 からいわ 長畝 ながうね
2423 17朝倉411 唐岩 からいわ シル田越 しるたこえ
2424 17朝倉411 唐岩 からいわ 楢ノ木 ならのき
2425 17朝倉411 唐岩 からいわ 力石 ちからいし
2426 17朝倉411 唐岩 からいわ 波佐古 なみさこ
2427 17朝倉411 唐岩 からいわ ノコギリヶ佐古 のこぎりがさこ
2428 17朝倉411 唐岩 からいわ 牛遊 うしあそび
2429 17朝倉411 唐岩 からいわ 湯壺 ゆつぼ
2430 17朝倉411 唐岩 からいわ 鎌採ヶ佐古 かまとりがさこ
2431 17朝倉411 唐岩 からいわ 竹ヶ佐古 たけがさこ
2432 17朝倉411 唐岩 からいわ サジキ谷 さじきたに
2433 17朝倉411 唐岩 からいわ 淵ノ上 ふちのうえ
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2434 17朝倉411 唐岩 からいわ 三拾代 さんじゅうだい
2435 17朝倉411 唐岩 からいわ 上山 かみやま
2436 17朝倉411 唐岩 からいわ 下山 しもやま
2437 17朝倉411 唐岩 からいわ 谷口 たにぐち
2438 17朝倉411 唐岩 からいわ 南谷 みなみだに
2439 17朝倉411 唐岩 からいわ 岩屋ヶ佐古 いわやがさこ
2440 17朝倉411 唐岩 からいわ 門ノ下 もんのした
2441 17朝倉411 唐岩 からいわ 岡ノ畝 おかのうね
2442 17朝倉411 唐岩 からいわ 猪ノ端 いのはな
2443 17朝倉411 唐岩 からいわ ナメラ なめら
2444 17朝倉411 唐岩 からいわ 弓場平 ゆみばひら
2445 17朝倉411 唐岩 からいわ 西山 にしやま
2446 17朝倉411 唐岩 からいわ 門楠 もんくす
2447 17朝倉411 唐岩 からいわ 一本木 いっぽんき
2448 17朝倉411 唐岩 からいわ 源懸 げんかけ
2449 17朝倉411 唐岩 からいわ 堀切 ほりきり
2450 17朝倉411 唐岩 からいわ 大久保 おおくぼ
2451 17朝倉411 唐岩 からいわ 三月田 さんがつた
2452 17朝倉411 唐岩 からいわ 南華ノ木 みなみはなのき
2453 17朝倉411 唐岩 からいわ 北華ノ木 きたはなのき
2454 17朝倉411 唐岩 からいわ ウドノ下 うどのした
2455 17朝倉411 唐岩 からいわ 鞍馬谷 くらまたに
2456 17朝倉411 唐岩 からいわ 長佐古 ながさこ
2457 17朝倉411 唐岩 からいわ 釣井ヶ尻 つるいがしり
2458 17朝倉411 唐岩 からいわ 七夕 たなばた
2459 17朝倉411 唐岩 からいわ 下モ影 しもかげ
2460 17朝倉411 唐岩 からいわ 山本 やまもと
2461 17朝倉411 唐岩 からいわ 三十代 さんじゅうだい
2462 17朝倉411 唐岩 からいわ 源懸ケ げんかけ
2463 17朝倉411 唐岩 からいわ 南花ノ木 みなみはなのき
2464 17朝倉411 唐岩 からいわ 北花ノ木 きたはなのき
2465 17朝倉411 唐岩 からいわ 下影 しもかげ
2331 17朝倉511 針原 はりはら スズノ本 すずのもと
2332 17朝倉511 針原 はりはら 松ノ本 まつのもと
2333 17朝倉511 針原 はりはら 沢井ノ本 さわいのもと
2334 17朝倉511 針原 はりはら 下蔭 したかげ
2335 17朝倉511 針原 はりはら 宮ノ本 みやのもと
2336 17朝倉511 針原 はりはら 椿ノ本 つばきのもと
2337 17朝倉511 針原 はりはら 北ヶ佐古 きたがさこ
2338 17朝倉511 針原 はりはら 西ノ峠 にしのとうげ
2339 17朝倉511 針原 はりはら 上之林 うえのはやし
2340 17朝倉511 針原 はりはら 鉢畠 はちはた
2341 17朝倉511 針原 はりはら 日浦 ひうら
2342 17朝倉511 針原 はりはら 地蔵ノ本 じぞうのもと
2343 17朝倉511 針原 はりはら アリノ木佐古 ありのきさこ
2344 17朝倉511 針原 はりはら 大クダシ おおくだし
2345 17朝倉511 針原 はりはら 北崎 きたさき
2346 17朝倉511 針原 はりはら 堀切 ほりきり
2347 17朝倉511 針原 はりはら イホキ いほき
2348 17朝倉511 針原 はりはら 爰口 ここくち
2349 17朝倉511 針原 はりはら 宮ノ奈路 みやのなろ
2350 17朝倉511 針原 はりはら 小塩 こしお
2351 17朝倉511 針原 はりはら 堂尻 どうじり
2352 17朝倉511 針原 はりはら 土ノ畝 つちのうね
2353 17朝倉511 針原 はりはら 石ノ佐古 いしのさこ
2354 17朝倉511 針原 はりはら 去押 さるおし
2355 17朝倉511 針原 はりはら 下切 しもきれ
2356 17朝倉511 針原 はりはら 中切 なかきれ
2357 17朝倉511 針原 はりはら 上切 かみきれ
2358 17朝倉511 針原 はりはら 本村 ほんむら
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2389 17朝倉511 領家 りょうけ 黒奴田 くろぬた
2390 17朝倉511 領家 りょうけ 南佐古 みなみさこ
2391 17朝倉511 領家 りょうけ 新改 しんかい
2392 17朝倉511 領家 りょうけ 石神 いしがみ
2393 17朝倉511 領家 りょうけ 臼杵 うすき
2394 17朝倉511 領家 りょうけ 宝殿 ほうでん
2395 17朝倉511 領家 りょうけ 須浜 すはま
2396 17朝倉511 領家 りょうけ 梅壇之影 うめだんのかげ
2397 17朝倉511 領家 りょうけ 壱本木 いちほんき
2398 17朝倉511 領家 りょうけ 宮ノ首 みやのくび
2399 17朝倉511 領家 りょうけ 休場 やすば
2400 17朝倉511 領家 りょうけ 柿ノ木藪 かきのきやぶ
2401 17朝倉511 領家 りょうけ 竪走 たてばしり
2402 17朝倉511 領家 りょうけ 横走 よこはしり
2403 17朝倉511 領家 りょうけ 北林 きたはやし
2404 17朝倉511 領家 りょうけ 南谷 みなみたに
2405 17朝倉511 領家 りょうけ 田淵田 たぶちた
2406 17朝倉511 領家 りょうけ 河崎 かわさき
2407 17朝倉511 領家 りょうけ 小笠 こかさ
2408 17朝倉511 領家 りょうけ 大笠 おおかさ
2409 17朝倉511 領家 りょうけ 中谷 なかたに
2410 17朝倉511 領家 りょうけ 尖り田 とんがりた
2411 17朝倉511 領家 りょうけ 下ヶ足 しもがあし
2412 17朝倉511 領家 りょうけ 上ヶ谷 かみがたに
2413 17朝倉511 領家 りょうけ 杉ノ元 すぎのもと
2414 17朝倉511 領家 りょうけ 赤滝 あかたき
2415 17朝倉511 領家 りょうけ 棚機 たなはた
2416 17朝倉511 領家 りょうけ 砥石ヶ元 といしがもと
2417 17朝倉511 領家 りょうけ 飛地 とびち
2418 17朝倉511 領家 りょうけ 梅壇ヶ影 うめだんがかげ
2419 17朝倉511 領家 りょうけ 柿ノ木藪 かきのきやぶ
2420 17朝倉511 領家 りょうけ 杉ノ本 すぎのもと
2421 17朝倉511 領家 りょうけ 砥石ヶ本 といしがもと
2359 17朝倉611 上里 じょうり 上ミノカウ かみのかう
2360 17朝倉611 上里 じょうり 木屋谷 きやたに
2361 17朝倉611 上里 じょうり ネドガヒラ ねどがひら
2362 17朝倉611 上里 じょうり 大マガリ おおまがり
2363 17朝倉611 上里 じょうり 境ヶ谷 さかいがたに
2364 17朝倉611 上里 じょうり 藤ヶ本 ふじがもと
2365 17朝倉611 上里 じょうり 峰ノ奈路 みねのなろ
2366 17朝倉611 上里 じょうり 向イ山 むかいやま
2367 17朝倉611 上里 じょうり 野中 のなか
2368 17朝倉611 上里 じょうり 岩ノ本 いわのもと
2369 17朝倉611 上里 じょうり 売宇 うりう
2370 17朝倉611 上里 じょうり トヲノス とをのす
2371 17朝倉611 上里 じょうり ウルシガサコ うるしがさこ
2372 17朝倉611 上里 じょうり 亀ヶ谷 かめがたに
2373 17朝倉611 上里 じょうり 前田 まえだ
2374 17朝倉611 上里 じょうり 石神 いしがみ
2375 17朝倉611 上里 じょうり ササガクボ ささがくぼ
2376 17朝倉611 上里 じょうり ウモジ屋敷 うもじやしき
2377 17朝倉611 上里 じょうり ウハナロ うはなろ
2378 17朝倉611 上里 じょうり 並松佐古 なみまつさこ
2379 17朝倉611 上里 じょうり 井ノヲク いのをく
2380 17朝倉611 上里 じょうり イカリノ いかりの
2381 17朝倉611 上里 じょうり 猪防谷 いぼうたに
2382 17朝倉611 上里 じょうり ゴヲノカミ ごをのかみ
2383 17朝倉611 上里 じょうり 竹ガサコ たけがさこ
2384 17朝倉611 上里 じょうり 河堀 かわほり
2385 17朝倉611 上里 じょうり 木屋ヶ谷 こやがたに
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2386 17朝倉611 上里 じょうり 峰ヶ奈路 みねがなろ
2387 17朝倉611 上里 じょうり ササノクボ ささのくぼ
2388 17朝倉611 上里 じょうり 上ハナロ うわなろ
2888 18吾川111 浦戸 うらど 唐人畑 とうじんはた
2889 18吾川111 浦戸 うらど 北河原 きたかわら
2890 18吾川111 浦戸 うらど 城尾崎 しろおさき
2891 18吾川111 浦戸 うらど 城谷 しろたに
2892 18吾川111 浦戸 うらど 稲荷 いなに
2893 18吾川111 浦戸 うらど 磯崎 いそざき
2894 18吾川111 浦戸 うらど 中坂北 なかさかきた
2895 18吾川111 浦戸 うらど 打越 うちこし
2896 18吾川111 浦戸 うらど 水尻 みずしり
2897 18吾川111 浦戸 うらど タテバ たてば
2898 18吾川111 浦戸 うらど 赤田 あかた
2899 18吾川111 浦戸 うらど 男山 おとこやま
2900 18吾川111 浦戸 うらど 中坂南 なかさかみなみ
2901 18吾川111 浦戸 うらど 宇賀塚東 うがつかひがし
2902 18吾川111 浦戸 うらど 宇賀塚西 うがつかにし
2903 18吾川111 浦戸 うらど 猛宗谷 もうそうたに
2904 18吾川111 浦戸 うらど 善大谷 ぜんおおたに
2905 18吾川111 浦戸 うらど 楠木 くすのき
2906 18吾川111 浦戸 うらど 笠松 かさまつ
2907 18吾川111 浦戸 うらど 笠松東 かさまつひがし
2908 18吾川111 浦戸 うらど 城山 しろやま
2909 18吾川111 浦戸 うらど 西並松 にしなみまつ
2910 18吾川111 浦戸 うらど 東並松 ひがしなみまつ
2911 18吾川111 浦戸 うらど 城ノ谷 しろのたに
2912 18吾川111 浦戸 うらど 中坂ノ南 なかさかのみなみ
2913 18吾川111 浦戸 うらど 東アシクイ ひがしあしくい
2914 18吾川111 浦戸 うらど 西アシクイ にしあしくい
2858 18吾川211 御畳瀬 みませ 西法寺久中 にしほうじひさなか
2859 18吾川211 御畳瀬 みませ 山下 やました
2860 18吾川211 御畳瀬 みませ 西法寺門前 にしほうじもんぜん
2861 18吾川211 御畳瀬 みませ 明神宮東ノ下 みょうじんぐうひがしのした

2862 18吾川211 御畳瀬 みませ 岩崎 いわさき
2863 18吾川211 御畳瀬 みませ 羽崎 はさき
2864 18吾川211 御畳瀬 みませ 坂 さか
2865 18吾川211 御畳瀬 みませ 中村南端 なかむらみなみはた
2866 18吾川211 御畳瀬 みませ 雑喉場 ざこうば
2867 18吾川211 御畳瀬 みませ 田島屋敷海側 たじまやしきうみがわ
2868 18吾川211 御畳瀬 みませ 田島屋敷 たじまやしき
2869 18吾川211 御畳瀬 みませ 柳原屋敷 やなぎはらやしき
2870 18吾川211 御畳瀬 みませ 田ノ尻 たのしり
2871 18吾川211 御畳瀬 みませ 坂上 さかうえ
2872 18吾川211 御畳瀬 みませ 梶ヶ浦 かじがうら
2873 18吾川211 御畳瀬 みませ 前野山ノ内 まえのやまのうち
2874 18吾川211 御畳瀬 みませ 田所山ノ内 たどころやまのうち
2875 18吾川211 御畳瀬 みませ 田島山ノ内 たじまやまのうち
2876 18吾川211 御畳瀬 みませ 深尾山ノ内 ふかおやまのうち
2877 18吾川211 御畳瀬 みませ ツラウガ浦 つらうがうら
2878 18吾川211 御畳瀬 みませ 狭島 さしま
2879 18吾川211 御畳瀬 みませ 明神ノ宮東ノ下 みょうじんのみやひがしのした

2880 18吾川211 御畳瀬 みませ 深尾山 ふかおやま
2881 18吾川211 御畳瀬 みませ 西法寺寺中 せいほうじじちゅう
2882 18吾川211 御畳瀬 みませ 前野山 まえのやま
2883 18吾川211 御畳瀬 みませ 田島山 たじまやま
2884 18吾川211 御畳瀬 みませ 久保山 くぼやま
2885 18吾川211 御畳瀬 みませ 久保山南 くぼやまみなみ
2886 18吾川211 御畳瀬 みませ 南山 みなみやま
2887 18吾川211 御畳瀬 みませ ノツゴ山 のつごやま
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2466 18吾川311 長浜 ながはま 梶ヶ浦 かじがうら
2467 18吾川311 長浜 ながはま 江口 えぐち
2468 18吾川311 長浜 ながはま 塩ヤド しおやど
2469 18吾川311 長浜 ながはま 小鶴田 こつるた
2470 18吾川311 長浜 ながはま 吉田 よしだ
2471 18吾川311 長浜 ながはま 井谷 いたに
2472 18吾川311 長浜 ながはま 東塩田 ひがししおた
2473 18吾川311 長浜 ながはま ノツゴ のつご
2474 18吾川311 長浜 ながはま みませ坂 みませさか
2475 18吾川311 長浜 ながはま カウラ井 かうらい
2476 18吾川311 長浜 ながはま 衵 あこめ
2477 18吾川311 長浜 ながはま 大北谷 おおきたたに
2478 18吾川311 長浜 ながはま 北山 きたやま
2479 18吾川311 長浜 ながはま 北谷 きたたに
2480 18吾川311 長浜 ながはま 光清谷 みつきよたに
2481 18吾川311 長浜 ながはま カイカラ かいから
2482 18吾川311 長浜 ながはま ハ子キ谷山 はねきたにやま
2483 18吾川311 長浜 ながはま ハ子キ谷 はねきたに
2484 18吾川311 長浜 ながはま 清水谷 しみずだに
2485 18吾川311 長浜 ながはま 尾崎 おさき
2486 18吾川311 長浜 ながはま 円福寺 えんふくじ
2487 18吾川311 長浜 ながはま 北塩屋 きたしおや
2488 18吾川311 長浜 ながはま 貝ノ谷 かいのたに
2489 18吾川311 長浜 ながはま ツルタ つるた
2490 18吾川311 長浜 ながはま 塩谷 しおたに
2491 18吾川311 長浜 ながはま 前塩田 まえしおた
2492 18吾川311 長浜 ながはま フモト ふもと
2493 18吾川311 長浜 ながはま 中ノ瀬 なかのせ
2494 18吾川311 長浜 ながはま 神母 いげ
2495 18吾川311 長浜 ながはま 村上 むらかみ
2496 18吾川311 長浜 ながはま 空屋敷 からやしき
2497 18吾川311 長浜 ながはま 門前 もんぜん
2498 18吾川311 長浜 ながはま 桜谷 さくらたに
2499 18吾川311 長浜 ながはま 東唐音 ひがしからおと
2500 18吾川311 長浜 ながはま ドヲジキ どをじき
2501 18吾川311 長浜 ながはま 今地 いまち
2502 18吾川311 長浜 ながはま トビガゼ とびがぜ
2503 18吾川311 長浜 ながはま ハサクヅ はさくづ
2504 18吾川311 長浜 ながはま 船戸 ふなと
2505 18吾川311 長浜 ながはま クボタ くぼた
2506 18吾川311 長浜 ながはま 東スグミ ひがしすぐみ
2507 18吾川311 長浜 ながはま 中沢 なかさわ
2508 18吾川311 長浜 ながはま 山崎 やまさき
2509 18吾川311 長浜 ながはま 長谷口 ながたにくち
2510 18吾川311 長浜 ながはま 宇賀谷 宇賀 うが
2511 18吾川311 長浜 ながはま 三坪田 さんつぼた
2512 18吾川311 長浜 ながはま カゴノ内 かごのうち
2513 18吾川311 長浜 ながはま 土谷 つちたに
2514 18吾川311 長浜 ながはま 長谷 ながたに
2515 18吾川311 長浜 ながはま カミスキ かみすき
2516 18吾川311 長浜 ながはま 久田 ひさた
2517 18吾川311 長浜 ながはま ウシロ谷 うしろたに
2518 18吾川311 長浜 ながはま 豊岡 とよおか
2519 18吾川311 長浜 ながはま チドノ ちどの
2520 18吾川311 長浜 ながはま 小楽 こらく
2521 18吾川311 長浜 ながはま 泉ヶ鼻 いずみがはな
2522 18吾川311 長浜 ながはま 穴田 あなた
2523 18吾川311 長浜 ながはま ノヨリ のより
2524 18吾川311 長浜 ながはま 八反田 はったんた
2525 18吾川311 長浜 ながはま ヲンバタ をんばた
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2526 18吾川311 長浜 ながはま 池田 いけだ
2527 18吾川311 長浜 ながはま 楠木ヶ端 くすのきがはた
2528 18吾川311 長浜 ながはま 大西 おおにし
2529 18吾川311 長浜 ながはま 尾田 おた
2530 18吾川311 長浜 ながはま 上九郎 かみくろう
2531 18吾川311 長浜 ながはま 古塩田 ふるしおた
2532 18吾川311 長浜 ながはま カロヲト かろをと
2533 18吾川311 長浜 ながはま 一町田 いっちょうた
2534 18吾川311 長浜 ながはま 長塩田 ながしおた
2535 18吾川311 長浜 ながはま 両井 りょうい
2536 18吾川311 長浜 ながはま 下九郎 しもくろう
2537 18吾川311 長浜 ながはま 番匠給 ばんしょうきゅう
2538 18吾川311 長浜 ながはま 北長丁 きたながちょう
2539 18吾川311 長浜 ながはま 八反地 はったんち
2540 18吾川311 長浜 ながはま 中谷 なかたに
2541 18吾川311 長浜 ながはま 小日出 こひで
2542 18吾川311 長浜 ながはま カレヂ かれぢ
2543 18吾川311 長浜 ながはま ソブ そぶ
2544 18吾川311 長浜 ながはま モツレ もつれ
2545 18吾川311 長浜 ながはま 日出野 日出 ひで
2546 18吾川311 長浜 ながはま 要法寺野 ようほうじの
2547 18吾川311 長浜 ながはま テントウブン てんとうぶん
2548 18吾川311 長浜 ながはま 桃ノ木 もものき
2549 18吾川311 長浜 ながはま 久宗 きゅうそう
2550 18吾川311 長浜 ながはま アスラ あすら
2551 18吾川311 長浜 ながはま タイナカ たいなか
2552 18吾川311 長浜 ながはま 住吉給 すみよしきゅう
2553 18吾川311 長浜 ながはま 倉ノ内 くらのうち
2554 18吾川311 長浜 ながはま アンド あんど
2555 18吾川311 長浜 ながはま 宮田口 みやたくち
2556 18吾川311 長浜 ながはま 南宮田 みなみみやた
2557 18吾川311 長浜 ながはま 北宮田 きたみやた
2558 18吾川311 長浜 ながはま 穴ノ谷 あなのたに
2559 18吾川311 長浜 ながはま 弥ヶ端 やがはた
2560 18吾川311 長浜 ながはま 鬼ヶ峰 おにがみね
2561 18吾川311 長浜 ながはま 赤松本 あかまつもと
2562 18吾川311 長浜 ながはま カヤモチ かやもち
2563 18吾川311 長浜 ながはま サウゼン さうぜん
2564 18吾川311 長浜 ながはま 板谷口 いたたにくち
2565 18吾川311 長浜 ながはま 丸山 まるやま
2566 18吾川311 長浜 ながはま 草木谷 草木谷 くさきたに
2567 18吾川311 長浜 ながはま 草木谷口 くさきたにくち
2568 18吾川311 長浜 ながはま 貞永 さだなが
2569 18吾川311 長浜 ながはま 国カド くにかど
2570 18吾川311 長浜 ながはま 永田 ながた
2571 18吾川311 長浜 ながはま 柳ヶ谷 やなぎがたに
2572 18吾川311 長浜 ながはま 谷田 たにた
2573 18吾川311 長浜 ながはま ミダ みだ
2574 18吾川311 長浜 ながはま 西日出 にしひで
2575 18吾川311 長浜 ながはま 大谷 おおたに
2576 18吾川311 長浜 ながはま コヤノ本 こやのもと
2577 18吾川311 長浜 ながはま 西ヒルタ にしひるた
2578 18吾川311 長浜 ながはま 東ヒルタ ひがしひるた
2579 18吾川311 長浜 ながはま 生行 なかいく
2580 18吾川311 長浜 ながはま 南長丁 みなみながちょう
2581 18吾川311 長浜 ながはま 戸表 とおもて
2582 18吾川311 長浜 ながはま 内田 うちた
2583 18吾川311 長浜 ながはま 石田 いしだ
2584 18吾川311 長浜 ながはま コマセ越 こませこし
2585 18吾川311 長浜 ながはま ラク らく



高知市の字一覧

2020/7/29 79/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

2586 18吾川311 長浜 ながはま 中切 なかきれ
2587 18吾川311 長浜 ながはま 柿ノ内 かきのうち
2588 18吾川311 長浜 ながはま 鳥坂 とりさか
2589 18吾川311 長浜 ながはま 関ノ内 せきのうち
2590 18吾川311 長浜 ながはま ナワテノ裏 なわてのうら
2591 18吾川311 長浜 ながはま 石ヶ坪 いしがつぼ
2592 18吾川311 長浜 ながはま 小ト子 ことね
2593 18吾川311 長浜 ながはま 原 西原 にしはら
2594 18吾川311 長浜 ながはま ヒカン田 ひかんた
2595 18吾川311 長浜 ながはま 南関ノ内 みなみせきのうち
2596 18吾川311 長浜 ながはま 原 元原 もとはら
2597 18吾川311 長浜 ながはま 青木 あおき
2598 18吾川311 長浜 ながはま 北大ト子 きたおおとね
2599 18吾川311 長浜 ながはま 西大ト子 にしおおとね
2600 18吾川311 長浜 ながはま 南大ト子 みなみおおとね
2601 18吾川311 長浜 ながはま 東大ト子 ひがしおおとね
2602 18吾川311 長浜 ながはま 原 南原 みなみはら
2603 18吾川311 長浜 ながはま 原 東原 ひがしはら
2604 18吾川311 長浜 ながはま 南山 みなみやま
2605 18吾川311 長浜 ながはま 西宮 にしみや
2606 18吾川311 長浜 ながはま 馬場ノ西 ばばのにし
2607 18吾川311 長浜 ながはま 西新開 にししんかい
2608 18吾川311 長浜 ながはま 原 原沖 はらおき
2609 18吾川311 長浜 ながはま 名村 なむら
2610 18吾川311 長浜 ながはま カマノモト かまのもと
2611 18吾川311 長浜 ながはま 西並松 にしなみまつ
2612 18吾川311 長浜 ながはま 三軒家 さんけんや
2613 18吾川311 長浜 ながはま 袖林 そではやし
2614 18吾川311 長浜 ながはま イノハナ いのはな
2615 18吾川311 長浜 ながはま 正法寺 しょうほうじ
2616 18吾川311 長浜 ながはま 江田 えだ
2617 18吾川311 長浜 ながはま ツキ山 つきやま
2618 18吾川311 長浜 ながはま イヤ屋敷 いややしき
2619 18吾川311 長浜 ながはま 芝屋敷 しばやしき
2620 18吾川311 長浜 ながはま 辻ヤシキ つじやしき
2621 18吾川311 長浜 ながはま 正円寺 しょうえんじ
2622 18吾川311 長浜 ながはま 中橋 なかはし
2623 18吾川311 長浜 ながはま 寺内屋敷 てらうちやしき
2624 18吾川311 長浜 ながはま 高屋舗 たかやしき
2625 18吾川311 長浜 ながはま コヤロ こやろ
2626 18吾川311 長浜 ながはま 山根 やまね
2627 18吾川311 長浜 ながはま イナバ いなば
2628 18吾川311 長浜 ながはま 菖蒲谷 しょうぶたに
2629 18吾川311 長浜 ながはま 南江口 みなみえぐち
2630 18吾川311 長浜 ながはま 塩浜 しおはま
2631 18吾川311 長浜 ながはま 二反田 にたんた
2632 18吾川311 長浜 ながはま 藻洲潟 モスカタ もすかた
2633 18吾川311 長浜 ながはま モスカタ山 もすかたやま
2634 18吾川311 長浜 ながはま 天甫寺 てんほじ
2635 18吾川311 長浜 ながはま ヘエノ内 へえのうち
2636 18吾川311 長浜 ながはま 天甫寺前 てんほじまえ
2637 18吾川311 長浜 ながはま 芝 しば
2638 18吾川311 長浜 ながはま 米ノ内 こめのうち
2639 18吾川311 長浜 ながはま 馬場ノ元 ばばのもと
2640 18吾川311 長浜 ながはま 間野 まの
2641 18吾川311 長浜 ながはま 赤田 あかた
2642 18吾川311 長浜 ながはま 赤田前 あかたまえ
2643 18吾川311 長浜 ながはま 沖野林 おきのはやし
2644 18吾川311 長浜 ながはま 西沖野林 にしおきのはやし
2645 18吾川311 長浜 ながはま 東新開 ひがししんかい
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2646 18吾川311 長浜 ながはま 馬場脇 ばばわき
2647 18吾川311 長浜 ながはま 馬場東 ばばひがし
2648 18吾川311 長浜 ながはま 横田野 横田野 よこたの
2649 18吾川311 長浜 ながはま 常通寺野 じょうつうじの
2650 18吾川311 長浜 ながはま 亀岩 かめいわ
2651 18吾川311 長浜 ながはま 東並松 ひがしなみまつ
2652 18吾川311 長浜 ながはま 瀬戸口 せとくち
2653 18吾川311 長浜 ながはま ドヲン どをん
2654 18吾川311 長浜 ながはま 石ゲトラ いしげとら
2655 18吾川311 長浜 ながはま 北小平谷 きたこだいらたに
2656 18吾川311 長浜 ながはま 南小平谷 みなみこだいらたに
2657 18吾川311 長浜 ながはま 南井ノ浦 みなみいのうら
2658 18吾川311 長浜 ながはま 北井ノ浦 きたいのうら
2659 18吾川311 長浜 ながはま 南永畝 みなみながうね
2660 18吾川311 長浜 ながはま 中永畝 なかながうね
2661 18吾川311 長浜 ながはま 南山田 みなみやまだ
2662 18吾川311 長浜 ながはま 中山田 なかやまだ
2663 18吾川311 長浜 ながはま 北山田 きたやまだ
2664 18吾川311 長浜 ながはま 山田西谷 やまだにしだに
2665 18吾川311 長浜 ながはま ゴヲノクビ ごをのくび
2666 18吾川311 長浜 ながはま 南ハリ木 みなみはりき
2667 18吾川311 長浜 ながはま 北ハリ木 きたはりき
2668 18吾川311 長浜 ながはま ハセクバ はせくば
2669 18吾川311 長浜 ながはま イヅリハ いづりは
2670 18吾川311 長浜 ながはま ワシノヲ わしのを
2671 18吾川311 長浜 ながはま カギノクボ かぎのくぼ
2672 18吾川311 長浜 ながはま 向山 むかいやま
2673 18吾川311 長浜 ながはま 長山 ながやま
2674 18吾川311 長浜 ながはま 梶ヶ浦 かじがうら
2675 18吾川311 長浜 ながはま ノツゴ山 のつごやま
2676 18吾川311 長浜 ながはま カウラ山 かうらやま
2677 18吾川311 長浜 ながはま ハダカ島 はだかしま
2678 18吾川311 長浜 ながはま サヤドメ山 さやどめやま
2679 18吾川311 長浜 ながはま 北谷山 きたたにやま
2680 18吾川311 長浜 ながはま 尾崎山 おさきやま
2681 18吾川311 長浜 ながはま 貝ノ谷山 かいのたにやま
2682 18吾川311 長浜 ながはま 井ノ谷山 いのたにやま
2683 18吾川311 長浜 ながはま 北塩谷 きたしおたに
2684 18吾川311 長浜 ながはま 城山 しろやま
2685 18吾川311 長浜 ながはま トビガセ山 とびがせやま
2686 18吾川311 長浜 ながはま ハサクヅ山 はさくづやま
2687 18吾川311 長浜 ながはま 船戸山 ふなとやま
2688 18吾川311 長浜 ながはま スグミ すぐみ
2689 18吾川311 長浜 ながはま 山崎山 やまさきやま
2690 18吾川311 長浜 ながはま 大谷山 おおたにやま
2691 18吾川311 長浜 ながはま 長谷山 ながたにやま
2692 18吾川311 長浜 ながはま カミスキ山 かみすきやま
2693 18吾川311 長浜 ながはま ウシロ谷山 うしろたにやま
2694 18吾川311 長浜 ながはま 豊岡山 とよおかやま
2695 18吾川311 長浜 ながはま チドノ山 ちどのやま
2696 18吾川311 長浜 ながはま ノヨリ山 のよりやま
2697 18吾川311 長浜 ながはま 小坂山 こさかやま
2698 18吾川311 長浜 ながはま 大西山 おおにしやま
2699 18吾川311 長浜 ながはま 小田山 おだやま
2700 18吾川311 長浜 ながはま 八反地山 はったんちやま
2701 18吾川311 長浜 ながはま カレヂ山 かれぢやま
2702 18吾川311 長浜 ながはま 倉内山 くらうちやま
2703 18吾川311 長浜 ながはま アンド山 あんどやま
2704 18吾川311 長浜 ながはま 宮田山 みやたやま
2705 18吾川311 長浜 ながはま 穴ノ谷山 あなのたにやま
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2706 18吾川311 長浜 ながはま イヤガハナ山 いやがはなやま
2707 18吾川311 長浜 ながはま 鬼ヶ峰山 おにがみねやま
2708 18吾川311 長浜 ながはま 赤坂山 あかさかやま
2709 18吾川311 長浜 ながはま ソヲゼン山 そをぜんやま
2710 18吾川311 長浜 ながはま 坂谷山 さかたにやま
2711 18吾川311 長浜 ながはま 草木谷山 くさきたにやま
2712 18吾川311 長浜 ながはま 国角山 くにすみやま
2713 18吾川311 長浜 ながはま カロヲト山 かろをとやま
2714 18吾川311 長浜 ながはま 鳥坂山 とりさかやま
2715 18吾川311 長浜 ながはま 青木山 あおきやま
2716 18吾川311 長浜 ながはま 大子山 おおねやま
2717 18吾川311 長浜 ながはま カマノモト かまのもと
2718 18吾川311 長浜 ながはま 若宮 わかみや
2719 18吾川311 長浜 ながはま イナハ山 いなはやま
2720 18吾川311 長浜 ながはま 天保寺山 てんぽうじやま
2721 18吾川311 長浜 ながはま 鷲尾山 ワシヲ山 わしをやま
2722 18吾川311 長浜 ながはま ツキ山 つきやま
2828 18吾川313 瀬戸 せと 竪丁 たてちょう
2829 18吾川313 瀬戸 せと 桜谷 さくらたに
2830 18吾川313 瀬戸 せと カロヲトクチ かろをとくち
2831 18吾川313 瀬戸 せと 上横丁 かみよこちょう
2832 18吾川313 瀬戸 せと 下横丁 しもよこちょう
2833 18吾川313 瀬戸 せと 今地 いまち
2834 18吾川313 瀬戸 せと 鳶ヶ瀬 とびがせ
2835 18吾川313 瀬戸 せと 行合ヶ端 いきあいがはた
2836 18吾川313 瀬戸 せと 貝唐崎 かいからさき
2837 18吾川313 瀬戸 せと 瀬戸屋敷 せとやしき
2838 18吾川313 瀬戸 せと モトヤシキ もとやしき
2839 18吾川313 瀬戸 せと 桔梗ノ下 ききょうのした
2840 18吾川313 瀬戸 せと ヤエノテ やえのて
2841 18吾川313 瀬戸 せと 岩ヶ端 いわがはた
2842 18吾川313 瀬戸 せと 塘ノ内 とうのうち
2843 18吾川313 瀬戸 せと 石ヶ谷 いしがたに
2844 18吾川313 瀬戸 せと 内村 うちむら
2845 18吾川313 瀬戸 せと 水門 すいもん
2846 18吾川313 瀬戸 せと 横山 よこやま
2847 18吾川313 瀬戸 せと ハシノウ子 はしのうね
2848 18吾川313 瀬戸 せと モトノウ子 もとのうね
2849 18吾川313 瀬戸 せと 中ノ畝 なかのうね
2850 18吾川313 瀬戸 せと 栗谷 くりたに
2851 18吾川313 瀬戸 せと 土谷 つちたに
2852 18吾川313 瀬戸 せと モモカタヲ ももかたを
2853 18吾川313 瀬戸 せと 小森 こもり
2854 18吾川313 瀬戸 せと ヒヨヲタンカ峰 ひよをたんかみね
2855 18吾川313 瀬戸 せと 中ノウ子 なかのうね
2856 18吾川313 瀬戸 せと 栗ノ木谷 くりのきたに
2857 18吾川313 瀬戸 せと 東山 ひがしやま
2723 18吾川315 横浜 よこはま 孕 孕小脇 はらみこわき
2724 18吾川315 横浜 よこはま 姥ヶ谷 うばがたに
2725 18吾川315 横浜 よこはま ジンタ じんた
2726 18吾川315 横浜 よこはま 執行谷 しっこうたに
2727 18吾川315 横浜 よこはま 浦屋式 うらやしき
2728 18吾川315 横浜 よこはま 家ノ奥 いえのおく
2729 18吾川315 横浜 よこはま 戸根屋敷 とねやしき
2730 18吾川315 横浜 よこはま チゴ寺 ちごてら
2731 18吾川315 横浜 よこはま 西ノ奥 にしのおく
2732 18吾川315 横浜 よこはま 坂本 さかもと
2733 18吾川315 横浜 よこはま 寺ヶ下 てらがした
2734 18吾川315 横浜 よこはま 中縄手 なかなわて
2735 18吾川315 横浜 よこはま 竹ヶ下 たけがした
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2736 18吾川315 横浜 よこはま コヲナイタ こをないた
2737 18吾川315 横浜 よこはま 北添 きたぞえ
2738 18吾川315 横浜 よこはま 堂ノ前 どうのまえ
2739 18吾川315 横浜 よこはま 赤井ノ元 あかいのもと
2740 18吾川315 横浜 よこはま 安ヶ谷 安ヶ谷 やすがたに
2741 18吾川315 横浜 よこはま 北ノサキ きたのさき
2742 18吾川315 横浜 よこはま 前塩田 まえしおた
2743 18吾川315 横浜 よこはま 浜本 はまもと
2744 18吾川315 横浜 よこはま 浜ノ前 はまのまえ
2745 18吾川315 横浜 よこはま 谷口 たにぐち
2746 18吾川315 横浜 よこはま 中ノ谷 なかのたに
2747 18吾川315 横浜 よこはま 板谷 いたたに
2748 18吾川315 横浜 よこはま 坂ノ下 さかのした
2749 18吾川315 横浜 よこはま 渡川 わたりかわ
2750 18吾川315 横浜 よこはま 橋ノ脇 はしのわき
2751 18吾川315 横浜 よこはま 南塩田 みなみしおた
2752 18吾川315 横浜 よこはま 生姜畑塩田 しょうがはたしおた
2753 18吾川315 横浜 よこはま 大星 おおほし
2754 18吾川315 横浜 よこはま 瀬戸屋敷 せとやしき
2755 18吾川315 横浜 よこはま 箕越 みのこし
2756 18吾川315 横浜 よこはま 発行田 はっこうた
2757 18吾川315 横浜 よこはま 水口 みずくち
2758 18吾川315 横浜 よこはま 酒屋屋式 さかややしき
2759 18吾川315 横浜 よこはま 田中 たなか
2760 18吾川315 横浜 よこはま サバイガ下 さばいがした
2761 18吾川315 横浜 よこはま 東河内 ひがしかわち
2762 18吾川315 横浜 よこはま 西河内 にしかわち
2763 18吾川315 横浜 よこはま 高知奥 こうちおく
2764 18吾川315 横浜 よこはま 有馬 ありま
2765 18吾川315 横浜 よこはま 地獄谷 じごくたに
2766 18吾川315 横浜 よこはま シゲモト しげもと
2767 18吾川315 横浜 よこはま 道ノ上 みちのうえ
2768 18吾川315 横浜 よこはま 三反田 さんたんた
2769 18吾川315 横浜 よこはま 寺田 てらた
2770 18吾川315 横浜 よこはま ミゾダ みぞだ
2771 18吾川315 横浜 よこはま 光国屋敷 みつくにやしき
2772 18吾川315 横浜 よこはま 畠中 はたけなか
2773 18吾川315 横浜 よこはま 梅ノ木谷 うめのきたに
2774 18吾川315 横浜 よこはま ノツゴ のつご
2775 18吾川315 横浜 よこはま 瀬戸ノ奥 せとのおく
2776 18吾川315 横浜 よこはま 西浦畑 にしうらはた
2777 18吾川315 横浜 よこはま タコガハナ たこがはな
2778 18吾川315 横浜 よこはま 三十代 さんじゅうだい
2779 18吾川315 横浜 よこはま ヤイノテ やいのて
2780 18吾川315 横浜 よこはま 井戸ノ段 いどのだん
2781 18吾川315 横浜 よこはま イノウラ いのうら
2782 18吾川315 横浜 よこはま ヒロミ ひろみ
2783 18吾川315 横浜 よこはま 水久保 みずくぼ
2784 18吾川315 横浜 よこはま 泉ヶ谷 いずみがたに
2785 18吾川315 横浜 よこはま 山田 やまだ
2786 18吾川315 横浜 よこはま 手打ヶ谷 てうちがたに
2787 18吾川315 横浜 よこはま 馬之亟 うまのじょう
2788 18吾川315 横浜 よこはま 梶キヨ かじきよ
2789 18吾川315 横浜 よこはま ケンコ谷 けんこたに
2790 18吾川315 横浜 よこはま 次郎丸 じろうまる
2791 18吾川315 横浜 よこはま 東谷 ひがしたに
2792 18吾川315 横浜 よこはま ヒキガ谷 ひきがたに
2793 18吾川315 横浜 よこはま ゴヲノクビ ごをのくび
2794 18吾川315 横浜 よこはま 岐田 くなとだ
2795 18吾川315 横浜 よこはま クスボリ くすぼり
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2796 18吾川315 横浜 よこはま ハリギ はりぎ
2797 18吾川315 横浜 よこはま 伝平谷 でんひらたに
2798 18吾川315 横浜 よこはま 十右衛門谷 じゅううえもんたに
2799 18吾川315 横浜 よこはま カマイダ かまいだ
2800 18吾川315 横浜 よこはま ハゼクバ はぜくば
2801 18吾川315 横浜 よこはま ヤツハリ やつはり
2802 18吾川315 横浜 よこはま 西谷 西谷 にしたに
2803 18吾川315 横浜 よこはま スグミ すぐみ
2804 18吾川315 横浜 よこはま 柚ノ木 ゆずのき
2805 18吾川315 横浜 よこはま 宇賀 うが
2806 18吾川315 横浜 よこはま ワシヲ わしを
2807 18吾川315 横浜 よこはま 中須賀 なかすが
2808 18吾川315 横浜 よこはま マヨイダ まよいだ
2809 18吾川315 横浜 よこはま カゴノウチ かごのうち
2810 18吾川315 横浜 よこはま 土谷 つちたに
2811 18吾川315 横浜 よこはま 宇津野 宇津野 うつの
2812 18吾川315 横浜 よこはま 大谷 おおたに
2813 18吾川315 横浜 よこはま 衣ヶ島 衣ヶ島 ころもがしま
2814 18吾川315 横浜 よこはま 玉島 玉島 たましま
2815 18吾川315 横浜 よこはま 瀬戸屋式 せとやしき
2816 18吾川315 横浜 よこはま 西ノ尾 にしのお
2817 18吾川315 横浜 よこはま 奥ノ谷 おくのたに
2818 18吾川315 横浜 よこはま ジ子ン畑 じねんはた
2819 18吾川315 横浜 よこはま 高知ノ奥 こうちのおく
2820 18吾川315 横浜 よこはま 葛籠谷 つづらたに
2821 18吾川315 横浜 よこはま ウエダ うえだ
2822 18吾川315 横浜 よこはま タコカハナ たこかはな
2823 18吾川315 横浜 よこはま 井ノウラ いのうら
2824 18吾川315 横浜 よこはま 泉ヶ谷 いずみがたに
2825 18吾川315 横浜 よこはま 鎌井田 かまいた
2826 18吾川315 横浜 よこはま 古尾ヶ内 こびヶうち
2827 18吾川315 横浜 よこはま ワシノヲ わしのを
1 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 泉カサコ いずみがさこ
2 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち イチザコ いちざこ
3 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ウハナロ うはなろ
4 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ウエノヤマ うえのやま
5 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ウエノナロ うえのなろ
6 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 大谷口 おおたにぐち
7 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 大谷 おおたに
8 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 大カゲ おおかげ
9 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヲヲ子キ ををねき
10 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 小田ノヲク こだのをく
11 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち カゲヤマ かげやま
12 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 上ミ大谷 かみおおたに
13 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち カナワクチ かなわくち
14 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち カケノジ かけのじ
15 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち キタヤシキ きたやしき
16 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 北ゼンキュウ きたぜんきゅう
17 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち クヅレン くづれん
18 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 黒岩 くろいわ
19 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち クワノキタ くわのきた
20 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち コケガタキ こけがたき
21 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち シタナロ したなろ
22 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち シヨガモリ しよがもり
23 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 杉ノナロ すぎのなろ
24 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち タルノウエ たるのうえ
25 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 滝山 たきやま
26 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 土居ヤシキ どいやしき
27 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ナカウ子 なかうね
28 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ナロ なろ
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29 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 西ノ谷 にしのたに
30 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヌタ ぬた
31 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ハザマ はざま
32 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち バセヲ ばせを
33 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 東路 ひがしじ
34 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヒノジ ひのじ
35 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヒガシノタニ ひがしのたに
36 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ホリキリ ほりきり
37 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ホリガタヲ ほりがたを
38 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 前山 まえやま
39 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 前川 まえかわ
40 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ミヤタニ みやたに
41 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち 南ゼンキュウ みなみぜんきゅう
42 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヤブチ やぶち
43 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヲトヲリ をとをり
44 20鏡111 鏡大河内 かがみおおがち ヨコト よこと
45 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま イシガサコ いしがさこ
46 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 岩屋ガサコ いわやがさこ
47 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ウシカイシ うしかいし
48 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ウハタキ うはたき
49 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ウマサコ うまさこ
50 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 遅越 おそごえ
51 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま カワグチ かわぐち
52 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま カハチガミ かはちがみ
53 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま カミヤシキ かみやしき
54 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま カミクキ かみくき
55 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま カチ原 かちはら
56 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま クミチ くみち
57 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま シモクキ しもくき
58 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 城ノ平 しろのひら
59 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま スズ すず
60 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 筋川 すじかわ
61 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 滝ガ峠 たきがとうげ
62 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま タキヤマ たきやま
63 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま テングイシ てんぐいし
64 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま トイヤシキ といやしき
65 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 堂メン どうめん
66 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま トコロヤマ ところやま
67 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ニカキヤマ にかきやま
68 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 札場ノ下 ふだばのした
69 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ホウシガトウ ほうしがとう
70 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま 松ガモリ まつがもり
71 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ユリコミ ゆりこみ
72 20鏡121 鏡小浜 かがみこはま ヨコフケ よこふけ
73 20鏡131 鏡大利 かがみおおり アラクラ あらくら
74 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 岩戸日裏 いわとひうら
75 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 井ノ谷 いのたに
76 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 井ノコ いのこ
77 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 虎杖サコ いたどりさこ
78 20鏡131 鏡大利 かがみおおり イノウエ いのうえ
79 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 井ノ裏 いのうら
80 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 井口 いぐち
81 20鏡131 鏡大利 かがみおおり イッチュウサコ いっちゅうさこ
82 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 池ノ浦ノ上ミ いけのうらのかみ
83 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 池ノ浦 いけのうら
84 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ヱ屋敷 うえやしき
85 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ワ越戸 うわこしど
86 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ヲキ上ゲ をきあげ
87 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ヲリ坂 をりさか
88 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 奥ノサコ おくのさこ
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89 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 岡ノサコ おかのさこ
90 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 岡 おか
91 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 奥ノ谷 おくのたに
92 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 大ヤシキ おおやしき
93 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ヲモ谷 をもたに
94 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 大奈路 おおなろ
95 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上岩戸 かみいわと
96 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上柴田 かみしばた
97 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上馬路 かみうまじ
98 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上スズレ かみすずれ
99 20鏡131 鏡大利 かがみおおり カゲ かげ
100 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ミ谷川 かみたにがわ
101 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ミ白土 かみしらつち
102 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ミヲヨケ かみをよけ
103 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 上ミノダキ かみのだき
104 20鏡131 鏡大利 かがみおおり キシノシタ きしのした
105 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 久保 くぼ
106 20鏡131 鏡大利 かがみおおり クレ石 くれいし
107 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 栗岡 くりおか
108 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ケタ けた
109 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 小路 しょうじ
110 20鏡131 鏡大利 かがみおおり コウチガミ こうちがみ
111 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ササ川 ささかわ
112 20鏡131 鏡大利 かがみおおり サレ され
113 20鏡131 鏡大利 かがみおおり サレノ上ミ されのかみ
114 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下モ岩戸 しもいわと
115 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下タ橋畝ガ峠 したはしうねがとうげ
116 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 柴田 しばた
117 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 柴田ノ下モ しばたのしも
118 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下モ馬路 しもうまじ
119 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下モ新宮 しもしんぐう
120 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 白土 しらつち
121 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 新宮 しんぐう
122 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 新田 しんでん
123 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下モスズレ しもすずれ
124 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下横藪 しもよこやぶ
125 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 下モヲヨケ しもをよけ
126 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 砂瀬 すなせ
127 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 関ノ本 せきのもと
128 20鏡131 鏡大利 かがみおおり タヲ たを
129 20鏡131 鏡大利 かがみおおり タコヲ たこを
130 20鏡131 鏡大利 かがみおおり タコヲノ北 たこをのきた
131 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 滝ノ首 たきのくび
132 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 狸穴 たぬきあな
133 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ツカノ森 つかのもり
134 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 土居 どい
135 20鏡131 鏡大利 かがみおおり トチノ木 とちのき
136 20鏡131 鏡大利 かがみおおり トチノ木南 とちのきみなみ
137 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 鳥打田 とりうちた
138 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ドヲヤシキ どをやしき
139 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中岩戸 なかいわと
140 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中馬路 なかうまじ
141 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 長田 ながた
142 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中ノ崎 なかのさき
143 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中屋 なかや
144 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ナロ田 なろた
145 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中スズレ なかすずれ
146 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 長サコ ながさこ
147 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中横藪 なかよこやぶ
148 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中滝 なかたき
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149 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 中ヲヨケ なかをよけ
150 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ナロ なろ
151 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ニイヤ にいや
152 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 西ノトヲ にしのとを
153 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 仁井田 にいだ
154 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 登り立 のぼりたち
155 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ノビラ のびら
156 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 野滝 のたき
157 20鏡131 鏡大利 かがみおおり バロウ ばろう
158 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 橋畝ガタヲ はしうねがたを
159 20鏡131 鏡大利 かがみおおり フナサコ ふなさこ
160 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 傍示ガ峠 ぼうじがとうげ
161 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 保木松名 ほきまつな
162 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 松木 まつき
163 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 南山 みなみやま
164 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 宮前 みやまえ
165 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 南谷 みなみだに
166 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 南ヤシキ みなみやしき
167 20鏡131 鏡大利 かがみおおり ムカア むかあ
168 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 向イ田 むかいだ
169 20鏡131 鏡大利 かがみおおり モキアキ石 もきあきいし
170 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 梁場 りょうば
171 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 横藪 よこやぶ
172 20鏡131 鏡大利 かがみおおり 横藪ﾉ上ヱ よこやぶのうえ
470 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 尼ヶ滝 あまがたき
471 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち イヤシリ いやしり
472 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ウツケサコ うつけさこ
473 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 梅ヶサコ うめがさこ
474 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 大ヘナ おおへな
475 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 大屋舗 おおやしき
476 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち カトノモト かとのもと
477 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち カワガサコ かわがさこ
478 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち カワカケ かわかけ
479 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち カキノクボ かきのくぼ
480 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 北平石 きたひらいし
481 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 北天狗石 きたてんぐいし
482 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち クホウ くほう
483 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち クマノトウ くまのとう
484 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 桑ノサコ くわのさこ
485 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち コジヲ こじを
486 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち コヘナ こへな
487 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち コヲナロ こをなろ
488 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち コノヤブ このやぶ
489 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち シイタ しいた
490 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 新滝 しんたき
491 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 新田 しんでん
492 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち タケザキ たけざき
493 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち チチガナロ ちちがなろ
494 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち チゴガトウ ちごがとう
495 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ツルイガサコ つるいがさこ
496 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ツラシロ つらしろ
497 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 天狗石 てんぐいし
498 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ドヲガナロ どをがなろ
499 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 土居 どい
500 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ナゴセ なごせ
501 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西ハタ川 にしはたかわ
502 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西イヤジリ にしいやじり
503 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西ナゴセ にしなごせ
504 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西大屋敷 にしおおやしき
505 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西浦 にしうら
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506 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 西天狗石 にしてんぐいし
507 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 野地 のじ
508 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ハタ川 はたかわ
509 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ハシカミ はしかみ
510 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 平石 ひらいし
511 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 東カキノクボ ひがしかきのくぼ
512 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち ホヲシカリ ほをしかり
513 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 宮ノ首 みやのくび
514 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 宮ノ上 みやのうえ
515 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 南大屋敷 みなみおおやしき
516 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 横五郎 よこごろう
517 20鏡211 鏡的渕 かがみまとぶち 横滝 よこたき
1143 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか アラセ あらせ
1144 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 岩屋ノ本 いわやのもと
1145 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 井出ガ平 いでがひら
1146 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 神母屋敷 いげやしき
1147 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 上亀ヶサコ かみかめがさこ
1148 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 上ノ山 かみのやま
1149 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ウハ西 うはにし
1150 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ウシロヤシキ うしろやしき
1151 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 大畑ノ上 おおはたのうえ
1152 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 大畑 おおはた
1153 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 大ヲナロ おおなろ
1154 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか カゲシゴヲチ かげしごをち
1155 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 上ミ古川 かみふるかわ
1156 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか カヂカブ谷 かぢかぶたに
1157 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 勘次郎山 かんじろうやま
1158 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか カハハリ田 かははりた
1159 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ガヤノキ がやのき
1160 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 亀ヶサコ かめがさこ
1161 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 北長サコ きたながさこ
1162 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか クサナ くさな
1163 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか クボノ下タ くぼのした
1164 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか クレ石 くれいし
1165 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ゲンナイ げんない
1166 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか コエタヲ こえたを
1167 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 川堀 かわほり
1168 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 川堀道の上エ かわほりみちのうええ
1169 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか サコダ さこだ
1170 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 坂本 さかもと
1171 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 新酒 しんしゅ
1172 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 下モ古川 しもふるかわ
1173 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか シマダ しまだ
1174 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 下モアラセ しもあらせ
1175 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 芝ガハナ しばがはな
1176 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 城山 しろやま
1177 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 城山ノ根 しろやまのね
1178 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 下タ花ノ木 したはなのき
1179 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 下タサコダ したさこだ
1180 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 寺中 じちゅう
1181 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか セキノ上 せきのうえ
1182 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか タラヤブ たらやぶ
1183 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 竹ノ下タ たけのした
1184 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか タカラアザ たからあざ
1185 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 谷田 たにだ
1186 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか タシロ たしろ
1187 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ツエキレ つえきれ
1188 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ツノ石 つのいし
1189 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ツラシロ つらしろ
1190 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 土カウ子 つちかうね
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1191 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 土ガ畝下タ つちがうねした
1192 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 土ガ畝北 つちがうねきた
1193 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ナツナギ なつなぎ
1194 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 奈路ノ向イ なろのむかい
1195 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 奈路 なろ
1196 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 長サコ ながさこ
1197 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ノダケ のだけ
1198 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 野地ノウネ のじのうね
1199 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 畑川井ノ上エ下 はたがわいのうえした
1200 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 畑川田ノ上 はたがわたのうえ
1201 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 畑川 はたがわ
1202 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ハトヲカ はとをか
1203 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 花ノ木 はなのき
1204 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 花ノ木山 はなのきやま
1205 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 橋ヶ谷 はしがたに
1206 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 橋ヶ谷上 はしがたにうえ
1207 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ヒウラゴヲチ ひうらごをち
1208 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ヒラミ ひらみ
1209 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ヒデリ山 ひでりやま
1210 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 東屋敷 ひがしやしき
1211 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか フルアン ふるあん
1212 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ホドノ ほどの
1213 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 堀ノ本 ほりのもと
1214 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 松ノヒラ まつのひら
1215 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 宮ヶ奈路 みやがなろ
1216 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 三ツ石 みついし
1217 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 三ツ石ノ上 みついしのうえ
1218 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ミヨウト石 みようといし
1219 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ミヨウト岩上 みようといわうえ
1220 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ミコノクボ みこのくぼ
1221 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 水ノモト みずのもと
1222 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 道別レ北 みちわかれきた
1223 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ミタライ谷 みたらいたに
1224 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 森田 もりた
1225 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか モトノケタ もとのけた
1226 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか モンサキ もんさき
1227 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 本ガ平 もとがひら
1228 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 本ノケタノ上 もとのけたのうえ
1229 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 柳川 やながわ
1230 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 山根 やまね
1231 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 屋敷田 やしきた
1232 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか ヨセマチダ よせまちだ
1233 20鏡221 鏡去坂 かがみさるさか 別レ道 わかれみち
858 20鏡231 鏡増原 かがみますはら アシタニ あしたに
859 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 岩川内 いわかわうち
860 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 井流口 いるくち
861 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 井ノヲク いのをく
862 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 岩滝 いわたき
863 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 上エ石根 うえいしね
864 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ウシミチ うしみち
865 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 上エシイノキ かみえしいのき
866 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 上久子ガタヲ うえくねがたを
867 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 岡屋敷 おかやしき
868 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヲトキ石 をときいし
869 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヲモダ をもだ
870 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヲクレシバ をくれしば
871 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヲモ子 をもね
872 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 川奈路 かわなろ
873 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 川根 かわね
874 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 川ノ上 かわのうえ
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875 20鏡231 鏡増原 かがみますはら カトイシ かといし
876 20鏡231 鏡増原 かがみますはら クロモリ くろもり
877 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ケタ けた
878 20鏡231 鏡増原 かがみますはら コヲゾヘ こをぞへ
879 20鏡231 鏡増原 かがみますはら コエトヲ こえとを
880 20鏡231 鏡増原 かがみますはら コダヤム こだやむ
881 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ゴボガトウ ごぼがとう
882 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ゴミ ごみ
883 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ゴヲノ平 ごをのひら
884 20鏡231 鏡増原 かがみますはら サザレ さざれ
885 20鏡231 鏡増原 かがみますはら サア さあ
886 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 下屋敷 しもやしき
887 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 下日ノ向イ しもひのむかい
888 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 清水 しみず
889 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 下タ石根 したいしね
890 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 下モヤシキ しもやしき
891 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 生ガノサコ しょうがのさこ
892 20鏡231 鏡増原 かがみますはら センダノサコ せんだのさこ
893 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 高森 たかもり
894 20鏡231 鏡増原 かがみますはら タケガサコ たけがさこ
895 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 竹ドヲシ たけどをし
896 20鏡231 鏡増原 かがみますはら タ子ガタヲ たねがたを
897 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 土ノ畝 つちのうね
898 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 中ホリ田 なかほりた
899 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ナカヤシキ なかやしき
900 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 長サコ ながさこ
901 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 西ヤシキ にしやしき
902 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヌタノサコ ぬたのさこ
903 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ハネクイ はねくい
904 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ハシヤガモリ はしやがもり
905 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 火天神 ひてんじん
906 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヒノ向イ ひのむかい
907 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヒノ上ミ ひのかみ
908 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 二タ亦瀬 ふたまたせ
909 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ホリタノサコ ほりたのさこ
910 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 前田 まえだ
911 20鏡231 鏡増原 かがみますはら 松ガサコ まつがさこ
912 20鏡231 鏡増原 かがみますはら ヤスミ石 やすみいし
913 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 岩屋 いわや
914 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 伊防谷 いぼうたに
915 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま ウワナロ うわなろ
916 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 後向 うしろむかい
917 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま ウネ うね
918 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 大ツエ おおつえ
919 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 大奈路 おおなろ
920 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 上屋敷 かみやしき
921 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 上ミ之地 かみのじ
922 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 河辺 かわべ
923 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 川添 かわぞえ
924 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 郷路 ごうろ
925 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 笹山 ささやま
926 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま シリナシ しりなし
927 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 四十田 しじゅうだ
928 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 尺丈松 しゃくじょうまつ
929 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 下タナロ したなろ
930 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 立道 たてみち
931 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 竹ガサコ たけがさこ
932 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 茶干場 ちゃぼしば
933 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 仲野地 なかのじ
934 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 西屋敷 にしやしき
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935 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 西ノ向イ にしのむかい
936 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 丸山 まるやま
937 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 宮ノ上 みやのうえ
938 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 宮ノ下 みやのした
939 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 向屋敷 むかいやしき
940 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま ヤゴトヲ やごとを
941 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 焼出シ やきだし
942 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 柳谷 やなぎだに
943 20鏡241 鏡葛山 かがみかずらやま 柳峠 やなぎとうげ
944 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき アシノウネ あしのうね
945 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 頭ナシ あたまなし
946 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき アンノ谷 あんのたに
947 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき アカハゲ あかはげ
948 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき アリノキサコ ありのきさこ
949 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき アンメ あんめ
950 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 石神 いしがみ
951 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 市助分 いちすけぶん
952 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき イボシリ いぼしり
953 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 石根ノ平 いしねのひら
954 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 荷掛石 にかけいし
955 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 市ノ内 いちのうち
956 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき イマダキ いまだき
957 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 板谷 いたたに
958 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上ハハゴ うわはご
959 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ウネ田 うねた
960 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上ハナロ うわなろ
961 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき エビ子 えびね
962 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 大ム子 おおむね
963 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヲモヤシキ をもやしき
964 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 大奥 おおおく
965 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 奥舟木 おくふなき
966 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 大ノヂ おおのぢ
967 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヲハガトヲ をはがとを
968 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上大ザレ かみおおざれ
969 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上コヲベ かみこをべ
970 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 加治ヤシキ かじやしき
971 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき カロヲト かろをと
972 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき カバカウチ かばかうち
973 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上カバカウチ かみかばかうち
974 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上日ウラ かみひうら
975 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき カゲ山 かげやま
976 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 上ゴヲロ かみごをろ
977 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ガニゴエ がにごえ
978 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 北ノ本 きたのもと
979 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき キタコヲヂ きたこをぢ
980 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき キタヤシキ きたやしき
981 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 木戸ヤシキ きどやしき
982 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 黒滝 くろたき
983 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 楠ノ本 くすのもと
984 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 口木 くちき
985 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき クロノモト くろのもと
986 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき クボノ くぼの
987 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ケタバタ けたばた
988 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ケヤキガサコ けやきがさこ
989 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 小松原 こまつばら
990 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 甲部渡瀬 こうべわたせ
991 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき コロビ石 ころびいし
992 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 小倉 こくら
993 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき コヲチガサコ こをちがさこ
994 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき コヤノ谷 こやのたに
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995 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき コヲラ こをら
996 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき コヲマ こをま
997 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき サコダ さこだ
998 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下甲部 しもこうべ
999 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下カケ しもかけ
1000 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下ミタライ しもみたらい
1001 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 城ノ谷 しろのたに
1002 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 城ノ首 しろのくび
1003 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 白木ガ平 しらきがひら
1004 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下エタヤ しもえたや
1005 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下舟木 しもふなき
1006 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下岩谷 しもいわたに
1007 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき シノベガサコ しのべがさこ
1008 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下中村 しもなかむら
1009 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下ゴヲロ しもごをろ
1010 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 下モ大ザレ しもおおざれ
1011 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 新在家 しんざいけ
1012 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 銭神 ぜにがみ
1013 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 惣谷 そうたに
1014 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 惣谷ノ向イ そうたにのむかい
1015 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 谷田 たにだ
1016 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき タデギ たでぎ
1017 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 滝ノ上 たきのうえ
1018 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき タコヲ たこを
1019 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 谷ヤシキ たにやしき
1020 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 竹ノハナ たけのはな
1021 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ツルイノ本 つるいのもと
1022 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 堂ノ向 どうのむかい
1023 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 堂ノツボ どうのつぼ
1024 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき トテヤシキ とてやしき
1025 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき トテノ北 とてのきた
1026 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 土居ヤシキ どいやしき
1027 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ドヲノモト どをのもと
1028 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中大ザレ なかおおざれ
1029 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中尾口 なかおぐち
1030 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中コヲベ なかこをべ
1031 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ナロノ谷 なろのたに
1032 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ナロヤシキ なろやしき
1033 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中ヤシキ なかやしき
1034 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中ヒラ なかひら
1035 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中奥 なかおく
1036 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中ノ本 なかのもと
1037 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 長見山 ながみやま
1038 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中舟木 なかふなき
1039 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中ノ谷 なかのたに
1040 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中村 なかむら
1041 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 中日ウラ なかひうら
1042 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ニシナリ にしなり
1043 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヌタノモト ぬたのもと
1044 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 子トガハナ ねとがはな
1045 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 野竹ガ平 のだけがひら
1046 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ハゴ谷 はごたに
1047 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ハゴノコエ はごのこえ
1048 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ハショガサコ はしょがさこ
1049 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヒラ石ノ向イ ひらいしのむかい
1050 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヒエダヤ ひえだや
1051 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 日ウラ ひうら
1052 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヒミチ ひみち
1053 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヒラタ岩 ひらたいわ
1054 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヒノクチ ひのくち
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1055 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき フナサコ ふなさこ
1056 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 不動ヶ滝 ふどうがたき
1057 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ホヲデン ほをでん
1058 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 松ノ木 まつのき
1059 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 前田 まえだ
1060 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 南谷 みなみたに
1061 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 水ガモト みずがもと
1062 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 溝ノ口 みぞのくち
1063 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 見代ヶ石 みしろがいし
1064 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ミヤガナロ みやがなろ
1065 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 南サコ みなみさこ
1066 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 向イ田 むかいだ
1067 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ムクノキ むくのき
1068 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 柳ガサコ やなぎがさこ
1069 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヤケダキ やけだき
1070 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 弓ヶ平 ゆみがひら
1071 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 雪ガヤスバ ゆきがやすば
1072 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 弓場ヤシキ ゆみばやしき
1073 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 横峠 よことうげ
1074 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき ヨナキ石 よなきいし
1075 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき リユヅ りゆづ
1076 20鏡251 鏡梅ノ木 かがみうめのき 六兵衛屋敷 ろくべえやしき
1077 20鏡261 鏡小山 かがみこやま アリキサコ ありきさこ
1078 20鏡261 鏡小山 かがみこやま イタツリ谷 いたつりだに
1079 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 井ノサコ いのさこ
1080 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 岩屋ガサコ いわやがさこ
1081 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 井口ノモト いぐちのもと
1082 20鏡261 鏡小山 かがみこやま イシガミノモト いしがみのもと
1083 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 井谷 いだに
1084 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 井ノ上 いのうえ
1085 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 壱本松 いっぽんまつ
1086 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 梅ノ木サコ うめのきさこ
1087 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヲヲチ ををち
1088 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヲク上ウラ をくうえうら
1089 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 大峠 おおとうげ
1090 20鏡261 鏡小山 かがみこやま カサマツ かさまつ
1091 20鏡261 鏡小山 かがみこやま カラタニ からたに
1092 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 上ココエ かみここえ
1093 20鏡261 鏡小山 かがみこやま カシヤシキ かしやしき
1094 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 北浦 きたうら
1095 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 黒滝 くろたき
1096 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 久兵衛屋敷 きゅうべえやしき
1097 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ケタ けた
1098 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ケタノムカイ けたのむかい
1099 20鏡261 鏡小山 かがみこやま コゴエ こごえ
1100 20鏡261 鏡小山 かがみこやま コロバシ岩 ころばしいわ
1101 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シシバガ谷 ししばがたに
1102 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 下井ノ上 しもいのうえ
1103 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 下ツチガウ子 しもつちがうね
1104 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シタカゲ したかげ
1105 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シタガヤシキ したがやしき
1106 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シイノキサコ しいのきさこ
1107 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シバノモト しばのもと
1108 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シレイサコ しれいさこ
1109 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シウタレ しうたれ
1110 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シラヒゲ しらひげ
1111 20鏡261 鏡小山 かがみこやま シラチ谷 しらちたに
1112 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 下タヤシキ したやしき
1113 20鏡261 鏡小山 かがみこやま スベリ石 すべりいし
1114 20鏡261 鏡小山 かがみこやま スナイリ すないり
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1115 20鏡261 鏡小山 かがみこやま セイモト せいもと
1116 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 竹トヲシ たけとをし
1117 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ツボノ つぼの
1118 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ツチガウ子 つちがうね
1119 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ツエガウチ つえがうち
1120 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ナガサコ ながさこ
1121 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ナカヒラ なかひら
1122 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ネゼリ岩 ねぜりいわ
1123 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ハシガモト はしがもと
1124 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヒウラ ひうら
1125 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 東石神 ひがしいしがみ
1126 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヒライシ ひらいし
1127 20鏡261 鏡小山 かがみこやま フルミヤトコ ふるみやとこ
1128 20鏡261 鏡小山 かがみこやま フトンヲ ふとんを
1129 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 松ヶ前 まつがまえ
1130 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 前田 まえだ
1131 20鏡261 鏡小山 かがみこやま 水ガ元 みずがもと
1132 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ミチワカレ みちわかれ
1133 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ミセマチ田 みせまちた
1134 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ミツガモリ みつがもり
1135 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ミゾノクチ みぞのくち
1136 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ミヤノ上 みやのうえ
1137 20鏡261 鏡小山 かがみこやま モモガウチ ももがうち
1138 20鏡261 鏡小山 かがみこやま モリノクビ もりのくび
1139 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヤナギサコ やなぎさこ
1140 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ユバガナロ ゆばがなろ
1141 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ユスシガキ ゆすしがき
1142 20鏡261 鏡小山 かがみこやま ヨタン田 よたんだ
694 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや アワガサコ あわがさこ
695 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや アリノキガウ子 ありのきがうね
696 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや アリノカア ありのかあ
697 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや アカシダ あかしだ
698 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや アヲキノモト あをきのもと
699 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イツミ いつみ
700 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イチギ いちぎ
701 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イナキガタヲ いなきがたを
702 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イボリガウ子 いぼりがうね
703 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イシガミ いしがみ
704 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イラガサコ いらがさこ
705 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや イケノハナ いけのはな
706 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ウ子ダ うねだ
707 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ウエノヤマ うえのやま
708 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや エノキ えのき
709 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲサコ ををさこ
710 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲトウ ををとう
711 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲヤマ ををやま
712 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲナロ ををなろ
713 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲシルキ ををしるき
714 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲモト ををもと
715 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲチヤブ をちやぶ
716 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲトガウチ をとがうち
717 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲスミ ををすみ
718 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲモザコ をもざこ
719 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲイシノモト ををいしのもと
720 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲトガフチ をとがふち
721 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲウ子 ををうね
722 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲタヲ ををたを
723 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲクビ をくび
724 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲトイガウ子 をといがうね
725 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲリヲ をりを
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726 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲリト をりと
727 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲミゾ ををみぞ
728 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヲヲヤスバ ををやすば
729 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 川堀 かわほり
730 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カヂヤシキ かぢやしき
731 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カロヲト かろをと
732 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カミヨコヤ かみよこや
733 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カキノキノモト かきのきのもと
734 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カンゾヲ かんぞを
735 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カサハエ かさはえ
736 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カシガタヲ かしがたを
737 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カシヤマ かしやま
738 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カラハ からは
739 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カツラノキ かつらのき
740 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カワナロ かわなろ
741 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カメガアレ かめがあれ
742 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カワノサコ かわのさこ
743 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カツラサコ かつらさこ
744 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや カサナリ かさなり
745 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ギブ子 ぎぶね
746 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや キリノキガサコ きりのきがさこ
747 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや キヂコヤ きぢこや
748 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 北ヤシキ きたやしき
749 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや クロダキ くろだき
750 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや クワサコ くわさこ
751 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや クワガタヲ くわがたを
752 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ケヤキガヒラ けやきがひら
753 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コウラ こうら
754 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コエタウ こえたう
755 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ゴロサウ子 ごろさうね
756 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コモ川 こもかわ
757 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コシルキ こしるき
758 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コヲカミ こをかみ
759 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コヲマタ こをまた
760 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ゴミ ごみ
761 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや コヲタケ こをたけ
762 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ゴボガトウ ごぼがとう
763 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや サカイガウ子 さかいがうね
764 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや サア さあ
765 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや サコダ さこだ
766 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや サジキイシ さじきいし
767 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ササノモト ささのもと
768 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや サデ さで
769 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ジンタカモリ じんたかもり
770 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シテノキガヒラ してのきがひら
771 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シバノマエ しばのまえ
772 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シャクゼン しゃくぜん
773 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シルソヲ しるそを
774 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シシバガタニ ししばがたに
775 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シデガタヲ しでがたを
776 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや シツメイシ しつめいし
777 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 下モ川 しもかわ
778 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 十一丁 じゅういちちょう
779 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや スダノウ子 すだのうね
780 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや スダノミゾ すだのみぞ
781 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや スズレ石 すずれいし
782 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや スエトウ すえとう
783 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや センダサコ せんださこ
784 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや センショウガウ子 せんしょうがうね
785 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや セリタニ せりたに
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786 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや セトノサコ せとのさこ
787 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ソヲヅバタケ そをづばたけ
788 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タテ割 たてわり
789 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タケノモト たけのもと
790 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タカモリ たかもり
791 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タニヲク たにをく
792 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タヤガウ子 たやがうね
793 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タルクビ たるくび
794 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タケシダレ たけしだれ
795 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや タキノクビ たきのくび
796 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや チイガヤシキ ちいがやしき
797 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヂヌシ ぢぬし
798 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ツラクミ つらくみ
799 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ツタイワ つたいわ
800 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ツチゼキ つちぜき
801 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ツチノウ子 つちのうね
802 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや トウガナロ とうがなろ
803 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ナゴセ なごせ
804 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ナノ谷 なのたに
805 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 中道 なかみち
806 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや 中西 なかにし
807 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ナガサコ ながさこ
808 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ニシカゲ にしかげ
809 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ニシノナロ にしのなろ
810 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ニシノヒラ にしのひら
811 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ニシノムカエ にしのむかえ
812 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヌタガサコ ぬたがさこ
813 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ノダケ のだけ
814 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ノボリタテ のぼりたて
815 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ノヂ のぢ
816 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ノクボ のくぼ
817 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハエノモト はえのもと
818 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハナデン はなでん
819 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハシガヤブ はしがやぶ
820 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハ子クイ はねくい
821 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハチロヤシキ はちろやしき
822 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハセクバ はせくば
823 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ハエクビ はえくび
824 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ババガイシ ばばがいし
825 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒウラコチ ひうらこち
826 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒノキモリ ひのきもり
827 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒカリイシ ひかりいし
828 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒカリイワ ひかりいわ
829 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒノキガウ子 ひのきがうね
830 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒキイシ ひきいし
831 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヒョウガウ子 ひょうがうね
832 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや フタマタゼ ふたまたぜ
833 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや フヂヤブ ふぢやぶ
834 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや フタツイシ ふたついし
835 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや フタツモリ ふたつもり
836 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや フルタガサコ ふるたがさこ
837 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ホヲシガエリ ほをしがえり
838 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ホコノサコ ほこのさこ
839 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ホドウチ ほどうち
840 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ホリキリ ほりきり
841 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや マエダ まえだ
842 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや マルヤマ まるやま
843 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや マツガヒラ まつがひら
844 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや マツガサコ まつがさこ
845 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ミヤノヲ みやのを
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846 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ミゾノクチ みぞのくち
847 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ミゾノモト みぞのもと
848 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ムマトト むまとと
849 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ムカエダ むかえだ
850 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ムカエナロ むかえなろ
851 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヤスミ石 やすみいし
852 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヤシキガチ やしきがち
853 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ユミガヒラ ゆみがひら
854 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ユノカシラ ゆのかしら
855 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ヨコイシ よこいし
856 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ロクジョ ろくじょ
857 20鏡271 鏡横矢 かがみよこや ワレイシ われいし
518 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ ウハ奈路 うはなろ
519 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 上カシハギ かみかしはぎ
520 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 蔭藪 かげやぶ
521 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ カミヤスバ かみやすば
522 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 北川 きたがわ
523 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ シモヤスバ しもやすば
524 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 下カシハギ しもかしはぎ
525 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 下モカゲ藪 しもかげやぶ
526 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ スエトヲ すえとを
527 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ タツガフチ たつがふち
528 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ ナカヤスバ なかやすば
529 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 中蔭藪 なかかげやぶ
530 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ 前田 まえだ
531 20鏡281 鏡竹奈路 かがみたけなろ ヨコハリ よこはり
532 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま アヤノホノウ子 あやのほのうね
533 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 岩屋ガサコノウエ いわやがさこのうえ
534 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 岩屋ガサコノ下タ いわやがさこのした
535 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イナヤガナロ いなやがなろ
536 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イワヤガサコ東 いわやがさこひがし
537 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イスシカ森 いすしかもり
538 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イルタヤブ東 いるたやぶひがし
539 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イルタヤブ西 いるたやぶにし
540 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イモノ下タ いものした
541 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま イモノ上エ いものうええ
542 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 岩木 いわき
543 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ウルシ屋敷 うるしやしき
544 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 大サコノ下タ おおさこのした
545 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 大サコノ上エ おおさこのうええ
546 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 折坂 おりさか
547 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ヲヲシロ ををしろ
548 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ヲモサコ をもさこ
549 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 大ヘナ おおへな
550 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま カワノサコ かわのさこ
551 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま カサナリノ下タ かさなりのした
552 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま カサナリノ上ヘ かさなりのうえ
553 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま キリタヲ きりたを
554 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 楠ウ子 くすうね
555 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま クレ石 くれいし
556 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま コヲマタ こをまた
557 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま サザレ さざれ
558 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま サコノヒラ さこのひら
559 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま サコノ上エ さこのうええ
560 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 坂井ノウ子 さかいのうね
561 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま シキツカノ下タ しきつかのした
562 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま シキツカノ上エ しきつかのうええ
563 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 下タツルイノ上エ したつるいのうええ
564 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま シキツカ西 しきつかにし
565 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 下ツルイ下タ したつるいした
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566 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ソバトコ そばとこ
567 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま タキノ下タ たきのした
568 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま タキ山 たきやま
569 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま タナバタガナロ たなばたがなろ
570 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 陣ノ森 じんのもり
571 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ツチガウ子 つちがうね
572 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 土タキノ東 つちたきのひがし
573 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 土タキノ西 つちたきのにし
574 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 土タキノ上エ つちたきのうええ
575 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 坪ヤシキ下タ つぼやしきした
576 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 坪ヤシキ上エ つぼやしきうええ
577 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ツエガバチ東 つえがばちひがし
578 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ツエガバチ西 つえがばちにし
579 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 天狗石 てんぐいし
580 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 天狗石西 てんぐいしにし
581 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま トチノミゾ とちのみぞ
582 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま トリクビ東 とりくびひがし
583 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま トリクビ西 とりくびにし
584 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ナカサコ なかさこ
585 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 中ウ子ノ上エ なかうねのうええ
586 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 中ウ子ノ下タ なかうねのした
587 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 中ウ子ノ東 なかうねのひがし
588 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ヌタクボ ぬたくぼ
589 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 野平 のひら
590 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 野平西 のひらにし
591 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ハエノ東 はえのひがし
592 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ハエノ下タ はえのした
593 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ハイクビ はいくび
594 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま カラカワ からかわ
595 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ハエノモト はえのもと
596 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ヒラミ ひらみ
597 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 平石ノ東 ひらいしのひがし
598 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 平石ノ西 ひらいしのにし
599 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 舟ノ元ノ下タ ふねのもとのした
600 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 舟ノ元ノ上エ ふねのもとのうええ
601 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 古屋野々 ふるやのの
602 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ホコ岩 ほこいわ
603 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 松ウ子 まつうね
604 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ミタライノ東 みたらいのひがし
605 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ミタライノ西 みたらいのにし
606 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 元ノ岡 もとのおか
607 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 山クビ やまくび
608 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま 山モモノサコ やまもものさこ
609 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ワカ山東 わかやまひがし
610 20鏡291 鏡敷ノ山 かがみしきのやま ワカ山西 わかやまにし
611 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた アリノホコサコ ありのほこさこ
612 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた イケタ いけた
613 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた イナヤ いなや
614 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた イノウチ いのうち
615 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 泉ノ平 いずみのひら
616 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 犬渕 いぬぶち
617 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 石神ノウ子 いしがみのうね
618 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ウバガフツクロ うばがふつくろ
619 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヲクビ をくび
620 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヲドロ山 をどろやま
621 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 大東 おおひがし
622 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 大ビウラ おおびうら
623 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 大ナロ おおなろ
624 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 大スミ おおすみ
625 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 大トラ おおとら
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626 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヲスバ をすば
627 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カシノモト かしのもと
628 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 上ミツタル かみつたる
629 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 川ノ上 かわのうえ
630 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カシ山 かしやま
631 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カントリヤブ かんとりやぶ
632 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 上大東 かみおおひがし
633 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 上シバノウ子 かみしばのうね
634 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カヂツクリ かぢつくり
635 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 上カシツクリ かみかしつくり
636 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 上カシカ谷 かみかしかたに
637 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カヤノサコ かやのさこ
638 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた カワノサコ かわのさこ
639 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた キレタワ きれたわ
640 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた キシガ谷 きしがたに
641 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた クロイシ くろいし
642 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた クニミ くにみ
643 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた クホカケ くほかけ
644 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた クロトコ くろとこ
645 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた クロミノサコ くろみのさこ
646 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた コウモリ こうもり
647 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 小松原 こまつばら
648 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた サンショマエ さんしょまえ
649 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 境ノウ子 さかいのうね
650 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた サルダキ さるだき
651 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた シマダキ しまだき
652 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた シラタキ しらたき
653 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた シノベジヌシ しのべじぬし
654 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた シレイガ谷 しれいがたに
655 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた シバノウ子 しばのうね
656 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 下ミツタル しもみつたる
657 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた セノウラ せのうら
658 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた タデキ たでき
659 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた タテワリ たてわり
660 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた タテ石 たていし
661 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 高森 たかもり
662 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた タルワビ たるわび
663 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 長者石 ちょうじゃいし
664 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ツカノウ子 つかのうね
665 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 土ノウ子 つちのうね
666 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ツチセキ つちせき
667 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ナガウチ ながうち
668 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ナカ山 なかやま
669 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ナゴセ なごせ
670 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ナカノタニ なかのたに
671 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 中ノサコ なかのさこ
672 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 西トヤノモリ にしとやのもり
673 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 西谷 にしだに
674 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 西ノ川 にしのかわ
675 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 西ヌタクボ にしぬたくぼ
676 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヌタノモト ぬたのもと
677 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヌタクボ ぬたくぼ
678 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 東トヤノモリ ひがしとやのもり
679 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた モヲウ もをう
680 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヒノモト ひのもと
681 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ホソノ ほその
682 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ホヲキ松 ほをきまつ
683 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 宮ノ谷 みやのたに
684 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ミカケ石 みかけいし
685 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ミウラ みうら
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686 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 三ホウガ森 みほうがもり
687 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた 宮ノ首 みやのくび
688 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた メノアタレ めのあたれ
689 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヤシキタ やしきた
690 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ユワガラ ゆわがら
691 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヨコヒラ よこひら
692 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ヨビイシ よびいし
693 20鏡295 鏡柿ノ又 かがみかきのまた ワザビノモト わざびのもと
173 20鏡311 鏡今井 かがみいまい アカシガタ あかしがた
174 20鏡311 鏡今井 かがみいまい アンノツボ あんのつぼ
175 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 青木 あおき
176 20鏡311 鏡今井 かがみいまい アイガタヲ あいがたを
177 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 井口 いぐち
178 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 井ノ向イ いのむかい
179 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 岩河内 いわかわち
180 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イナエガタヲ いなえがたを
181 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イルガタキ いるがたき
182 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 岩谷ノサコ いわたにのさこ
183 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イラガ谷 いらがたに
184 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 板橋 いたばし
185 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イノタヲ いのたを
186 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イノ谷 いのたに
187 20鏡311 鏡今井 かがみいまい イノキヤシキ いのきやしき
188 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ハナロ うわなろ
189 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ウ子サキ うねさき
190 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ヱシド うえしど
191 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上フヂガタキ かみふぢがたき
192 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ウシゼキ うしぜき
193 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ヘ内野 うえうちの
194 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ヘ柿ノ久保 うえかきのくぼ
195 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 姥ガタキ うばがたき
196 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大平 おおひら
197 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲリ坂 をりさか
198 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大向イ おおむかい
199 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲキタ をきた
200 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大利瀬 おおりせ
201 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大谷 おおたに
202 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大内 おおうち
203 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大森 おおもり
204 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲモシガキ をもしがき
205 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲサタキ をさたき
206 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大タキ山 おおたきやま
207 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲヲモト ををもと
208 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲカトコ をかとこ
209 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲヲツエ ををつえ
210 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 奥道 おくみち
211 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲヲヘナ ををへな
212 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲモサコ をもさこ
213 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大屋舗 おおやしき
214 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大崎 おおさき
215 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲモダ をもだ
216 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヲヲ子キ ををねき
217 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 川口 かわぐち
218 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミ中沢 かみなかざわ
219 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 角ド石 かどいし
220 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミ川 かみかわ
221 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 川床 かわどこ
222 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上屋舗 かみやしき
223 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カキ田 かきた
224 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カマガミゾ かまがみぞ
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225 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 河内神 かわちかみ
226 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミ河内 かみかわち
227 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カゲダニ かげだに
228 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ノキリ かみのきり
229 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 川込 かわこめ
230 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カクレサコ かくれさこ
231 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カサナリ かさなり
232 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上横割 かみよこわり
233 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カヂワラ かぢわら
234 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミカナ河内 かみかなかわち
235 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミカウチ かみかうち
236 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上小太郎藪 かみこたろうやぶ
237 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カシガサコ かしがさこ
238 20鏡311 鏡今井 かがみいまい カシ木ノ本 かしきのもと
239 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミ峰 かみみね
240 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 上ミコエタヲ かみこえたを
241 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 金ヶ森 かねがもり
242 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 枯松ノタヲ かれまつのたを
243 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 清水 しみず
244 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 北サコヤシキ きたさこやしき
245 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 北屋舗 きたやしき
246 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 北寺山 きたてらやま
247 20鏡311 鏡今井 かがみいまい キリガタヲ きりがたを
248 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 北六郎谷 きたろくろうだに
249 20鏡311 鏡今井 かがみいまい キブシ きぶし
250 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 岸ノ下 きしのした
251 20鏡311 鏡今井 かがみいまい クレ石 くれいし
252 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 久保 くぼ
253 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 栗岡 くりおか
254 20鏡311 鏡今井 かがみいまい クモヲ くもを
255 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 久保ノ尻 くぼのしり
256 20鏡311 鏡今井 かがみいまい クロタキ山 くろたきやま
257 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 桑ノサコ くわのさこ
258 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ケタクモ けたくも
259 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コエカド こえかど
260 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ゴヲ ごを
261 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 小路 しょうじ
262 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コビアナ こびあな
263 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コケモモ こけもも
264 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 琴平山 ことひらやま
265 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コヲナロ こをなろ
266 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コヲホリ こをほり
267 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コミ川 こみかわ
268 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コヲガ畑ケ こをがばたけ
269 20鏡311 鏡今井 かがみいまい コタイガ石 こたいがいし
270 20鏡311 鏡今井 かがみいまい サモト さもと
271 20鏡311 鏡今井 かがみいまい サルコエ さるこえ
272 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 坂ノモト さかのもと
273 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 才助石 さいすけいし
274 20鏡311 鏡今井 かがみいまい サシデ道 さしでみち
275 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ザンザ石 ざんざいし
276 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 貞長 さだちょう
277 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 笹ヶ瀬 ささがせ
278 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 椎ノ木サコ しいのきさこ
279 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下中沢 しもなかざわ
280 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タカキノ久保 したかきのくぼ
281 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下モ屋舗 しもやしき
282 20鏡311 鏡今井 かがみいまい シンド谷 しんどだに
283 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下モイシュウ しもいしゅう
284 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タノキリ したのきり
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285 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下横割 しもよこわり
286 20鏡311 鏡今井 かがみいまい シゴノタニ しごのたに
287 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タカナ河内 したかなかわうち
288 20鏡311 鏡今井 かがみいまい シラガモリ しらがもり
289 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下シドヲ しもしどを
290 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下モカウチ しもかうち
291 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下小太郎藪 しもこたろうやぶ
292 20鏡311 鏡今井 かがみいまい シロノタイ しろのたい
293 20鏡311 鏡今井 かがみいまい シテガタヲ してがたを
294 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タフチガタキ したふちがたき
295 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タ峰 したみね
296 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下タ内野 したうちの
297 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 下モコエタヲ しもこえたを
298 20鏡311 鏡今井 かがみいまい スズレ すずれ
299 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 杉ノ本 すぎのもと
300 20鏡311 鏡今井 かがみいまい セイモト せいもと
301 20鏡311 鏡今井 かがみいまい セト せと
302 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 惣シリ そうしり
303 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タマイシ たまいし
304 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 谷ノ内 たにのうち
305 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 大円作り だいえんづくり
306 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 谷奥 たにおく
307 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 高森 たかもり
308 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タテ石 たていし
309 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 高岩 たかいわ
310 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タテ割 たてわり
311 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タヤガウ子 たやがうね
312 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タヲ山 たをやま
313 20鏡311 鏡今井 かがみいまい タカテ たかて
314 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 滝ノ下 たきのした
315 20鏡311 鏡今井 かがみいまい チウコ ちうこ
316 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ツバキノモト つばきのもと
317 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ツキ合イ つきあい
318 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ツノ滝 つのたき
319 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 瓶井サコ かめいさこ
320 20鏡311 鏡今井 かがみいまい デグチ でぐち
321 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 寺川 てらがわ
322 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 栃ノ木 とちのき
323 20鏡311 鏡今井 かがみいまい トレ合イ とれあい
324 20鏡311 鏡今井 かがみいまい トヲノモト とをのもと
325 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ドヲ床 どをとこ
326 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 中山 なかやま
327 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 奈路 なろ
328 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ナベラ なべら
329 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 長崎 ながさき
330 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 長サコ ながさこ
331 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ナルヤマシガキ なるやましがき
332 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 中畦子 なかあぜね
333 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ナガバタケ ながばたけ
334 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ナロハナ なろはな
335 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 長野 ながの
336 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西ノサコ にしのさこ
337 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 仁井田 にいだ
338 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 二反田 にたんだ
339 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西谷カゲ にしたにかげ
340 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西谷 にしたに
341 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ニタ井ノ上子 にたいのうえね
342 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ニタ井田 にたいだ
343 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西イシュウ にしいしゅう
344 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西平山 にしひらやま
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345 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西樽ノ上 にしたるのうえ
346 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西樽ノ下タ にしたるのした
347 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西穴川 にしあながわ
348 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西ノ谷 にしのたに
349 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 西小畑ケ にしこばたけ
350 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ノイ子ノ久保 のいねのくぼ
351 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ハエウチ はえうち
352 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ハコダニ はこだに
353 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 畠田 はたけだ
354 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 番ヶ森 ばんがもり
355 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 畑岡 はたけおか
356 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヒガシ ひがし
357 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東田 ひがしだ
358 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 百草橋 ひゃくそうばし
359 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東イシュウ ひがしいしゅう
360 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東裏 ひがしうら
361 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東屋舗 ひがしやしき
362 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東穴川 ひがしあながわ
363 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東樽ノ下タ ひがしたるのした
364 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヒライワ ひらいわ
365 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東小畑 ひがしこばた
366 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 一ツ岩 ひとついわ
367 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 東樽ノ上 ひがしたるのうえ
368 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 福留 ふくとめ
369 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 古井 ふるい
370 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 古井サコ ふるいさこ
371 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 藤藪 ふじやぶ
372 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヘナ へな
373 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ホゾノ ほぞの
374 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 松ノ本 まつのもと
375 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 南沢 みなみさわ
376 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 峰屋舗 みねやしき
377 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 水ノ元 みずのもと
378 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 水元道ノ上 みずもとみちのうえ
379 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 南サコ屋舗 みなみさこやしき
380 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 三谷 みたに
381 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 南寺山 みなみてらやま
382 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 三ツ石 みついし
383 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 南太郎谷 みなみたろうたに
384 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 水ナシサコ みずなしさこ
385 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 村木 むらき
386 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 明神 みょうじん
387 20鏡311 鏡今井 かがみいまい モデシリ もでしり
388 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 柳ノサコ やなぎのさこ
389 20鏡311 鏡今井 かがみいまい ヤマグチ やまぐち
390 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 屋舗田 やしきだ
391 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 休場 やすば
392 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 梁瀬 やなせ
393 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 横タヲ よこたを
394 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 横滝 よこたき
395 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 横道 よこみち
396 20鏡311 鏡今井 かがみいまい 横ヒラ よこひら
397 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね イチノウチ いちのうち
398 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね エボシイワ えぼしいわ
399 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ヲリサカ をりさか
400 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね カヂヤシキ かぢやしき
401 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね カミヤシキ かみやしき
402 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね カゲヤマ かげやま
403 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね カキノクボ かきのくぼ
404 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね キビガサコ きびがさこ
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405 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね クマノトヲ くまのとを
406 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね クリノキ くりのき
407 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ゴノヤブ ごのやぶ
408 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね サレ され
409 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね サシカノ さしかの
410 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね シレダキ しれだき
411 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね タルノウエ たるのうえ
412 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね タケサキ たけさき
413 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね タケガトウ たけがとう
414 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね タカテ たかて
415 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね トウノヤシキ とうのやしき
416 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね トウガナロ とうがなろ
417 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね トコナベ とこなべ
418 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ナカツルイ なかつるい
419 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ハザマ はざま
420 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ハシガミタニ はしがみたに
421 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ハチダイ はちだい
422 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ハキウ はきう
423 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね バショウノ木 ばしょうのき
424 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ヒノミヅムカイ ひのみづむかい
425 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね マトヲバ まとをば
426 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ミツガヒラ みつがひら
427 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ミシマ みしま
428 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ミヨジン みよじん
429 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ム子ヤシキ むねやしき
430 20鏡321 鏡草峰 かがみくさみね ヤナゼ やなぜ
431 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ アナヤマ あなやま
432 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ イテノクビ いてのくび
433 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ イヌガタニ いぬがたに
434 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ イバヤシキ いばやしき
435 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヲソウ をそう
436 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ カシヤマ かしやま
437 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ カキガサコ かきがさこ
438 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ カハ山 かはやま
439 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ カキノクボ かきのくぼ
440 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ カワカケ かわかけ
441 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ キブシ きぶし
442 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 北ヤシキ きたやしき
443 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 北ガワ きたがわ
444 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ キバレタニ きばれたに
445 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 久保野 くぼの
446 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 久保ヤシキ くぼやしき
447 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ケヤキサコ けやきさこ
448 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ コビヤナ こびやな
449 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ サレ され
450 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ サレカゲ されかげ
451 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ シンザケ しんざけ
452 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ シイノキミ子 しいのきみね
453 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 谷奥 たにおく
454 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ タケガトヲ たけがとを
455 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ タロカイシ たろかいし
456 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 寺ヤシキ てらやしき
457 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ナロハタ なろはた
458 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 中ウ子 なかうね
459 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ハシガヤブ はしがやぶ
460 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヒライワ ひらいわ
461 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヒウラ ひうら
462 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 東屋敷 ひがしやしき
463 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ マツガモリ まつがもり
464 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 水ノ本 みずのもと
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465 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ミノコシ みのこし
466 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ 明神 みょうじん
467 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヤカシロ やかしろ
468 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヤナキサコ やなきさこ
469 20鏡331 鏡白岩 かがみしろいわ ヨコトヲ よことを
1322 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま イチサコ いちさこ
1323 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 石山 いしやま
1324 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 大子キ おおねき
1325 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま ヲモ谷 をもたに
1326 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 行部 おこなぶ
1327 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま グイミガトウ ぐいみがとう
1328 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま コヲナロ こをなろ
1329 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 小谷口 こたにぐち
1330 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま サルダキ さるだき
1331 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま シシモリ ししもり
1332 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま タケトヲシ たけとをし
1333 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 谷田 たにだ
1334 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま ツノ石 つのいし
1335 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま ツツガミガトウ つつがみがとう
1336 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 出口 でぐち
1337 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 天皇 てんのう
1338 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 天神 てんじん
1339 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま トチ谷 とちたに
1340 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま トチガナロ とちがなろ
1341 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま ヌタガサコ ぬたがさこ
1342 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま バダキ ばだき
1343 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 平石 ひらいし
1344 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 細藪 ほそやぶ
1345 20鏡341 鏡狩山 かがみかりやま 松ヶヤスバ まつがやすば
1234 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 穴神 あながみ
1235 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 赤松サコ あかまつさこ
1236 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 井口 いぐち
1237 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 市ノ瀬 いちのせ
1238 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら イラガ谷 いらがたに
1239 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 姥ヶ滝 うばがたき
1240 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 上ハ越 うわこし
1241 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ウスキ うすき
1242 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 白髪 しらが
1243 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 奥節光 おくせつみつ
1244 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 大熊 おおくま
1245 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 大仲間 おおなかま
1246 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 大元 おおもと
1247 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 大峠 おおとうげ
1248 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 大タヲ おおたを
1249 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 川ノ上 かわのうえ
1250 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 川内ヶ峰 かわうちがみね
1251 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 蔭レ藪 かげれやぶ
1252 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら カウスタ かうすた
1253 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 角石 かどいし
1254 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 梶株谷 かじかぶだに
1255 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 樫ヶ峰 かしがみね
1256 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら カミヤ かみや
1257 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 川久保 かわくぼ
1258 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら カヤヶ元 かやがもと
1259 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 国見 くにみ
1260 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 栗ノ川 くりのかわ
1261 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 栗ノ久保 くりのくぼ
1262 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら クロヤマ くろやま
1263 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ケヤキ山 けやきやま
1264 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 御所ガナロ ごしょがなろ
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1265 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 小休場 こやすば
1266 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 五良地 ごろうち
1267 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら シノベガ谷 しのべがたに
1268 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 下手水 しもちょうず
1269 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 下タ川 したかわ
1270 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 証拠ガ岩 しょうこがいわ
1271 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 城ノ台 しろのだい
1272 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 新開 しんかい
1273 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 白滝 しらたき
1274 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 杉ノ平 すぎのひら
1275 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 杉谷 すぎたに
1276 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら セゴ谷 せごたに
1277 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 瀬戸ノ上 せとのうえ
1278 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 佳ヶサコ けいがさこ
1279 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 瀬戸 せと
1280 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 総谷 そうたに
1281 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 谷口 たにぐち
1282 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 樽ノ本 たるのもと
1283 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 溜水 たまりみず
1284 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 高岩 たかいわ
1285 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 段木 だんぎ
1286 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 竹ノ溝 たけのみぞ
1287 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 地主 じぬし
1288 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 手水 ちょうず
1289 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 地蔵ノ畝 じぞうのうね
1290 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら チカイノ ちかいの
1291 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 飛ビ渡 とびわたり
1292 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ナロ なろ
1293 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 仲ノ宿 なかのやど
1294 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 中節光 なかふしみつ
1295 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 長畝 ながうね
1296 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 長岩 ながいわ
1297 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ナハタキ なはたき
1298 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 仲ノシリ なかのしり
1299 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 西谷 にしだに
1300 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 野クボ のくぼ
1301 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ノブガサコ のぶがさこ
1302 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ハデトコ はでとこ
1303 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 平見谷 ひらみたに
1304 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 平見 ひらみ
1305 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 日裏 ひうら
1306 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 東川 ひがしがわ
1307 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 広瀬 ひろせ
1308 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら フヂヤブ ふぢやぶ
1309 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ヘナ へな
1310 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ホドノクボ ほどのくぼ
1311 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 丸岩 まるいわ
1312 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 的場 まとば
1313 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 水ノ元 みずのもと
1314 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 宮ヶ谷 みやがたに
1315 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 山口 やまぐち
1316 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 柚ノ木野 ゆずのきの
1317 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 四ツ辻 よつつじ
1318 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 横嶺 よこみね
1319 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら ヨモギ よもぎ
1320 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 猟師ガナロ りょうしがなろ
1321 20鏡351 鏡吉原 かがみよしはら 笑滝 わらいだき
1092 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 川崎 かわさき
1093 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 堂ノ向イ どうのむかい
1094 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり コイノモリ こいのもり
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1095 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり マツガウ子 まつがうね
1096 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 木落シ きおとし
1097 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり タルノ谷 たるのたに
1098 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 大森 おおもり
1099 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり カサナリ かさなり
1100 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ミソコ林エ みそこはやしえ
1101 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 下中切 しもなかきれ
1102 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 岩屋淵 いわやぶち
1103 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 霜落シ しもおとし
1104 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 北川内 きたかわうち
1105 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり サルガウチ さるがうち
1106 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 松ノ首 まつのくび
1107 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 滝山 たきやま
1108 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 横道 よこみち
1109 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり アイガエリ あいがえり
1110 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 柳 やなぎ
1111 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ハイタ はいた
1112 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 鍛冶屋舗 かじやしき
1113 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり イノシリ いのしり
1114 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 屋舗田 やしきた
1115 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 竹ノ前 たけのまえ
1116 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 南谷 みなみだに
1117 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり コヤノ林 こやのはやし
1118 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり アサジリ あさじり
1119 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 竹ガタヲ たけがたを
1120 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり クモ くも
1121 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 西浦 にしうら
1122 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 船川内 ふなかわうち
1123 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 溝ノ口 みぞのくち
1124 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 右城方 うしろがた
1125 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 屋舗 やしき
1126 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ムカイヤシキ むかいやしき
1127 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 川奈路 かわなろ
1128 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり アシボキ あしぼき
1129 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ゴト ごと
1130 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 士延ノ岡 しのぶのおか
1131 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ヨヲムギ よをむぎ
1132 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 上ゴト かみごと
1133 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり クロ松 くろまつ
1134 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ゴトノ向イ ごとのむかい
1135 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 管ノ瀬 かんのせ
1136 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 釜土 かまつち
1137 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 橋詰 はしづめ
1138 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ハラントウ はらんとう
1139 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 宮ノ川 みやのかわ
1140 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ウシキド うしきど
1141 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり コベザコ こべざこ
1142 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり スゲノセノ上 すげのせのうえ
1143 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ヒライシ ひらいし
1144 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 上ミ野地 かみのじ
1145 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 笹ヶ峰 ささがみね
1146 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり シラヒゲ しらひげ
1147 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり スナガミゾ すながみぞ
1148 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 桃川内 ももかわうち
1149 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり トチノ木 とちのき
1150 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり キタヤシキ きたやしき
1151 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 長磯 ながいそ
1152 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 角石 すみいし
1153 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 小谷 こたに
1154 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 休場 やすば
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1155 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 川原畑 かわらばた
1156 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 梼ノ窪ノ上エ とうのくぼのうええ
1157 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり イノウチ いのうち
1158 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 梅ガサコ うめがさこ
1159 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 滝ノ上 たきのうえ
1160 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり サジキガハナ さじきがはな
1161 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり コロビ石 ころびいし
1162 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 世情川内 せじょうかわうち
1163 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり タヤトコ たやとこ
1164 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 大塔 おおとう
1165 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 布滝 ぬのたき
1166 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 谷川 たにがわ
1167 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 嫁石 よめいし
1168 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり アカシダ あかしだ
1169 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 袖野 そでの
1170 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 上袖野 うえそでの
1171 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 勘助石 かんすけいし
1172 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ツツジガ森 つつじがもり
1173 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ヒラナベ ひらなべ
1174 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 鯱 しゃち
1175 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 二ツ石 ふたついし
1176 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 天神ノ向イ てんじんのむかい
1177 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 東屋敷 ひがしやしき
1178 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 天神 てんじん
1179 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 西路 にしみち
1180 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 西路ノ向イ にしじのむかい
1181 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 白輪 しろわ
1182 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり ヲンビキ石 をんびきいし
1183 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 汗見ヶ畝子 あせみがうね
1184 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 鍬殿ノ石 くわどののいし
1185 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 仁左古 じんさこ
1186 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 境谷 さかいだに
1187 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり シノベノタハ しのべのたは
1188 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 割石 わりいし
1189 30土佐山111 土佐山中切 とさやまなかぎり 小法師 こほっし
1003 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 堂ノ西 どうのにし
1004 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 六郎川瀬 ろくろうかわせ
1005 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 楠ヶ休場 くすがやすば
1006 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 一ヶサコ いちがさこ
1007 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 上一ヶサコ かみいちがさこ
1008 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 石神 いしかみ
1009 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大下モ おおしも
1010 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 下モヲチ しもをち
1011 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 下寺屋舗 しもてらやしき
1012 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 前屋敷 まえやしき
1013 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 影山 かげやま
1014 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 上ハナロ うわなろ
1015 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 白岩 しろいわ
1016 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 呼石 よびいし
1017 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 古田ヶ石 ふるたがいし
1018 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 天道向キ てんどうむき
1019 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ハザマ はざま
1020 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 浅住 あさすみ
1021 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 右立 みぎたて
1022 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 戦場ヶ久保 せんじょうがくぼ
1023 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 谷口 たにぐち
1024 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 谷口ノ向イ たにぐちのむかい
1025 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 西ノ向イ にしのむかい
1026 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大上ミ おおかみ
1027 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 西ノケタ にしのけた
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1028 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 家ノケタ いえのけた
1029 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 谷ノ平 たにのひら
1030 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 根木ノ本 ねぎのもと
1031 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 藤ヶ滝 ふじがたき
1032 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 家ノ向イ いえのむかい
1033 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 宮ノケタ みやのけた
1034 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 宮ノ首 みやのくび
1035 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 船ノ宮 ふねのみや
1036 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ホケノモト ほけのもと
1037 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ カタマリ かたまり
1038 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 黒岩 くろいわ
1039 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ユリコミ ゆりこみ
1040 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ハゲダキ はげだき
1041 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ヲモ谷 をもたに
1042 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 妹背左古 いもせさこ
1043 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 樽ノ首 たるのくび
1044 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 水船 みずふね
1045 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 中屋 なかや
1046 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 市原 いちはら
1047 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 高野 たかの
1048 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 立岩 たていわ
1049 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 猿打 さるうち
1050 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 白滝 しらたき
1051 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 雫滝 しずくたき
1052 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 長磯ノ向イ ながいそのむかい
1053 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ コビ谷 こびたに
1054 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 休場ノ向イ やすばのむかい
1055 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 赤滝 あかたき
1056 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 水ノ本 みずのもと
1057 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 高岩ノ下タ たかいわのした
1058 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 横滝 よこたき
1059 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大タワ だいたわ
1060 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 清兵衛石 せいべえいし
1061 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 本事 もとこと
1062 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ノイ子ジリ のいねじり
1063 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 寺屋敷 てらやしき
1064 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 瀬戸 せど
1065 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 甲ナロ こうなろ
1066 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 東浦 ひがしうら
1067 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 長野 ながの
1068 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 三サケ岩 さんさけいわ
1069 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大サケ岩 おおさけいわ
1070 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ イボ滝 いぼたき
1071 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 宇和久保 うわくぼ
1072 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ケヤキ川内 けやきかわうち
1073 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ケタ けた
1074 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ワサビ谷 わさびたに
1075 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ダバケ淵 だばけふち
1076 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ヲモダ をもだ
1077 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 西地 にしち
1078 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ジルタ じるた
1079 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 日ノ地 ひのち
1080 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ トビ滝 とびたき
1081 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ハシトコ はしとこ
1082 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大坊子 おおぼうね
1083 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 小坊子 こぼうね
1084 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 岩積 いわつみ
1085 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大カゲ おおかげ
1086 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 大ジリキ おおじりき
1087 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ フヂヤブ ふぢやぶ
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1088 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ ヤゲタキ やげたき
1089 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 白野 しらの
1090 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 明神ヶ滝 みょうじんがたき
1091 30土佐山115 土佐山東川 とさやまひがしかわ 国石 くにいし
925 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 下弘瀬 しもひろせ
926 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 羽戸原 はねどはら
927 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 猪谷 いたに
928 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 宮ノ西 みやのにし
929 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 奈路 なろ
930 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ウヲキ うをき
931 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 赤滝 あかたき
932 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 子ゴロ ねごろ
933 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 一年滝 いちねんたき
934 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 西ノ谷 にしのたに
935 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 橋ノ先 はしのさき
936 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 日比原 ひびはら
937 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 野根窪 のねくぼ
938 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ イラガ谷 いらがたに
939 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ナガサコ ながさこ
940 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 日比原向イ ひびはらむかい
941 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 下田 しもだ
942 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 田ノ内 たのうち
943 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 青木 あおき
944 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 奥河内 おくかわち
945 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大久保 おおくぼ
946 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ オモタ おもた
947 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ヤナガ溝 やながみぞ
948 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 城ヶ森 しろがもり
949 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 奈路ノ向イ なろのむかい
950 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 河内神 かわちじん
951 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 志田之蔵 しだのくら
952 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 堀ノサコ ほりのさこ
953 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 長ノ久保 ながのくぼ
954 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 樽ノ奥 たるのおく
955 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 茶園 ちゃえん
956 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 一橋 いちはし
957 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ スズレ岩 すずれいわ
958 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 滝山 たきやま
959 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 休場 やすば
960 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ カジガナロ かじがなろ
961 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 赤田 あかた
962 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ フキ ふき
963 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ カワラケウネ かわらけうね
964 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ シダイ しだい
965 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 古川 ふるかわ
966 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ススケノ すすけの
967 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ セト せと
968 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 美女谷 びじょだに
969 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 久保 くぼ
970 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 出口 でぐち
971 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 岡田 おかだ
972 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大道ノ窟 おおどうのくつ
973 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 半分岩 はんぶんいわ
974 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ コヌタ こぬた
975 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大ヌタ おおぬた
976 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ フタセマチダ ふたせまちだ
977 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ウツケ谷 うつけたに
978 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大左古 おおさこ
979 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 赤石 あかいし
980 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ハデトコ はでとこ
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981 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大平 おおひら
982 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ カカリ岩 かかりいわ
983 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 樽ノ上 たるのうえ
984 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 桧尾 ひのきお
985 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大ダン おおだん
986 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 古屋 ふるや
987 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 大田石 おおたいし
988 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 南谷 みなみだに
989 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ カヤガクボ かやがくぼ
990 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 百合 ゆり
991 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 堀切 ほりきり
992 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 開ノ畝 ひらきのうね
993 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 鳶谷 とびたに
994 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 一ツ橋ノ向 ひとつはしのむかい
995 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ ボヲジロ ぼをじろ
996 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 境谷 さかいだに
997 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 尾除 およけ
998 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 若座女 わかざめ
999 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 今藪 いまやぶ
1000 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 玉藪 たまやぶ
1001 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 西ノ向ヒ にしのむかい
1002 30土佐山121 土佐山弘瀬 とさやまひろせ 向ヒ屋舗 むかいやしき
626 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 五霊影 ごれいかげ
627 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 中島 なかじま
628 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 西中島 にしなかじま
629 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 後ロ山 うしろやま
630 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 経塚 きょうづか
631 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 河崎 かわさき
632 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 西経塚 にしきょうづか
633 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大潰 おおつえ
634 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 仁井田ノ上 にいだのうえ
635 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 土居 どい
636 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 西ノ森 にしのもり
637 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 鳶カ巣 とびがす
638 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお ハデドコ はでどこ
639 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 北ノヒラ きたのひら
640 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大子キ おおねき
641 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上西森 かみにしもり
642 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお ヲリツキ をりつき
643 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下坂本 しもさかもと
644 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 小堂 こどう
645 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 梅ノ木 うめのき
646 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上渡瀬 かみわたせ
647 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 川原柏 かわらかしわ
648 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 呑ス のんす
649 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大平 おおひら
650 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 清水 しみず
651 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 南清水 みなみしみず
652 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 堂ノ本 どうのもと
653 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 堀ケサコ ほりけさこ
654 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 平ラ見 ひらみ
655 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 横平ラ よこひら
656 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 横滝 よこたき
657 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下横滝 しもよこたき
658 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 並松 なみまつ
659 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 白木山 しらきやま
660 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 鈴ヶ森 すずがもり
661 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 井ノ内 いのうち
662 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上白木山 かみしろきやま
663 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 木畝ネ きうね
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664 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお カヅラ原 かづらはら
665 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 女夫 めおと
666 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 小タヲ こたを
667 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 中ノ山 なかのやま
668 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下地主越 しもじぬしこえ
669 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大滝 おおたき
670 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 南大滝山 みなみおおたきやま
671 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 松カヘナ まつかへな
672 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下地主 しもじぬし
673 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 瀬戸 せど
674 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上地主 かみじぬし
675 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 船ザコ ふなざこ
676 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上小滝山 かみこたきやま
677 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下小滝山 しもこたきやま
678 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 内野北平ラ うちのきたひら
679 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお カケ奥 かけおく
680 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上内野 かみうちの
681 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下内野 しもうちの
682 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 柿ヶ奈路 かきがなろ
683 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 栗原北浦 くりはらきたうら
684 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 橋詰 はしづめ
685 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 栗原 くりはら
686 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお カジヤシキ かじやしき
687 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 躍リ場 おどりば
688 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 杖ノ本 つえのもと
689 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 南鍛治屋敷 みなみかじやしき
690 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 白岩 しろいわ
691 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 行川ノ陰 なめかわのかげ
692 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 立道 たてみち
693 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 立道ノ北浦 たてみちのきたうら
694 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 行川 なめかわ
695 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 行川南ノヒラ なめかわみなみのひら
696 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 土滝 つちたき
697 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 葛谷 かずらだに
698 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお ヌタノクボ ぬたのくぼ
699 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大崎 おおさき
700 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上奈路 かみなろ
701 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 南上奈路 みなみかみなろ
702 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 小谷陰 こだにかげ
703 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 二ツ石 ふたついし
704 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 滝ノ首 たきのくび
705 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 宮ノナロ みやのなろ
706 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 宮ノ西 みやのにし
707 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 長トロ ながとろ
708 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大穴 おおあな
709 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 陰山 かげやま
710 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上陰山 かみかげやま
711 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 久右衛門滝 きゅうえもんたき
712 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大向 おおむかい
713 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 五郎滝 ごろうだき
714 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大五郎ヶ滝 だいごろうがたき
715 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 下狩山 しもかりやま
716 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上狩山 かみかりやま
717 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 川ノ奈路 かわのなろ
718 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 横藪 よこやぶ
719 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上横藪 かみよこやぶ
720 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお ヨウス ようす
721 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 大畠 おおはた
722 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお アミバ あみば
723 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお ヒロゾウ ひろぞう
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724 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 敷ガナロ しきがなろ
725 30土佐山131 土佐山桑尾 とさやまくわお 上敷ガナロ かみしきがなろ
726 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 二ヶ城山 ふたがじょうやま
727 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 城山 しろやま
728 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ キウブ きうぶ
729 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ススケノ すすけの
730 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大ナロ おおなろ
731 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 渉リ上リ わたりあがり
732 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 古川 ふるかわ
733 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 岡ハナ おかはな
734 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 中ヒラ なかひら
735 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西ノウネ にしのうね
736 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ イテゴヤブ いてごやぶ
737 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西ノ谷 にしのたに
738 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大屋敷 おおやしき
739 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 上リ立 のぼりたて
740 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒノ水 ひのみず
741 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒノ谷 ひのたに
742 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 和泉屋敷 いずみやしき
743 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カヂワラ かぢわら
744 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ センドヲ畑 せんどをばた
745 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ クモヒキ くもひき
746 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コベサコ こべさこ
747 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タキノモト たきのもと
748 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 松王 まつおう
749 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 梅ノ木 うめのき
750 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒウラ ひうら
751 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ トビタキ とびたき
752 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 小ヤノモト こやのもと
753 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北大サコ きたおおさこ
754 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 子キヤシキ ねきやしき
755 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コシノモト こしのもと
756 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 山神 やまがみ
757 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ シイノ木 しいのき
758 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ツキアイ つきあい
759 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カジガサコ かじがさこ
760 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 堀切 ほりきり
761 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ サコグチ さこぐち
762 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 立石 たていし
763 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カゲ谷 かげたに
764 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南大サコ みなみおおさこ
765 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 丸山 まるやま
766 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フナサコ ふなさこ
767 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 休場ノ元 やすばのもと
768 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヤスバガ谷 やすばがたに
769 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カゲヤシキ かげやしき
770 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヌタノ木 ぬたのき
771 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フチノ上へ ふちのうえへ
772 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ アリノ木谷 ありのきたに
773 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 向ヒ屋敷 むかいやしき
774 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ブ子モンタ ぶねもんた
775 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 出口 でぐち
776 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒライワ ひらいわ
777 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大岩ガサコ おおいわがさこ
778 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 平イワガタケ ひらいわがたけ
779 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ クロ岩 くろいわ
780 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 長サコ ながさこ
781 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大平ラ おおひら
782 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 白石 しらいし
783 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ アカタキ あかたき
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784 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 七人墓 しちにんばか
785 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大滝本 おおたきもと
786 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ アマヅツミ あまづつみ
787 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南子ジレサコ みなみねじれさこ
788 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北永野 きたながの
789 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北ザコ きたざこ
790 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 石ヶ休場 いしがやすば
791 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南三ツ石 みなみみついし
792 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 上長野 かみながの
793 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ サンゾヲコ さんぞをこ
794 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 中長野 なかながの
795 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 下長野 しもながの
796 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カゲ岩 かげいわ
797 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 長野カゲ ながのかげ
798 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 白岩 しらいわ
799 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コンドン こんどん
800 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タバ たば
801 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 横前 よこまえ
802 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フツキノヲ ふつきのを
803 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ セド せど
804 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒコジ ひこじ
805 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 弘瀬三五郎 ひろせさんごろう
806 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 弘瀬藤蔓 ひろせふじつる
807 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 藤カヅラ ふじかづら
808 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 岩ガラ いわがら
809 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 岩山 いわやま
810 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ホヲシ山 ほをしやま
811 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タビノクチ たびのくち
812 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南二ツ石 みなみふたついし
813 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ トウショウデン とうしょうでん
814 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コヲクボ こをくぼ
815 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 松ノ首 まつのくび
816 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 松ノ本 まつのもと
817 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 堂ノ首 どうのくび
818 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 天ジク田 てんじくでん
819 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 平藪 ひらやぶ
820 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヤゲンガサコ やげんがさこ
821 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 池ノ本 いけのもと
822 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 平山 ひらやま
823 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 陳ガ石 ちんがいし
824 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西ユス山 にしゆすやま
825 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南陳ガ石 みなみちんがいし
826 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ユス山 ゆすやま
827 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 上ハンソヲ かみはんそを
828 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ハサコ谷 はさこたに
829 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北ユス山 きたゆすやま
830 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北ハンソヲ きたはんそを
831 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 地蔵ヶ森 じぞうがもり
832 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ユスガモリ ゆすがもり
833 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大ナガウネ おおながうね
834 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カツギ岩 かつぎいわ
835 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北三ツ石 きたみついし
836 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大岩ガサコ おおいわがさこ
837 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ イナヤ峰 いなやみね
838 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ イナヤ いなや
839 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ワレイシ われいし
840 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タノキアナ たのきあな
841 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フナブチ ふなぶち
842 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 宮ノ谷 みやのたに
843 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ シシノ谷 ししのたに
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844 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ミノコシノシタ みのこしのした
845 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 東サコ ひがしさこ
846 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 梅ノ木佐古 うめのきさこ
847 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ テング岩 てんぐいわ
848 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フタツイシ ふたついし
849 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大カゲ おおかげ
850 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 七ツフチ ななつふち
851 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナコヲ なこを
852 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナコヲ大道ノ上 なこをおおみちのうえ
853 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ネジレザコ ねじれざこ
854 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大ナロ おおなろ
855 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タキノシタカゲ たきのしたかげ
856 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 石ガサコ いしがさこ
857 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カヂガクボ かぢがくぼ
858 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ エノ木本 えのきもと
859 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 滝ノクビ たきのくび
860 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タキノシタ たきのした
861 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナガサコ ながさこ
862 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 黒岩 くろいわ
863 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 山姥 やまんば
864 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 松ガ休場 まつがやすば
865 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タルノクビ たるのくび
866 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カケノサコ かけのさこ
867 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 高知神 こうちかみ
868 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 松ヶ休場南ノサコ まつがやすばみなみのさこ

869 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 水タマリ みずたまり
870 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ スルハチ谷 するはちたに
871 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ シカバ山 しかばやま
872 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ シカバノ谷 しかばのたに
873 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 渡瀬ノ岡 わたせのおか
874 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コベアナ こべあな
875 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ イシカミ いしかみ
876 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナカノタニ なかのたに
877 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ イトマキ いとまき
878 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カンジロヲ かんじろを
879 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ コヲリ山 こをりやま
880 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カシノモト かしのもと
881 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 白王山 はくおおやま
882 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 仲ノサコ なかのさこ
883 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ セビノタキ せびのたき
884 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西ウラ にしうら
885 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ノケバリ のけばり
886 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タツガサコ たつがさこ
887 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヒノキダキ ひのきだき
888 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ザレノ本 ざれのもと
889 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西路山 にしみちやま
890 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ザレ ざれ
891 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 小滝 こたき
892 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナベラ なべら
893 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ タキワキ たきわき
894 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 南谷 みなみだに
895 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 峰屋敷 みねやしき
896 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 公地屋敷 こうちやしき
897 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 中ゴヲロ なかごをろ
898 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ナカヤシキ なかやしき
899 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ トイヤシキ といやしき
900 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北ノ森 きたのもり
901 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 西久保 にしくぼ
902 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 下屋敷 しもやしき
903 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 藤ノ岡 ふじのおか
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904 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ クリノキハタ くりのきはた
905 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ヤスバ やすば
906 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ フルビ山 ふるびやま
907 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 大タキ おおたき
908 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 山神谷 やまかみたに
909 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ツルイノモト つるいのもと
910 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 用水谷 ようすいたに
911 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 有宮谷 ありみやたに
912 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 用水ゴエ ようすいごえ
913 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カンスケ田 かんすけた
914 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 北ウラ きたうら
915 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ ハエクビ はえくび
916 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ クロタキ くろたき
917 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 一里ツカ いちりつか
918 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 谷山 たにやま
919 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ シシ山 ししやま
920 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 都合谷 つごうたに
921 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カラ岩ヶサコ からいわがさこ
922 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ 天宮岩ノ下 てんぐういわのした
923 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ モモガ佐古 ももがさこ
924 30土佐山141 土佐山都網 とさやまつあみ カゲ石 かげいし
411 30土佐山151 土佐山 とさやま 三角山 みすみやま
412 30土佐山151 土佐山 とさやま 上高瀬 かみたかせ
413 30土佐山151 土佐山 とさやま 下高瀬 しもたかせ
414 30土佐山151 土佐山 とさやま 平石之上 ひらいしのうえ
415 30土佐山151 土佐山 とさやま 中ノサコ なかのさこ
416 30土佐山151 土佐山 とさやま 牛渡瀬 うしわたせ
417 30土佐山151 土佐山 とさやま 松ノ元 まつのもと
418 30土佐山151 土佐山 とさやま ハゲ石 はげいし
419 30土佐山151 土佐山 とさやま 釜土 かまつち
420 30土佐山151 土佐山 とさやま 大平 おおひら
421 30土佐山151 土佐山 とさやま 谷ジリ たにじり
422 30土佐山151 土佐山 とさやま 新屋式 しんやしき
423 30土佐山151 土佐山 とさやま 下横藪 しもよこやぶ
424 30土佐山151 土佐山 とさやま 横藪 よこやぶ
425 30土佐山151 土佐山 とさやま 上横藪 かみよこやぶ
426 30土佐山151 土佐山 とさやま 大屋式 おおやしき
427 30土佐山151 土佐山 とさやま ネド山 ねどやま
428 30土佐山151 土佐山 とさやま 馬ヤキガタヲ うまやきがたを
429 30土佐山151 土佐山 とさやま 土居 どい
430 30土佐山151 土佐山 とさやま 仙堂畑 せんどうはたけ
431 30土佐山151 土佐山 とさやま 大東 だいとう
432 30土佐山151 土佐山 とさやま タルノセ たるのせ
433 30土佐山151 土佐山 とさやま 宮ノ瀬 みやのせ
434 30土佐山151 土佐山 とさやま サキ谷 さきたに
435 30土佐山151 土佐山 とさやま 小森 こもり
436 30土佐山151 土佐山 とさやま ヲワガチ をわがち
437 30土佐山151 土佐山 とさやま カタフチ かたふち
438 30土佐山151 土佐山 とさやま 谷山 たにやま
439 30土佐山151 土佐山 とさやま ネコガ岩 ねこがいわ
440 30土佐山151 土佐山 とさやま ツルイガトヲ つるいがとを
441 30土佐山151 土佐山 とさやま ケヤケ けやけ
442 30土佐山151 土佐山 とさやま ヲビヤ谷 をびやたに
443 30土佐山151 土佐山 とさやま 田ノ森 たのもり
444 30土佐山151 土佐山 とさやま ツノ淵 つのふち
445 30土佐山151 土佐山 とさやま 王ヶ森 おおがもり
446 30土佐山151 土佐山 とさやま アセ山 あせやま
447 30土佐山151 土佐山 とさやま 惣田 そうだ
448 30土佐山151 土佐山 とさやま 中ノ砂 なかのすな
449 30土佐山151 土佐山 とさやま 白ラザレ しらざれ
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450 30土佐山151 土佐山 とさやま 宮ノ久保 みやのくぼ
451 30土佐山151 土佐山 とさやま ムカイ山 むかいやま
452 30土佐山151 土佐山 とさやま ヒグレダキ ひぐれだき
453 30土佐山151 土佐山 とさやま サキシガナロ さきしがなろ
454 30土佐山151 土佐山 とさやま 下シラザレ しもしらざれ
218 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 竜山 たつやま
219 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 姥ヶ滝 うばがたき
220 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 小野 おの
221 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大野 おおの
222 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大野下 おおのした
223 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 川中沢 かわなかざわ
224 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 弐間魚 にけんぎょ
225 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中影裾 なかかげすそ
226 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柞ヶ滝 いすがたき
227 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 三軒屋 さんけんや
228 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 川戸 かわど
229 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 桑瀬 くわせ
230 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 藤ヶ滝 ふじがたき
231 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 境ノ畝 さかいのうね
232 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 向屋敷 むかいやしき
233 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中山 なかやま
234 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 向屋敷上 むかいやしきうえ
235 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 堂ノ岡 どうのおか
236 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大工屋敷 だいくやしき
237 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 姥ヶ畠 うばがばた
238 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 橋許 はしもと
239 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二橋ノ許 にのはしのもと
240 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柿塔 かきとう
241 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大向屋敷 おおむかいやしき
242 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 鍛治屋敷 かじやしき
243 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 文殊下 もんじゅした
244 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩屋ノ本 いわやのもと
245 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柿ノタハ かきのたは
246 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 長佐古東 ながさこひがし
247 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 長佐古 ながさこ
248 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 𦙮𦙮ノ本 きつのもと
249 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大畠 おおはた
250 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 札場 ふだば
251 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 鬼藪 おにやぶ
252 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 鬼藪裾 おにやぶすそ
253 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横山 よこやま
254 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 挽地上 ひきちうえ
255 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横ノ山下 よこのやました
256 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 挽地 ひきち
257 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 若宮ノ上 わかみやのうえ
258 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中林 なかばやし
259 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 氏宮 うじみや
260 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 宮ノ上 みやのうえ
261 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 宮滝下 みやたきした
262 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 越タワ上 こしたわうえ
263 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 吹ノサコ ふきのさこ
264 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 城ノ森 しろのもり
265 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 上遅越 うえおそごえ
266 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二ノ上遅越 にのうえおそごえ
267 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 杬ノ峠 げんのとうげ
268 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 遅越 おそごえ
269 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 遅越蔭 おそごえかげ
270 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 榎谷 えのきだに
271 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに タキノ宮カゲ たきのみやかげ
272 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 清水許 しみずもと
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273 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 南屋敷 みなみやしき
274 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西ノ山 にしのやま
275 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 曲ノ平 まがりのひら
276 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 樋ノ上 ひのうえ
277 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 亀ノ許 かめのもと
278 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柿ノ平 かきのひら
279 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柿ノ平道ノ上 かきのひらみちのうえ
280 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 水樽裾 みずだるすそ
281 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 水樽 みずだる
282 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 水樽東 みずだるひがし
283 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 南屋敷上 みなみやしきうえ
284 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 栗ノ塔 くりのとう
285 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 本地 ほんち
286 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西本地 にしほんち
287 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二西本地 にのにしほんち
288 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 上地蔵谷 かみちくらたに
289 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 地蔵谷 じぞうたに
290 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに ナガレタ ながれた
291 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 東流田 ひがしながれた
292 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 丸岩向 まるいわむかい
293 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 仏木ノ下モ ほとけきのしも
294 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 丸岩淵 まるいわふち
295 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 椎峠畝崎 しいとうげうねざき
296 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 仏木 ほとけぎ
297 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 谷尻 たにじり
298 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩ヶ内谷 いわがうちたに
299 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中岩ヶ内谷 なかいわがうちたに
300 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩ヶ内下 いわがうちした
301 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩ヶ内 いわがうち
302 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 加味屋 かみや
303 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横畠道裏 よこばたけみちうら
304 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横畠道表 よこばたけみちおもて
305 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 城ノ森ノ南 しろのもりのみなみ
306 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二加味屋 にかみや
307 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 卵拓植藪 らんたくうえやぶ
308 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横道ノ上 よこみちのうえ
309 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西宮滝 にしみやたき
310 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 栂野尾 とがのお
311 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二栂野 にとがの
312 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 山父ノ岩屋 やまちちのいわや
313 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 山積畝 やまつみうね
314 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 楠木畝 くすのきうね
315 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 新屋敷上 しんやしきうえ
316 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 新屋敷 しんやしき
317 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 新屋敷下 しんやしきした
318 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 稲荷畝 いなりうね
319 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 椎峠 しいとうげ
320 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩山東 いわやまひがし
321 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 桑木淵 くわきぶち
322 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 馬野 うまの
323 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 馬野上 うまのうえ
324 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 世利淵南 せりふちみなみ
325 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 牛渡瀬 うしわたせ
326 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 若山 わかやま
327 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 茶ノ木原西 ちゃのきはらにし
328 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 井畝 いうね
329 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 八面 はちめん
330 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 谷口ノ裾 たにぐちのすそ
331 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大下上 おおしたうえ
332 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに セリ谷 せりたに
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333 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 谷口西 たにぐちにし
334 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 谷口 たにぐち
335 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに タヲハ たをは
336 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大畝道ノ上 おおうねみちのうえ
337 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大畝西ノ平 おおうねにしのひら
338 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 堀ノ本 ほりのもと
339 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 堀ノ本南 ほりのもとみなみ
340 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 多尾畝崎 たおうねざき
341 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西新宅畝 にししんたくうね
342 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 内野 うちの
343 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 多金剛谷 たこんごうたに
344 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 樽ノ木 たるのき
345 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大窪谷裾 おおくぼたにすそ
346 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 堀ノ本道下 ほりのもとみちした
347 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 連岳岩 れんがくいわ
348 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 草滝 くさたき
349 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 水ノ許 みずのもと
350 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岳ノ上 たけのうえ
351 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 柳ノ許 やなぎのもと
352 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 砂谷 すなたに
353 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 桧サコ影 ひのきさこかげ
354 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 桧サコ裾 ひのきさこすそ
355 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西屋敷 にしやしき
356 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大岳麓 おおたけふもと
357 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 喜助アタマ きすけあたま
358 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大平南 おおひらみなみ
359 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 南影山越 みなみかげやまこし
360 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 影山越 かげやまこし
361 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 三墓 みはか
362 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 横途 よこと
363 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 姥宮ノ左古 うばみやのさこ
364 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 姥宮東 うばみやひがし
365 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 檜サコ ひのきさこ
366 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二檜サコ にのひのきさこ
367 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 面畝西 めんうねにし
368 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 角石 かどいし
369 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二大窪 にのおおくぼ
370 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 向田 むかいだ
371 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 久井美佐古 くいみさこ
372 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 千神滝 せんがみたき
373 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大久保 おおくぼ
374 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 岩幹 いわみき
375 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 三宝下 さんぽうした
376 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大奈路 おおなろ
377 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 上大久保 かみおおくぼ
378 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 古池 ふるいけ
379 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 巽谷 たつみだに
380 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 井ノ谷 いのたに
381 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに タツカウチ山 たつかうちやま
382 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二ノ三墓 にのさんはか
383 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西裏山 にしうらやま
384 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二ノ西裏山 にのにしうらやま
385 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 一正木 いちのまさき
386 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二ノ正木 にのまさき
387 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 三ノ正木 さんのまさき
388 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 四ノ正木 よんのまさき
389 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 長野山 ながのやま
390 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 鷹場森 たかばもり
391 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 三ツ石山 みついしやま
392 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 馬荷床 うまにとこ
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393 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 大中沢 おおなかざわ
394 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二大中沢 にのおおなかざわ
395 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 二大中山 にのおおなかやま
396 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 四大中山 よんのおおなかやま
397 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 東山 ひがしやま
398 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 菖蒲谷 しょうぶだに
399 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 宮滝 みやたき
400 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 上影 うえかげ
401 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 下影 したかげ
402 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中ツ地 なかつち
403 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 中畝 なかうね
404 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 櫛外 くしげ
405 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 宮ノ前 みやのまえ
406 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 下奈路 しもなろ
407 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西ノ谷 にしのたに
408 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 西ノ岡 にしのおか
409 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 前ノ奈路 まえのなろ
410 30土佐山161 土佐山梶谷 とさやまかじたに 宮ノ上 みやのうえ
139 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 笑淵 えみぶち
140 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 唐谷 からたに
141 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 新道 しんみち
142 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 仏坂 ほとけさか
143 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 古川 ふるかわ
144 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中村向 なかむらむかい
145 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 梶株 かじかぶ
146 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 西ノ側 にしのがわ
147 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中村 なかむら
148 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 洲和崎 すわさき
149 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 片地 かたち
150 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大上 おおうえ
151 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 花屋 はなや
152 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 上花屋 かみはなや
153 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 楠木 くすき
154 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 菖蒲森 しょうぶもり
155 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ ウトギ うとぎ
156 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大平 おおひら
157 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 姥宮 うばみや
158 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 宮谷 みやたに
159 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 土居向 どいむかい
160 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 掛水 かけみず
161 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 桃原 ももはら
162 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 深山口 みやまぐち
163 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 東程窪 ひがしほどくぼ
164 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 水元 みずもと
165 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 二ツ石 ふたついし
166 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 桑ノ窪 くわのくぼ
167 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 後ロ山 うしろやま
168 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 七十曲リ ななじゅうまがり
169 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 指出 さしだし
170 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 駒背越 こませこし
171 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ タチメ たちめ
172 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ カケ山 かけやま
173 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 御在所 ございしょ
174 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 碁盤石 ごばんいし
175 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大元 おおもと
176 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 立石窪 たていしくぼ
177 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 立石 たていし
178 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 付合 つきあい
179 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中前 なかまえ
180 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中前蔭 なかまえかげ
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181 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 三丁向 さんちょうむかい
182 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 陸地石 りくちいし
183 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 小平山 こだいらやま
184 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大蔭 おおかげ
185 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 袖摺 そですり
186 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ ワカバガサコ わかばがさこ
187 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 三町峰 さんちょうみね
188 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中奈路 なかなろ
189 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 有ノ木 ありのき
190 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大久保 おおくぼ
191 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 上ミヤシキ かみやしき
192 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 三丁 さんちょう
193 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 樺 かば
194 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 東中野尾 ひがしなかのお
195 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 白滝 しろたき
196 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 大滝 おおたき
197 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 東檜山 ひがしひのきやま
198 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 西檜山 にしひのきやま
199 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 巌窟佐古 がんくつさこ
200 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 高巌 たかいわお
201 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 西中野尾 にしなかのお
202 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 瀬戸 せど
203 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ タアガチ たあがち
204 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 赤松ツ あかまつ
205 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ ウスギ うすぎ
206 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 菖蒲谷 しょうぶだに
207 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 馬野尾 うまのお
208 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 西程窪 にしほどくぼ
209 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 鬼藪 おにやぶ
210 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 船ノ佐古 ふねのさこ
211 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 赤滝 あかだき
212 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 上ハ土居 うわどい
213 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 土居 どい
214 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 中山 なかやま
215 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 越兼 こしかね
216 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 内野 うちの
217 30土佐山171 土佐山西川 とさやまにしがわ 下屋敷 しもやしき
1 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 井ノ木谷 いのきたに
2 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 棉ヶ谷 めんがたに
3 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大藪谷 おおやぶたに
4 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大藪元 おおやぶもと
5 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 橡ノ木ノ向ヒ くぬぎのきのむかひ
6 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大藪 おおやぶ
7 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 上道谷ノ西 うえみちたにのにし
8 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 上道谷ノ東 うえみちたにのひがし
9 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 鳥越 とりごえ
10 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 鍛冶屋窪 かじやくぼ
11 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 平治谷 へいじだに
12 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 樽ノ道 たるのみち
13 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 岩屋ノ元 いわやのもと
14 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 唐谷 からたに
15 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 神田 かんだ
16 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 与四郎屋敷 よしろうやしき
17 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 柏ノ佐古 かしわのさこ
18 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 茶山 ちゃやま
19 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 蟹越 かにこえ
20 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 尻木 しりき
21 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 田ノ上 たのうえ
22 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 佐次田ヶ奈路 さじたがなろ
23 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 橡ノ元 くぬぎのもと
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24 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ ナベラノ元 なべらのもと
25 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 平岩 ひらいわ
26 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 丸林 まるばやし
27 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 細藪 ほそやぶ
28 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大門 おおもん
29 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 北大門 きたおおもん
30 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 杉ノ本 すぎのもと
31 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 黒岩 くろいわ
32 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 奥ノ切 おくのきれ
33 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 助田 すけた
34 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 日裏 ひうら
35 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 高前 たかまえ
36 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 佐古田 さこた
37 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 梅ノ木元 うめのきもと
38 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中須賀ノ向ヒ なかすがのむかい
39 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中須賀ノ元 なかすがのもと
40 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中須賀 なかすが
41 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 滝ノ首 たきのくび
42 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長田ノ上ミ ながたのかみ
43 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長田 ながた
44 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長佐古 ながさこ
45 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 下釣井 しもつるい
46 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 樋ノ口 ひのくち
47 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 上ハ窪 うわくぼ
48 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 竹崎 たけざき
49 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 谷奥 たにおく
50 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 竹崎口 たけざきぐち
51 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大西 おおにし
52 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 西野谷 にしのたに
53 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 若葉ヶ滝 わかばがたき
54 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 橡ノ樹 くぬぎのき
55 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 橡ノ木ノ上 くぬぎのきのうえ
56 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 橡ノ木ノ元 くぬぎのきのもと
57 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 宮ノ元 みやのもと
58 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 宮ノ首 みやのくび
59 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 窪影 くぼかげ
60 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 淵ノ向ヒ ふちのむかひ
61 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 風呂ノ元 ふろのもと
62 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 鈴影 すずかげ
63 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 滝ノ宮 たきのみや
64 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 梅ノ木畑 うめのきばた
65 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 赤坂ノ元 あかさかのもと
66 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ ヲモ畝子 をもうね
67 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 赤坂 あかさか
68 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 釜ヶ薮 かまがやぶ
69 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 岩ノ元 いわのもと
70 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中畝 なかうね
71 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 蓬原 よもぎはら
72 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 原野下 はらのした
73 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 野々谷 ののたに
74 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 谷岩 たにいわ
75 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 北浦 きたうら
76 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 谷野元 たにのもと
77 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 茗荷佐古 みょうがさこ
78 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 椿谷 つばきだに
79 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中ノ谷 なかのたに
80 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 森屋 もりや
81 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長太夫石 ちょうだゆういし
82 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 井口 いぐち
83 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 在西 ざいにし
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84 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 有宮 ありみや
85 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 宮ノ西 みやのにし
86 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 兀石 こついし
87 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大荒 おおあれ
88 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 高尻木 たかしりき
89 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 高石 たかいし
90 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 古池 こいけ
91 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 田ヶ淵 たヶふち
92 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 西高尻木 にしたかしりき
93 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長石 ながいし
94 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 猿岩 さるいわ
95 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 角岩 すみいわ
96 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 飛渡 とびわたり
97 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 立道 たてみち
98 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 山城 やまじろ
99 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 朝霧 あさぎり
100 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 新奴田 しんぬだ
101 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大佐古 おおさこ
102 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 番屋 ばんや
103 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大野田 おおのだ
104 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 岳ノ首 たけのくび
105 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 波ヶ谷 なみがたに
106 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 疇崎 うねさき
107 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 新林 しんばやし
108 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 井ノ下 いのした
109 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 上浦 うえうら
110 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大屋敷 おおやしき
111 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 前田 まえだ
112 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 薮田 やぶた
113 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 詮議畑 せんぎばた
114 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 木（舟）ヶ奈路 ふねがなろ
115 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 杉ノ森 すぎのもり
116 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 杉ノ谷 すぎのたに
117 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 西ノ下 にしのした
118 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大奈路 おおなろ
119 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 林ノ元 はやしのもと
120 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 姥谷 うばだに
121 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 姥宮 うばみや
122 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 力石 ちからいし
123 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 中平 なかひら
124 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 姥西 うばにし
125 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大平上 おおひらうえ
126 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大平 おおひら
127 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 柿ノ佐古 かきのさこ
128 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 曲リ まがり
129 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 窪屋敷 くぼやしき
130 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 久保 くぼ
131 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 長トロ ながとろ
132 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 大元 おおもと
133 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 下モ窪 しもくぼ
134 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 高牛 たかうし
135 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 土居 どい
136 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 土居ノ前 どいのまえ
137 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 土居ノ西 どいのにし
138 30土佐山181 土佐山菖蒲 とさやましょうぶ 西ノ川 にしのかわ
455 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 仏ヶ岡 ほとけがおか
456 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 西ノ岡 にしのおか
457 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 五間地 ごけんち
458 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 蟇石 ひきいし
459 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 堀切 ほりきり
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460 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 鳴野 なるの
461 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 松ヶ佐古 まつがさこ
462 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 林ノ首 はやしのくび
463 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 草岳 くさだけ
464 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 高藪 たかやぶ
465 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 東大内上 ひがしおおうちうえ
466 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大内上影 おおうちうえかげ
467 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大内上 おおうちうえ
468 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 西大内上 にしおおうちうえ
469 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ハゲ滝 はげたき
470 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 下モ向イ しもむかい
471 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 笛吹 ふえふき
472 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 長佐古 ながさこ
473 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 雫滝 しずくたき
474 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 蔭山 かげやま
475 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 久保田 くぼた
476 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 曲リ まがり
477 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 川奈路 かわなろ
478 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 命保ヶ岩 めいほがいわ
479 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 菊渡瀬 きくわたせ
480 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ シダガ岳 しだがたけ
481 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 兼ヶ畝 かねがうね
482 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 三墓奈路 さんはかなろ
483 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 三墓ウド さんはかうど
484 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 上影 うえかげ
485 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 栗ノ木谷 くりのきたに
486 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 両地 りょうち
487 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 樺カ岳 かばがたけ
488 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 二ツ石 ふたついし
489 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 樽首ビ たるくび
490 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 黒美谷 くろみたに
491 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 横滝 よこたき
492 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 長守屋床 ながもりやどこ
493 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 櫟ヶ畝 くぬぎがうね
494 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 黒磯 くろいそ
495 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 樺ヶ畝 かばがうね
496 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ハイナベラ はいなべら
497 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 櫟ノ佐古 くぬぎのさこ
498 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 甚才樽 じんさいたる
499 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 伊保滝 いほたき
500 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 正木 まさき
501 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 西正木 にしまさき
502 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 滝山 たきやま
503 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 遅越 おそごえ
504 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 奥正木 おくまさき
505 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 申山 さるやま
506 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 烏帽子岩 えぼしいわ
507 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 蕾盆谷 つぼみぼんたに
508 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 笠松ヶタオ かさまつがたお
509 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 扇山 おうぎやま
510 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 木地屋敷 きじやしき
511 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 木藪 きやぶ
512 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 東川 ひがしかわ
513 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 七本コバ ななほんこば
514 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 悂山 へいやま
515 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 焼滝 やきたき
516 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 黒滝 くろたき
517 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 武左右衛門ケタカトヤ ぶさゆうえもんけたかとや

518 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 赤ラギ あからぎ
519 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大影山 おおかげやま
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520 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ サイノ川原 さいのかわら
521 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 工石 くいし
522 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 子ギノ尾影 ねぎのおかげ
523 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 丸山 まるやま
524 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 井口 いぐち
525 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ タアガ内 たあがうち
526 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ワサビノ畝 わさびのうね
527 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 落シ おちし
528 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ハチノス はちのす
529 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大畝 おおうね
530 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 城奈路 しろなろ
531 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 岡屋敷 おかやしき
532 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 樽 たる
533 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 石神 いしがみ
534 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 城 しろ
535 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 地主越 じぬしこえ
536 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ヒワダ ひわだ
537 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 白野 しろの
538 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 根木尾 ねぎお
539 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ コモリ こもり
540 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 久礼木 くれき
541 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ツエ谷 つえたに
542 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ハデガナロ はでがなろ
543 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 滝ノ下 たきのした
544 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 高岩差シ たかいわさし
545 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ コトノサコ ことのさこ
546 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 桂谷 かつらだに
547 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 檜木岳 ひのきだけ
548 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 僧ヶ内 そうがうち
549 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 欅ノ左古 けやきのひだりこ
550 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 吹ノ本 ふきのもと
551 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 金木 かなき
552 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 楮場ヶ谷 こうぞばがたに
553 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大岩屋 だいいわや
554 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ クタシノ畝 くたしのうね
555 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 金山 かねやま
556 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 久ヶ森 きゅうヶもり
557 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ タラ藪 たらやぶ
558 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ イチノマブ いちのまぶ
559 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 光石 ひかりいし
560 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ キワダガ溝 きわだがみぞ
561 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 井ノ内 いのうち
562 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 笠石 かさいし
563 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 滝ヶ畝 たきがうね
564 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 滝ヶ谷 たきがたに
565 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 宮ノ西 みやのにし
566 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 仙ドガ右 せんどがみぎ
567 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 宮ナロ みやなろ
568 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 林ノ本 はやしのもと
569 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 高ダヒ たかだひ
570 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 白石 しらいし
571 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 高林 たかばやし
572 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 唐谷 からたに
573 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大上エ おおうえ
574 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 有宮 ありみや
575 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 清水 しみず
576 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 瀬戸 せど
577 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 北竈 きたかまど
578 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 北河内 きたかわち
579 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 小岩屋 こいわや
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580 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 氏社 うじやしろ
581 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 的場 まとば
582 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 櫟木 くぬぎ
583 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 下モ屋敷 しもやしき
584 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 射ノ石 しゃのいし
585 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 門ト もんと
586 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 高畠 たかはた
587 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 仁右衛門釣井 じんうえもんつりい
588 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 梅ノ木橋 うめのきはし
589 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 宮ノ前 みやのまえ
590 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 林ノ西 はやしのにし
591 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 中須賀 なかすが
592 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 保草影 ほくさかげ
593 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 長アレ ながあれ
594 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 影 かげ
595 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ハデ床 はでとこ
596 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 竹ヶ佐古 たけがさこ
597 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 下坂 しもさか
598 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 大前 おおまえ
599 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ フロノ本 ふろのもと
600 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 木戸浦 きどうら
601 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 中谷 なかたに
602 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 射場ノ前 いばのまえ
603 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 水船 みずふね
604 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 仁井田宮 にいだみや
605 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 地蔵尾崎 じぞうおさき
606 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 安森 やすもり
607 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 榎 えのき
608 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 岩幹 いわみき
609 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 西地 にしち
610 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 楮原 かじはら
611 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 射保之森 いほのもり
612 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 井ノ上 いのうえ
613 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 鳶ガス とびがす
614 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 鍛冶屋 かじや
615 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 古城 こじょう
616 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 茶園 ちゃえん
617 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 片木 かたき
618 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 松ノ本 まつのもと
619 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 久保 くぼ
620 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 日比原 ひびはら
621 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 赤土 あかつち
622 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ モスロ もすろ
623 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ 下モ しも
624 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ウド穴 うどあな
625 30土佐山191 土佐山高川 とさやまたかかわ ヒビ原影 ひびはらかげ
1460 40春野100 平和 へいわ 字未設置 あざみせっち
922 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 東諸木 ひがしもろぎ
923 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 金子山 かねこやま
924 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 布治崎 ふじさき
925 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 宮田ホキ みやたほき
926 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 宮田ホキ山 みやたほきやま
927 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 中尾回レ なかおまわれ
928 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 古江 ふるえ
929 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 西宮田 にしみやた
930 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 今堀 いまほり
931 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 北落山 きたおちやま
932 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南落山 みなみおちやま
933 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 安後 やすご
934 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南浦 みなみうら
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935 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 萑ヶ森 かんがもり
936 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 垣添 かきてん
937 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 西仲野 にしなかの
938 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 溝田 みぞた
939 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 福間 ふくま
940 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 川原尻 かわらじり
941 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 内川原 うちかわら
942 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 滝ノ前 たきのまえ
943 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 灘谷 なだたに
944 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 金光山 かねみつやま
945 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 竹ヶ谷 たけがたに
946 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 久原山 ひさはらやま
947 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 畑本山 はたもとやま
948 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 堂ノ下 どうのした
949 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 森重 もりしげ
950 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 上田 うえた
951 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 門田 かどた
952 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 霜月田 しもつきた
953 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 池上（いけね） 池ノ上 いけのうえ
954 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 池ノ尻 いけのしり
955 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 小谷前 こたにまえ
956 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 汲川地 くみかわち
957 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 正楽 しょうらく
958 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 子ギヤシキ ねぎやしき
959 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 其ノ口 そのくち
960 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 森重山 もりしげやま
961 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 長谷山 はせやま
962 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 久原口 くはらくち
963 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 岩谷 いわたに
964 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ ススレ すすれ
965 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 泉口 いずみくち
966 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 板ノ前 いたのまえ
967 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 勘助谷 かんすけたに
968 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 根宜谷 子ギ谷山 ねぎたにやま
969 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 大谷山 おおたにやま
970 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 石崎山 いしざきやま
971 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 滝ノ下 たきのした
972 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 石崎 いしざき
973 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 宮ノ前 みやのまえ
974 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 木ノ内 きのうち
975 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 内福札表 うちふくふだおもて
976 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 外福札表 そとふくふだおもて
977 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 竜蔵 たつぞう
978 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 酒屋口 さかやくち
979 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 八子分 はちねぶん
980 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 門戸戸原西ノ窪 もんここはらにしのくぼ
981 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 時沢 ときさわ
982 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 西相木 にしあいき
983 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 西川 にしかわ
984 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 神母裏 いげうら
985 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 川窪 かわくぼ
986 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南相木 みなみあいき
987 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 上間 かみはざま
988 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 古畑 ふるはた
989 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 楽 らく
990 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 下ハザマ しもはざま
991 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 牛道 うしみち
992 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 水落 みずおち
993 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 子ギ前 ねぎまえ
994 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 天王 てんおお
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995 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ ソクイデン そくいでん
996 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 岩之表 いわのおもて
997 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 上関田 かみせきた
998 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 下関田 しもせきた
999 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 馬関 うませき
1000 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 朝皃口 あさまくくち
1001 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 唐戸 唐音 からおと
1002 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南カラウド みなみからうど
1003 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 石橋 いしはし
1004 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 北亀割山 きたかめわりやま
1005 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 亀割 亀割 かめわり
1006 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 北頭 きたかしら
1007 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南頭 みなみかしら
1008 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 内福田 うちふくだ
1009 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 中久保 なかくぼ
1010 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 坂本 さかもと
1011 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 福田 ふくだ
1012 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 北ノ丁 きたのちょう
1013 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南ノ丁 みなみのちょう
1014 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 頭ナシ かしらなし
1015 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ タレウド たれうど
1016 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 鳥坂山 とりさかやま
1017 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 国門山 くにかどやま
1018 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 国門 くにかど
1019 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 樋ノ口 ひのくち
1020 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 長田 ながた
1021 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 七日ビデン なのかびでん
1022 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 下東山分 しもひがしやまぶん
1023 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 古辻 ふるつじ
1024 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 三十代 さんじゅうだい
1025 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 横田 よこた
1026 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 光又 みつまた
1027 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 六反地 ろくたんじ
1028 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 上東山分 かみひがしやまぶん
1029 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 名村 なむら
1030 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 平岩 ひらいわ
1031 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 中野 なかの
1032 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 新橋 しんばし
1033 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 東広瀬 ひがしひろせ
1034 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 南浜 みなみはま
1035 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 西広瀬 にしひろせ
1036 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 神母畑 いげばた
1037 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 鷺分 さぎぶん
1038 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 垣之東 かきのひがし
1039 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 外堀田 そとほりた
1040 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 大久保 おおくぼ
1041 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 井ノ端 いのはた
1042 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 桶給 おけきゅう
1043 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 野ヅコ のづこ
1044 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 東柏木 ひがしかしわき
1045 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 中堀田 なかほりた
1046 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 堀田 ほりた
1047 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 丸田 まるた
1048 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 井之前 いのまえ
1049 40春野111 東諸木 ひがしもろぎ 東ノツゴ ひがしのつご
1050 40春野121 西諸木 にしもろぎ 城前 しろまえ
1051 40春野121 西諸木 にしもろぎ 西梶裏 にしかじうら
1052 40春野121 西諸木 にしもろぎ 中梶裏 なかかじうら
1053 40春野121 西諸木 にしもろぎ 茶臼森 ちゃうすもり
1054 40春野121 西諸木 にしもろぎ 藤崎 ふじさき
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1055 40春野121 西諸木 にしもろぎ 越知山 おちやま
1056 40春野121 西諸木 にしもろぎ 東梶裏 ひがしかじうら
1057 40春野121 西諸木 にしもろぎ 清源寺峰 せいげんじみね
1058 40春野121 西諸木 にしもろぎ 城首 しろくび
1059 40春野121 西諸木 にしもろぎ 乳ヶ森 ちちがもり
1060 40春野121 西諸木 にしもろぎ タカゲ たかげ
1061 40春野121 西諸木 にしもろぎ 坂ノ下 さかのした
1062 40春野121 西諸木 にしもろぎ 瓢箪口 ひょうたんくち
1063 40春野121 西諸木 にしもろぎ 田ノ谷 たのたに
1064 40春野121 西諸木 にしもろぎ 鳥ツバ とりつば
1065 40春野121 西諸木 にしもろぎ 清源寺 せいげんじ
1066 40春野121 西諸木 にしもろぎ ヲモヤ前 をもやまえ
1067 40春野121 西諸木 にしもろぎ 土居 どい
1068 40春野121 西諸木 にしもろぎ 馬場末 ばばすえ
1069 40春野121 西諸木 にしもろぎ 松本 まつもと
1070 40春野121 西諸木 にしもろぎ 越知 おち
1071 40春野121 西諸木 にしもろぎ 北山 きたやま
1072 40春野121 西諸木 にしもろぎ 樋ノ表 ひのおもて
1073 40春野121 西諸木 にしもろぎ 高田 たかだ
1074 40春野121 西諸木 にしもろぎ 北川内 きたかわうち
1075 40春野121 西諸木 にしもろぎ 国吉 くによし
1076 40春野121 西諸木 にしもろぎ 枝川 えだがわ
1077 40春野121 西諸木 にしもろぎ 置挙ゲ おきあげ
1078 40春野121 西諸木 にしもろぎ 小島 こじま
1079 40春野121 西諸木 にしもろぎ 小川尻 おがわしり
1080 40春野121 西諸木 にしもろぎ 須端 すはた
1081 40春野121 西諸木 にしもろぎ 北崎 きたさき
1082 40春野121 西諸木 にしもろぎ 坪江 つぼえ
1083 40春野121 西諸木 にしもろぎ 中川原 なかかわら
1084 40春野121 西諸木 にしもろぎ 竹ヶ端 たけがはた
1085 40春野121 西諸木 にしもろぎ 岩淵 いわぶち
613 40春野131 内ノ谷 うちのたに 南浅川 みなみあさかわ
614 40春野131 内ノ谷 うちのたに 北浅川 きたあさかわ
615 40春野131 内ノ谷 うちのたに 谷口 たにぐち
616 40春野131 内ノ谷 うちのたに 行吉 ぎょうきち
617 40春野131 内ノ谷 うちのたに 下森 したもり
618 40春野131 内ノ谷 うちのたに 小東 こひがし
619 40春野131 内ノ谷 うちのたに 南行吉 みなみぎょうきち
620 40春野131 内ノ谷 うちのたに ウツゲ谷 うつげたに
621 40春野131 内ノ谷 うちのたに 柳田 やなぎだ
622 40春野131 内ノ谷 うちのたに 大坪 おおつぼ
623 40春野131 内ノ谷 うちのたに 稲葉 いなば
624 40春野131 内ノ谷 うちのたに 千代馬ヶ谷 ちようまがたに
625 40春野131 内ノ谷 うちのたに 桑地 くわち
626 40春野131 内ノ谷 うちのたに 東高崎 ひがしたかさき
627 40春野131 内ノ谷 うちのたに 西高崎 にしたかさき
628 40春野131 内ノ谷 うちのたに 大小田 おおこだ
629 40春野131 内ノ谷 うちのたに 下八反地 しもはったんち
630 40春野131 内ノ谷 うちのたに 八反地 はったんち
631 40春野131 内ノ谷 うちのたに 南長川 みなみながかわ
632 40春野131 内ノ谷 うちのたに 北長川 きたながかわ
633 40春野131 内ノ谷 うちのたに 高添 たかぞえ
634 40春野131 内ノ谷 うちのたに 神母行 神母田 いげた
635 40春野131 内ノ谷 うちのたに 菖蒲谷 しょうぶたに
636 40春野131 内ノ谷 うちのたに 松田 まつだ
637 40春野131 内ノ谷 うちのたに ジョエン じょえん
638 40春野131 内ノ谷 うちのたに 中ノ丸 なかのまる
639 40春野131 内ノ谷 うちのたに ムカイ むかい
640 40春野131 内ノ谷 うちのたに 谷田 たにだ
641 40春野131 内ノ谷 うちのたに 花ノ木 はなのき



高知市の字一覧

2020/7/29 129/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

642 40春野131 内ノ谷 うちのたに 西山 にしやま
643 40春野131 内ノ谷 うちのたに 倉ノ内 くらのうち
644 40春野131 内ノ谷 うちのたに 吉次 よしつぐ
645 40春野131 内ノ谷 うちのたに 坂屋 さかや
646 40春野131 内ノ谷 うちのたに 中屋敷 なかやしき
647 40春野131 内ノ谷 うちのたに 弐反地 にたんち
648 40春野131 内ノ谷 うちのたに 中家屋敷 なかいえやしき
649 40春野131 内ノ谷 うちのたに 亀添 かめぞえ
650 40春野131 内ノ谷 うちのたに 高森 たかもり
651 40春野131 内ノ谷 うちのたに 長谷 はせ
652 40春野131 内ノ谷 うちのたに 馬詰 うまつめ
653 40春野131 内ノ谷 うちのたに 藤九郎谷 とうくろうたに
654 40春野131 内ノ谷 うちのたに イモジ谷 いもじたに
655 40春野131 内ノ谷 うちのたに 棚田 たなだ
656 40春野131 内ノ谷 うちのたに 田中 たなか
657 40春野131 内ノ谷 うちのたに 北川 きたがわ
658 40春野131 内ノ谷 うちのたに 皿田 さらた
659 40春野131 内ノ谷 うちのたに 隅田 すみだ
660 40春野131 内ノ谷 うちのたに 桃ノ本 もものもと
661 40春野131 内ノ谷 うちのたに カンジャウ かんじゃう
662 40春野131 内ノ谷 うちのたに 小池田 こいけだ
663 40春野131 内ノ谷 うちのたに 大池田 おおいけだ
664 40春野131 内ノ谷 うちのたに 米山 こめやま
665 40春野131 内ノ谷 うちのたに 中野 なかの
666 40春野131 内ノ谷 うちのたに 大田 おおた
667 40春野131 内ノ谷 うちのたに 塩野 しおの
668 40春野131 内ノ谷 うちのたに 葛原 くずはら
669 40春野131 内ノ谷 うちのたに 天神谷 てんじんだに
670 40春野131 内ノ谷 うちのたに 鷲尾 わしお
1273 40春野141 芳原 よしはら 大曲 おおまがり
1274 40春野141 芳原 よしはら 大芝勢 おおしばせい
1275 40春野141 芳原 よしはら 大芝 大芝 おおしば
1276 40春野141 芳原 よしはら 猿ヶ滝 さるがたき
1277 40春野141 芳原 よしはら 鍛冶屋敷 かじやしき
1278 40春野141 芳原 よしはら 本谷 ほんたに
1279 40春野141 芳原 よしはら 藤ヶ谷 ふじがたに
1280 40春野141 芳原 よしはら 梶ヶ谷 かじがたに
1281 40春野141 芳原 よしはら 下梶ヶ谷 しもかじがたに
1282 40春野141 芳原 よしはら 青ヶ谷 あおがたに
1283 40春野141 芳原 よしはら 堂ヶ谷 どうがたに
1284 40春野141 芳原 よしはら 神母木東平 いげきひがしひら
1285 40春野141 芳原 よしはら 神母ノ木 いげのき
1286 40春野141 芳原 よしはら 下神母ノ木 しもいげのき
1287 40春野141 芳原 よしはら 西モ谷 にしもたに
1288 40春野141 芳原 よしはら 日出川 ひでかわ
1289 40春野141 芳原 よしはら 奥釣井 おくつりい
1290 40春野141 芳原 よしはら 薬師堂 やくしどう
1291 40春野141 芳原 よしはら 本場ヶ段 ほんばがだん
1292 40春野141 芳原 よしはら 寺ヶ段 てらがだん
1293 40春野141 芳原 よしはら 奥ノ林 おくのはやし
1294 40春野141 芳原 よしはら 弁斉天 べんざいてん
1295 40春野141 芳原 よしはら 西坂本 にしさかもと
1296 40春野141 芳原 よしはら 水俣（人偏なし）屋 みなまたや
1297 40春野141 芳原 よしはら 返斉天端 べんざいてんはた
1298 40春野141 芳原 よしはら 奥飛山 おくとびやま
1299 40春野141 芳原 よしはら 東飛山 ひがしとびやま
1300 40春野141 芳原 よしはら 奥石ヶ谷 おくいしがたに
1301 40春野141 芳原 よしはら 坂本西平 さかもとにしひら
1302 40春野141 芳原 よしはら 隅田 すみた
1303 40春野141 芳原 よしはら 坂本 坂本 さかもと
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1304 40春野141 芳原 よしはら 東坂本 ひがしさかもと
1305 40春野141 芳原 よしはら 王子谷 おうじだに
1306 40春野141 芳原 よしはら 前ヶ内 まえがうち
1307 40春野141 芳原 よしはら 烏帽子前 えぼしまえ
1308 40春野141 芳原 よしはら 上リ戸 あがりと
1309 40春野141 芳原 よしはら 桜谷 さくらだに
1310 40春野141 芳原 よしはら 小僧 こぞう
1311 40春野141 芳原 よしはら 小芝 こしば
1312 40春野141 芳原 よしはら 東モ谷 ひがしもたに
1313 40春野141 芳原 よしはら 石神谷 いしがみたに
1314 40春野141 芳原 よしはら 桶屋 おけや
1315 40春野141 芳原 よしはら 流田 ながれた
1316 40春野141 芳原 よしはら 石神 いしがみ
1317 40春野141 芳原 よしはら 後入道 ごにゅうどう
1318 40春野141 芳原 よしはら 尾山 尾山 おやま
1319 40春野141 芳原 よしはら 室屋 上室屋 かみむろや
1320 40春野141 芳原 よしはら 古倉 ふるくら
1321 40春野141 芳原 よしはら 拾代山 じゅうだいやま
1322 40春野141 芳原 よしはら 南倉 みなみくら
1323 40春野141 芳原 よしはら 長畑 長畑 ながばたけ
1324 40春野141 芳原 よしはら 有ノ木 ありのき
1325 40春野141 芳原 よしはら 室屋 下室屋 しもむろや
1326 40春野141 芳原 よしはら 北ヶ内 きたがうち
1327 40春野141 芳原 よしはら 中山 なかやま
1328 40春野141 芳原 よしはら 清水ヶ谷勢 しみずがたにせい
1329 40春野141 芳原 よしはら 儀丁 ぎちょう
1330 40春野141 芳原 よしはら 南儀丁 みなみぎちょう
1331 40春野141 芳原 よしはら 奥儀丁山 おくぎちょうやま
1332 40春野141 芳原 よしはら 子安山 こやすやま
1333 40春野141 芳原 よしはら 東子安 ひがしこやす
1334 40春野141 芳原 よしはら 子安 こやす
1335 40春野141 芳原 よしはら 子安長谷山 こやすながたにやま
1336 40春野141 芳原 よしはら 西子安 にしこやす
1337 40春野141 芳原 よしはら 清水ヶ谷 しみずがたに
1338 40春野141 芳原 よしはら 奥清水ヶ谷 おくしみずがたに
1339 40春野141 芳原 よしはら 北渦尻 きたうずしり
1340 40春野141 芳原 よしはら 南渦尻 みなみうずしり
1341 40春野141 芳原 よしはら 新田 しんでん
1342 40春野141 芳原 よしはら 勘定 かんじょう
1343 40春野141 芳原 よしはら 東勘定 ひがしかんじょう
1344 40春野141 芳原 よしはら 檜ノ内 ひのきのうち
1345 40春野141 芳原 よしはら 折川 折川 おりかわ
1346 40春野141 芳原 よしはら 折川山 おりかわやま
1347 40春野141 芳原 よしはら 東原 ひがしはら
1348 40春野141 芳原 よしはら 中場谷 なかばたに
1349 40春野141 芳原 よしはら 北東ノ原 きたひがしのはら
1350 40春野141 芳原 よしはら 南東ノ原 みなみひがしのはら
1351 40春野141 芳原 よしはら 清水ヶ谷口 しみずがたにくち
1352 40春野141 芳原 よしはら 北馬路 きたうまじ
1353 40春野141 芳原 よしはら 馬路山 うまじやま
1354 40春野141 芳原 よしはら 多武ノ元 たぶのもと
1355 40春野141 芳原 よしはら 稲毛 いなげ
1356 40春野141 芳原 よしはら 馬路 馬路 うまじ
1357 40春野141 芳原 よしはら 南馬路山 みなみうまじやま
1358 40春野141 芳原 よしはら 南馬路 みなみうまじ
1359 40春野141 芳原 よしはら 馬路添 うまじぞえ
1360 40春野141 芳原 よしはら 堂崎 どうざき
1361 40春野141 芳原 よしはら 中ノ口 なかのくち
1362 40春野141 芳原 よしはら 東山 ひがしやま
1363 40春野141 芳原 よしはら 北前田 きたまえだ
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1364 40春野141 芳原 よしはら 前田山 まえだやま
1365 40春野141 芳原 よしはら 唐戸 唐音口 からおとくち
1366 40春野141 芳原 よしはら 北山添 きたやまぞえ
1367 40春野141 芳原 よしはら 磯戸 磯戸 いそど
1368 40春野141 芳原 よしはら 磯戸端 いそどはた
1369 40春野141 芳原 よしはら 神田沢 かんださわ
1370 40春野141 芳原 よしはら 北神田 きたかんだ
1371 40春野141 芳原 よしはら 北神田山 きたかんだやま
1372 40春野141 芳原 よしはら 北神田谷 きたかんだたに
1373 40春野141 芳原 よしはら 南神田 みなみかんだ
1374 40春野141 芳原 よしはら 神田口 かんだくち
1375 40春野141 芳原 よしはら 東沢 ひがしさわ
1376 40春野141 芳原 よしはら 南神田谷 みなみかんだたに
1377 40春野141 芳原 よしはら 光清山 みつきよやま
1378 40春野141 芳原 よしはら 奥光清 おくみつきよ
1379 40春野141 芳原 よしはら 光清長谷 みつきよながたに
1380 40春野141 芳原 よしはら 愛宕山 あたごやま
1381 40春野141 芳原 よしはら 並松 なみまつ
1382 40春野141 芳原 よしはら 光清 みつきよ
1383 40春野141 芳原 よしはら 光清山ノ端 みつきよやまのはた
1384 40春野141 芳原 よしはら 光清口 みつきよくち
1385 40春野141 芳原 よしはら 大谷 おおたに
1386 40春野141 芳原 よしはら 奥大谷 おくおおたに
1387 40春野141 芳原 よしはら 大谷山 おおたにやま
1388 40春野141 芳原 よしはら 横田 よこた
1389 40春野141 芳原 よしはら 桜ノ下 さくらのした
1390 40春野141 芳原 よしはら 山添 やまぞえ
1391 40春野141 芳原 よしはら 成王子 なるおおじ
1392 40春野141 芳原 よしはら 石橋 いしばし
1393 40春野141 芳原 よしはら 赤坂 あかさか
1394 40春野141 芳原 よしはら 大曲 おおまがり
1395 40春野141 芳原 よしはら 藤崎 ふじさき
1396 40春野141 芳原 よしはら 清水 しみず
1397 40春野141 芳原 よしはら 大町 おおまち
1398 40春野141 芳原 よしはら 東延利 ひがしのぶとし
1399 40春野141 芳原 よしはら 丁免 ちょうめん
1400 40春野141 芳原 よしはら 西延利 にしのぶとし
1401 40春野141 芳原 よしはら 五反田 ごたんだ
1402 40春野141 芳原 よしはら 東泉 ひがしいずみ
1403 40春野141 芳原 よしはら 梅壇ノ木 うめだんのき
1404 40春野141 芳原 よしはら 一貫田 いっかんた
1405 40春野141 芳原 よしはら 寄兼 よりかね
1406 40春野141 芳原 よしはら 打溜 うちだまり
1407 40春野141 芳原 よしはら 南堀 みなみほり
1408 40春野141 芳原 よしはら 大門 おおもん
1409 40春野141 芳原 よしはら 城山 しろやま
1410 40春野141 芳原 よしはら 北堀 きたほり
1411 40春野141 芳原 よしはら 東堀 ひがしほり
1412 40春野141 芳原 よしはら 椎ノ木 しいのき
1413 40春野141 芳原 よしはら 江路 えみち
1414 40春野141 芳原 よしはら 西沢 にしざわ
1415 40春野141 芳原 よしはら 竹下 たけした
1416 40春野141 芳原 よしはら 南三十代 みなみさんじゅうだい
1417 40春野141 芳原 よしはら 三十代 三十代 さんじゅうだい
1418 40春野141 芳原 よしはら 上竹ノ下 かみたけのした
1419 40春野141 芳原 よしはら 松山沢 まつやまさわ
1420 40春野141 芳原 よしはら 北三十代 きたさんじゅうだい
1421 40春野141 芳原 よしはら 笠掛 かさかけ
1422 40春野141 芳原 よしはら 穴田口 あなたくち
1423 40春野141 芳原 よしはら 南楽善山 みなみらくぜんやま
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1424 40春野141 芳原 よしはら 楽善端 らくぜんはた
1425 40春野141 芳原 よしはら 関ノ元 せきのもと
1426 40春野141 芳原 よしはら 釣井尻 つりいしり
1427 40春野141 芳原 よしはら 山崎 やまさき
1428 40春野141 芳原 よしはら 宮地 みやち
1429 40春野141 芳原 よしはら 中泉 なかいずみ
1430 40春野141 芳原 よしはら 東小路 ひがししょうじ
1431 40春野141 芳原 よしはら 丸畑 丸畑 まるばたけ
1432 40春野141 芳原 よしはら 出口 でぐち
1433 40春野141 芳原 よしはら 森 もり
1434 40春野141 芳原 よしはら 北森 きたもり
1435 40春野141 芳原 よしはら 箕越 みのこし
1436 40春野141 芳原 よしはら 弓場 ゆみば
1437 40春野141 芳原 よしはら 倉 蔵 くら
1438 40春野141 芳原 よしはら 泉ノ元 いずみのもと
1439 40春野141 芳原 よしはら 佃山 つくだやま
1440 40春野141 芳原 よしはら 南楽善 みなみらくぜん
1441 40春野141 芳原 よしはら 北楽善 きたらくぜん
1442 40春野141 芳原 よしはら 楽善山東平 らくぜんやまひがしひら
1443 40春野141 芳原 よしはら 楽善山西平 らくぜんやまにしひら
1444 40春野141 芳原 よしはら 穴田 あなた
1445 40春野141 芳原 よしはら 奥穴田 おくあなた
1446 40春野141 芳原 よしはら 北楽善山 きたらくぜんやま
1447 40春野141 芳原 よしはら 山台 やまだい
1448 40春野141 芳原 よしはら 西ノ谷 西ノ谷 にしのたに
1449 40春野141 芳原 よしはら 神母山 いげやま
1450 40春野141 芳原 よしはら 後ヶ内 うしろがうち
1451 40春野141 芳原 よしはら 堂角谷 どうかくだに
1452 40春野141 芳原 よしはら 堂角 どうかく
1453 40春野141 芳原 よしはら サバイツボ さばいつぼ
1454 40春野141 芳原 よしはら 飛山端 とびやまはた
1455 40春野141 芳原 よしはら 桶谷 おけたに
1456 40春野141 芳原 よしはら 飛山 とびやま
1457 40春野141 芳原 よしはら 石ヶ谷 いしがたに
1458 40春野141 芳原 よしはら 東石ヶ ひがしいしが
1459 40春野141 芳原 よしはら 横手山 よこてやま
312 40春野151 西分 にしぶん 北堂ヶ奈路 きたどうがなろ
313 40春野151 西分 にしぶん 堂ヶ奈路 どうがなろ
314 40春野151 西分 にしぶん 見附 みつけ
315 40春野151 西分 にしぶん 自留蔵口 じるぞうぐち
316 40春野151 西分 にしぶん 奥曲口 おくまがりくち
317 40春野151 西分 にしぶん 加羅谷 からたに
318 40春野151 西分 にしぶん 祖父ヶ谷 そふがたに
319 40春野151 西分 にしぶん 治国谷仲田 じこくたになかた
320 40春野151 西分 にしぶん 山ハ神 やまはかみ
321 40春野151 西分 にしぶん 治国谷四本松口 じこくたにしほんまつぐち

322 40春野151 西分 にしぶん 治国谷 じこくたに
323 40春野151 西分 にしぶん 茂城 しげしろ
324 40春野151 西分 にしぶん 長谷川 はせがわ
325 40春野151 西分 にしぶん 菰谷口 まこもたにぐち
326 40春野151 西分 にしぶん イヤガ谷 いやがたに
327 40春野151 西分 にしぶん ウツゲ谷 うつげたに
328 40春野151 西分 にしぶん 三滝山 みたきやま
329 40春野151 西分 にしぶん 東大谷 ひがしおおたに
330 40春野151 西分 にしぶん 北銭神 きたぜにかみ
331 40春野151 西分 にしぶん 南銭神 みなみぜにかみ
332 40春野151 西分 にしぶん 十田関 とおだせき
333 40春野151 西分 にしぶん 水神堂 すいじんどう
334 40春野151 西分 にしぶん 羽勢ヶ谷 はせいがたに
335 40春野151 西分 にしぶん 大関 おおぜき
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336 40春野151 西分 にしぶん 寺尾谷公有地 てらおだにこうゆうち
337 40春野151 西分 にしぶん 山神谷 やまがみたに
338 40春野151 西分 にしぶん 胴ヶ奥 どうがおく
339 40春野151 西分 にしぶん 北谷 きただに
340 40春野151 西分 にしぶん 岡ノ本山 おかのもとやま
341 40春野151 西分 にしぶん 関本 せきもと
342 40春野151 西分 にしぶん 蔵王 ざおう
343 40春野151 西分 にしぶん 妹谷山 いもうとたにやま
344 40春野151 西分 にしぶん 日恵司ヶ平 ひけいしがひら
345 40春野151 西分 にしぶん 水落奥 みずおちおく
346 40春野151 西分 にしぶん 北西奥 きたにしおく
347 40春野151 西分 にしぶん 伝太谷 でんたたに
348 40春野151 西分 にしぶん ツエガ谷 つえがたに
349 40春野151 西分 にしぶん 筋羅ヶ谷山 すじらがたにやま
350 40春野151 西分 にしぶん 筋羅ヶ谷 すじらがたに
351 40春野151 西分 にしぶん 桃ヶ谷 ももがたに
352 40春野151 西分 にしぶん 北十田山 きたとおだやま
353 40春野151 西分 にしぶん 赤豆谷 あかまめたに
354 40春野151 西分 にしぶん 北中畝 きたなかうね
355 40春野151 西分 にしぶん 中畝 なかうね
356 40春野151 西分 にしぶん 南中畝 みなみなかうね
357 40春野151 西分 にしぶん 東奥 ひがしおく
358 40春野151 西分 にしぶん 東奥山 ひがしおくやま
359 40春野151 西分 にしぶん イモ谷 いもたに
360 40春野151 西分 にしぶん 宮ノ前 みやのまえ
361 40春野151 西分 にしぶん 船ツケ山 ふなつけやま
362 40春野151 西分 にしぶん 樺谷 かばたに
363 40春野151 西分 にしぶん 樺谷東ノ平 かばたにひがしのひら
364 40春野151 西分 にしぶん 中所谷西奥 なかところたににしおく
365 40春野151 西分 にしぶん 東所谷奥 ひがしところたにおく
366 40春野151 西分 にしぶん 東所谷ノ中 ひがしところたにのなか
367 40春野151 西分 にしぶん 中所谷ノ中 なかところたにのなか
368 40春野151 西分 にしぶん 小樺谷 こかばたに
369 40春野151 西分 にしぶん 東樺谷山 ひがしかばたにやま
370 40春野151 西分 にしぶん 色ヶ谷 いろがたに
371 40春野151 西分 にしぶん 色ヶ谷山 いろがたにやま
372 40春野151 西分 にしぶん 山際 やまぎわ
373 40春野151 西分 にしぶん 中野 なかの
374 40春野151 西分 にしぶん 坪棟 つぼとう
375 40春野151 西分 にしぶん 磯ヶ端 いそがはた
376 40春野151 西分 にしぶん 西ノ地山 にしのじやま
377 40春野151 西分 にしぶん 善丸山続 ぜんまるやまつづき
378 40春野151 西分 にしぶん 黒竹原 くろたけはら
379 40春野151 西分 にしぶん 黒竹原山 くろたけはらやま
380 40春野151 西分 にしぶん 西奥口 にしおくぐち
381 40春野151 西分 にしぶん 十田東山 とおだひがしやま
382 40春野151 西分 にしぶん 十田 十田 とおだ
383 40春野151 西分 にしぶん 丸山北ノ谷 まるやまきたのたに
384 40春野151 西分 にしぶん 松岡丸山 まつおかまるやま
385 40春野151 西分 にしぶん 松岡南山 まつおかみなみやま
386 40春野151 西分 にしぶん 西屋式 にしやしき
387 40春野151 西分 にしぶん 大畠 おおはた
388 40春野151 西分 にしぶん 斧谷 おのたに
389 40春野151 西分 にしぶん 川田屋式 かわだやしき
390 40春野151 西分 にしぶん 三ツ淵 みつふち
391 40春野151 西分 にしぶん 小屋ヶ谷 こやがたに
392 40春野151 西分 にしぶん ヒヨ谷 ひよたに
393 40春野151 西分 にしぶん ヒヨ谷山 ひよたにやま
394 40春野151 西分 にしぶん 梨子ヶ谷山 なしがたにやま
395 40春野151 西分 にしぶん 丸ヶ谷山 まるがたにやま
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396 40春野151 西分 にしぶん 未久山 みひさやま
397 40春野151 西分 にしぶん 今宮 いまみや
398 40春野151 西分 にしぶん 比羅曽ヶ森 ひらそがもり
399 40春野151 西分 にしぶん 大城ヶ谷 おおしろがたに
400 40春野151 西分 にしぶん 孫市谷 まごいちたに
401 40春野151 西分 にしぶん 西所谷 にしところだに
402 40春野151 西分 にしぶん 中所谷東口 なかところだにひがしぐち

403 40春野151 西分 にしぶん 東所谷ノ南 ひがしところだにのみなみ

404 40春野151 西分 にしぶん 所谷東平 ところだにひがしひら
405 40春野151 西分 にしぶん 所谷 ところだに
406 40春野151 西分 にしぶん 北中山 きたなかやま
407 40春野151 西分 にしぶん 南中山 みなみなかやま
408 40春野151 西分 にしぶん 北間坂 きたまさか
409 40春野151 西分 にしぶん 大南呂 おおなんろ
410 40春野151 西分 にしぶん 弟子ヶ谷 でしがたに
411 40春野151 西分 にしぶん 間坂 まさか
412 40春野151 西分 にしぶん 台城口 だいじょうぐち
413 40春野151 西分 にしぶん 中台城 なかだいじょう
414 40春野151 西分 にしぶん 越ヶ谷東奥 こえがたにひがしおく
415 40春野151 西分 にしぶん 越ヶ谷口 こえがたにくち
416 40春野151 西分 にしぶん 越ヶ谷西奥 こえがたににしおく
417 40春野151 西分 にしぶん 城ヶ谷北西平 しろがたにきたにしひら
418 40春野151 西分 にしぶん 越ヶ谷 こえがたに
419 40春野151 西分 にしぶん 越ヶ谷口西平 こえがたにくちにしひら
420 40春野151 西分 にしぶん 南折口 みなみおりぐち
421 40春野151 西分 にしぶん 折口 おりぐち
422 40春野151 西分 にしぶん 窪田 くぼた
423 40春野151 西分 にしぶん 笠松山 かさまつやま
424 40春野151 西分 にしぶん 三谷峠 みたにとおげ
425 40春野151 西分 にしぶん 東路 ひがしじ
426 40春野151 西分 にしぶん 西和田 にしわだ
427 40春野151 西分 にしぶん 吉久 よしひさ
428 40春野151 西分 にしぶん 竹ノ下 たけのした
429 40春野151 西分 にしぶん 永町 ながまち
430 40春野151 西分 にしぶん 串岡 くしおか
431 40春野151 西分 にしぶん 城山 しろやま
432 40春野151 西分 にしぶん 西和田 にしわだ
433 40春野151 西分 にしぶん 丸ヶ谷 まるがたに
434 40春野151 西分 にしぶん 南丸谷 みなみまるたに
435 40春野151 西分 にしぶん 丸山 まるやま
436 40春野151 西分 にしぶん 再開司 さいかいし
437 40春野151 西分 にしぶん 己屋ヶ谷山 こやがたにやま
438 40春野151 西分 にしぶん 一楽 いちらく
439 40春野151 西分 にしぶん 八ヶ森 やつがもり
440 40春野151 西分 にしぶん 甘恵司ヶ谷 あまけいしがたに
441 40春野151 西分 にしぶん 長畝 ながうね
442 40春野151 西分 にしぶん 萩ノ尾 はぎのお
443 40春野151 西分 にしぶん 柿田 かきた
444 40春野151 西分 にしぶん 若宮 わかみや
445 40春野151 西分 にしぶん 若宮社 わかみやしゃ
446 40春野151 西分 にしぶん 化粧田 けわいだ
447 40春野151 西分 にしぶん 岩戸社 いわとしゃ
448 40春野151 西分 にしぶん 中山 なかやま
449 40春野151 西分 にしぶん 観音山 かんのんやま
450 40春野151 西分 にしぶん 六郎 ろくろう
451 40春野151 西分 にしぶん 六郎山 ろくろうやま
452 40春野151 西分 にしぶん 名泉 めいせん
453 40春野151 西分 にしぶん 草端 くさはた
454 40春野151 西分 にしぶん 柳ヶ和田 やなぎがわだ
455 40春野151 西分 にしぶん 新発地 しんはつち
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456 40春野151 西分 にしぶん 穂登毛谷 ほとけだに
457 40春野151 西分 にしぶん 潰坂 つえさか
458 40春野151 西分 にしぶん 市長 いちなが
459 40春野151 西分 にしぶん 九曲戸 くまがりと
460 40春野151 西分 にしぶん 奥九曲戸 おくくまがりと
461 40春野151 西分 にしぶん 壁田 かべた
462 40春野151 西分 にしぶん 恵奈加良 えなから
463 40春野151 西分 にしぶん 行道司 ぎょうどうし
464 40春野151 西分 にしぶん 鳶谷 とびたに
465 40春野151 西分 にしぶん 長崎 ながさき
466 40春野151 西分 にしぶん 新頭 しんがしら
467 40春野151 西分 にしぶん 太刀田 たちた
468 40春野151 西分 にしぶん 南新発地 みなみしんはつち
469 40春野151 西分 にしぶん 山路ヶ後 やまじがうしろ
470 40春野151 西分 にしぶん 窪ノ廉 くぼのかど
471 40春野151 西分 にしぶん 北明開 きためいかい
472 40春野151 西分 にしぶん 北大用 きたおおゆう
473 40春野151 西分 にしぶん 太用 たよう
474 40春野151 西分 にしぶん 西ノ内 にしのうち
475 40春野151 西分 にしぶん 伊勢ノ宮 いせのみや
476 40春野151 西分 にしぶん 大神宮社 だいじんぐうしゃ
477 40春野151 西分 にしぶん 西ノ峰 にしのみね
478 40春野151 西分 にしぶん 日岸田 ひきした
479 40春野151 西分 にしぶん 義和谷 ぎわたに
480 40春野151 西分 にしぶん 小義和谷 こぎわたに
481 40春野151 西分 にしぶん 逢瀬 おうせ
482 40春野151 西分 にしぶん 宮谷 みやたに
483 40春野151 西分 にしぶん 八幡宮 はちまんぐう
484 40春野151 西分 にしぶん 馬場ノ南 ばばのみなみ
485 40春野151 西分 にしぶん 増井 増井 ますい
486 40春野151 西分 にしぶん 馬場末 ばばすえ
487 40春野151 西分 にしぶん 奥屋敷 おくやしき
488 40春野151 西分 にしぶん 佾屋鋪 いつやしき
489 40春野151 西分 にしぶん 成岡 なるおか
490 40春野151 西分 にしぶん 福市 ふくいち
491 40春野151 西分 にしぶん 南地 みなみち
492 40春野151 西分 にしぶん 増井沖 ますいおき
493 40春野151 西分 にしぶん 吉良社 きらしゃ
494 40春野151 西分 にしぶん 明神前 みょうじんまえ
495 40春野151 西分 にしぶん 竹ノ内 たけのうち
496 40春野151 西分 にしぶん 比瀬司川 ひせじがわ
497 40春野151 西分 にしぶん 南岡ノ瀬 みなみおかのせ
498 40春野151 西分 にしぶん 東岡ノ瀬 ひがしおかのせ
499 40春野151 西分 にしぶん 岡ノ瀬 おかのせ
500 40春野151 西分 にしぶん 藤太郎 とうたろう
501 40春野151 西分 にしぶん 東藤太郎 ひがしとうたろう
502 40春野151 西分 にしぶん 中島 なかじま
503 40春野151 西分 にしぶん 光善 みつぜん
504 40春野151 西分 にしぶん 南光善 みなみみつぜん
505 40春野151 西分 にしぶん 内堀 うちほり
506 40春野151 西分 にしぶん 上川原 かみかわら
507 40春野151 西分 にしぶん 中川原 なかかわら
508 40春野151 西分 にしぶん 下川原 しもかわら
509 40春野151 西分 にしぶん 南田揚 みなみたあげ
510 40春野151 西分 にしぶん 東田揚 ひがしたあげ
511 40春野151 西分 にしぶん 北田揚 きたたあげ
512 40春野151 西分 にしぶん 東内堀 ひがしうちほり
513 40春野151 西分 にしぶん 田揚山 たあげやま
514 40春野151 西分 にしぶん 弘光 ひろみつ
515 40春野151 西分 にしぶん 天神東 てんじんひがし
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516 40春野151 西分 にしぶん 天神 てんじん
517 40春野151 西分 にしぶん 社 やしろ
518 40春野151 西分 にしぶん 八王子 はちおうじ
519 40春野151 西分 にしぶん 池田西平 いけだにしひら
520 40春野151 西分 にしぶん 東林坊 とうりんぼう
521 40春野151 西分 にしぶん 池田 池田 いけだ
522 40春野151 西分 にしぶん 胡麻谷北森 ごまだにきたもり
523 40春野151 西分 にしぶん 南胡麻谷 みなみごまだに
524 40春野151 西分 にしぶん 大谷口 おおたにぐち
525 40春野151 西分 にしぶん 大谷 おおたに
526 40春野151 西分 にしぶん 胡麻谷 ごまだに
527 40春野151 西分 にしぶん 西ノ森 にしのもり
528 40春野151 西分 にしぶん 森屋式 もりやしき
529 40春野151 西分 にしぶん 穂解ヶ和田 ほけがわだ
530 40春野151 西分 にしぶん 日開谷 ひかいだに
531 40春野151 西分 にしぶん 岡西ノ谷 おかにしのたに
532 40春野151 西分 にしぶん 岡東ノ谷 おかひがしのたに
533 40春野151 西分 にしぶん 七畝間地東平 ななうねあいだちひがしひら

534 40春野151 西分 にしぶん 七畝間地 ななうねあいだち
535 40春野151 西分 にしぶん 落溜 おちだまり
536 40春野151 西分 にしぶん 船戸崎 ふなとざき
537 40春野151 西分 にしぶん 北船戸崎 きたふなとざき
538 40春野151 西分 にしぶん 城堀 しろほり
539 40春野151 西分 にしぶん 中沢 なかざわ
540 40春野151 西分 にしぶん 西ノ谷 にしのたに
541 40春野151 西分 にしぶん 弓場東森 ゆみばひがしもり
542 40春野151 西分 にしぶん 弓場南ノ森 ゆみばみなみのもり
543 40春野151 西分 にしぶん 弓場西ノ森 ゆみばにしのもり
544 40春野151 西分 にしぶん 北中沢 きたなかざわ
545 40春野151 西分 にしぶん 南持田 みなみもちだ
546 40春野151 西分 にしぶん 持田 もちだ
547 40春野151 西分 にしぶん 曲弥 まがりや
548 40春野151 西分 にしぶん 南林口 みなみはやしぐち
549 40春野151 西分 にしぶん 林口 はやしぐち
550 40春野151 西分 にしぶん 永田口 ながたくち
551 40春野151 西分 にしぶん 林谷 はやしだに
552 40春野151 西分 にしぶん 宝司部 圃司分 ほしぶ
553 40春野151 西分 にしぶん 金松 かねまつ
554 40春野151 西分 にしぶん ヲモセノ谷 をもせのたに
555 40春野151 西分 にしぶん 湯之芝 ゆのしば
556 40春野151 西分 にしぶん 正勇司 せいゆうし
557 40春野151 西分 にしぶん 船頭 せんどう
558 40春野151 西分 にしぶん 東馳田 ひがしはせだ
559 40春野151 西分 にしぶん 菊ヶ谷 きくがたに
560 40春野151 西分 にしぶん 細田 ほそだ
561 40春野151 西分 にしぶん 馳田 はせだ
562 40春野151 西分 にしぶん 旦過 たんが
563 40春野151 西分 にしぶん 北五反地 きたごたんじ
564 40春野151 西分 にしぶん 五反地 ごたんじ
565 40春野151 西分 にしぶん トン田 とんだ
566 40春野151 西分 にしぶん 清保 きよやす
567 40春野151 西分 にしぶん 金屋 かなや
568 40春野151 西分 にしぶん 市ノ前 いちのまえ
569 40春野151 西分 にしぶん 古市 ふるいち
570 40春野151 西分 にしぶん 東坊ヶ内 ひがしぼうがうち
571 40春野151 西分 にしぶん 楠東 くすひがし
572 40春野151 西分 にしぶん 桑ノ本 くわのもと
573 40春野151 西分 にしぶん 南遺田 みなみいた
574 40春野151 西分 にしぶん 鎌田 かまた
575 40春野151 西分 にしぶん 喜助ヶ端 きすけがはた
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576 40春野151 西分 にしぶん 新麦地 しんむぎち
577 40春野151 西分 にしぶん 南樋ノ口 みなみひのくち
578 40春野151 西分 にしぶん 馬城 うましろ
579 40春野151 西分 にしぶん 明開 めいかい
580 40春野151 西分 にしぶん 亀釣井 かめつりい
581 40春野151 西分 にしぶん 東土居畠 ひがしどいはた
582 40春野151 西分 にしぶん 中土居畠 なかどいはた
583 40春野151 西分 にしぶん 西土居畠 にしどいはた
584 40春野151 西分 にしぶん 坊ヶ内 ぼうがうち
585 40春野151 西分 にしぶん 橋詰 はしつめ
586 40春野151 西分 にしぶん 長岡 ながおか
587 40春野151 西分 にしぶん 東長岡 ひがしながおか
588 40春野151 西分 にしぶん 遺田 いた
589 40春野151 西分 にしぶん 秋葉山 あきはやま
590 40春野151 西分 にしぶん 川淵前 かわぶちまえ
591 40春野151 西分 にしぶん 川淵 川淵 こぶち
592 40春野151 西分 にしぶん 谷田 たにだ
593 40春野151 西分 にしぶん 谷田北ノ森 たにだきたのもり
594 40春野151 西分 にしぶん 川淵東平 こぶちひがしひら
595 40春野151 西分 にしぶん 柿ヶ和田西平 かきがわだにしひら
596 40春野151 西分 にしぶん 柿ヶ和田 かきがわだ
597 40春野151 西分 にしぶん 柿ヶ和田東平 かきがわだひがしひら
598 40春野151 西分 にしぶん 永田 ながた
599 40春野151 西分 にしぶん 永田北峰 ながたきたみね
600 40春野151 西分 にしぶん 永谷 ながたに
601 40春野151 西分 にしぶん 菜園所 なえんところ
602 40春野151 西分 にしぶん 牛ヶ谷 うしがたに
603 40春野151 西分 にしぶん 南笠掛 みなみかさかけ
604 40春野151 西分 にしぶん 泉ヶ谷口 いずみがたにぐち
605 40春野151 西分 にしぶん 泉ヶ谷 いずみがたに
606 40春野151 西分 にしぶん 多賀田 たがた
607 40春野151 西分 にしぶん 泉ヶ谷西平 いずみがたににしひら
608 40春野151 西分 にしぶん 泉ヶ谷北森 いずみがたにきたもり
609 40春野151 西分 にしぶん 北泉ヶ和田 きたいずみがわだ
610 40春野151 西分 にしぶん 黒岩ノ森 くろいわのもり
611 40春野151 西分 にしぶん 黒岩 くろいわ
612 40春野151 西分 にしぶん 出司ヶ峰 でしがみね
231 40春野211 甲殿 こうどの 栗ケ くりけ
232 40春野211 甲殿 こうどの 甫家 東ホキ ひがしほき
233 40春野211 甲殿 こうどの 高森 たかもり
234 40春野211 甲殿 こうどの 高畑 たかはた
235 40春野211 甲殿 こうどの 塩滝 しおたき
236 40春野211 甲殿 こうどの 荷坂 にさか
237 40春野211 甲殿 こうどの 南谷 みなみだに
238 40春野211 甲殿 こうどの 深谷 ふかたに
239 40春野211 甲殿 こうどの 大谷山 おおたにやま
240 40春野211 甲殿 こうどの 大谷 おおたに
241 40春野211 甲殿 こうどの 大谷口 おおたにぐち
242 40春野211 甲殿 こうどの 菜切 菜切 なきり
243 40春野211 甲殿 こうどの 馳織 はせおり
244 40春野211 甲殿 こうどの 住吉山 すみよしやま
245 40春野211 甲殿 こうどの 八代 やしろ
246 40春野211 甲殿 こうどの 領地 りょうち
247 40春野211 甲殿 こうどの 領地口 りょうちぐち
248 40春野211 甲殿 こうどの 奥中尾 おくなかお
249 40春野211 甲殿 こうどの クレ石 くれいし
250 40春野211 甲殿 こうどの 米山 よねやま
251 40春野211 甲殿 こうどの 西アンデン にしあんでん
252 40春野211 甲殿 こうどの 東アンデン ひがしあんでん
253 40春野211 甲殿 こうどの 西幕ヶ内 にしまくがうち



高知市の字一覧

2020/7/29 138/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

254 40春野211 甲殿 こうどの 北幕ヶ内 きたまくがうち
255 40春野211 甲殿 こうどの 南幕ヶ内 みなみまくがうち
256 40春野211 甲殿 こうどの 船頭 せんどう
257 40春野211 甲殿 こうどの 東船頭 ひがしせんどう
258 40春野211 甲殿 こうどの 上リ尾 のぼりお
259 40春野211 甲殿 こうどの 僧谷 そうたに
260 40春野211 甲殿 こうどの 北谷 きただに
261 40春野211 甲殿 こうどの 中尾 なかお
262 40春野211 甲殿 こうどの 砥場 とぎば
263 40春野211 甲殿 こうどの バセガ谷 ばせがだに
264 40春野211 甲殿 こうどの 光吉 みつよし
265 40春野211 甲殿 こうどの 光吉山 みつよしやま
266 40春野211 甲殿 こうどの 西港田 にしみなとだ
267 40春野211 甲殿 こうどの 樋谷口 ひたにぐち
268 40春野211 甲殿 こうどの 樋谷 ひたに
269 40春野211 甲殿 こうどの 奥樋谷 おくひたに
270 40春野211 甲殿 こうどの 北樋谷 きたひたに
271 40春野211 甲殿 こうどの 東樋谷 ひがしひたに
272 40春野211 甲殿 こうどの 南樋谷 みなみひたに
273 40春野211 甲殿 こうどの 東港田 ひがしみなとだ
274 40春野211 甲殿 こうどの 岩屋 いわや
275 40春野211 甲殿 こうどの 大屋敷 おおやしき
276 40春野211 甲殿 こうどの 西ノ谷 にしのたに
277 40春野211 甲殿 こうどの 鴻ノ巣 こうのす
278 40春野211 甲殿 こうどの 東鴻ノ巣 ひがしこうのす
279 40春野211 甲殿 こうどの 小松谷 こまつだに
280 40春野211 甲殿 こうどの 鈴原 すずはら
281 40春野211 甲殿 こうどの 奥屋敷 おくやしき
282 40春野211 甲殿 こうどの 北坊 坊 ぼう
283 40春野211 甲殿 こうどの 中ノ内 なかのうち
284 40春野211 甲殿 こうどの 丸田 まるた
285 40春野211 甲殿 こうどの 岩ノ本 いわのもと
286 40春野211 甲殿 こうどの ハスハ はすは
287 40春野211 甲殿 こうどの 腰前 こしまえ
288 40春野211 甲殿 こうどの 横枕 よこまくら
289 40春野211 甲殿 こうどの 達道 たつみち
290 40春野211 甲殿 こうどの スハナ すはな
291 40春野211 甲殿 こうどの 水取リ みずとり
292 40春野211 甲殿 こうどの 置上ゲ おきあげ
293 40春野211 甲殿 こうどの 竹鼻 たけはな
294 40春野211 甲殿 こうどの 坪江 つぼえ
295 40春野211 甲殿 こうどの 中江口 なかえぐち
296 40春野211 甲殿 こうどの 下ノ鼻 しものはな
297 40春野211 甲殿 こうどの 中島 なかじま
298 40春野211 甲殿 こうどの 谷 たに
299 40春野211 甲殿 こうどの 塩浜 しおはま
300 40春野211 甲殿 こうどの 西浜 にしはま
301 40春野211 甲殿 こうどの 東浜 ひがしはま
302 40春野211 甲殿 こうどの 大島 おおしま
303 40春野211 甲殿 こうどの 下中江 しもなかえ
304 40春野211 甲殿 こうどの 堀越 ほりこし
305 40春野211 甲殿 こうどの 上ノ鼻 うえのはな
306 40春野211 甲殿 こうどの 上中江 かみなかえ
307 40春野211 甲殿 こうどの 引廻し ひきまわし
308 40春野211 甲殿 こうどの 谷ウドロ たにうどろ
309 40春野211 甲殿 こうどの 寺ヶ谷 てらがたに
310 40春野211 甲殿 こうどの 梅ノ木 うめのき
311 40春野211 甲殿 こうどの 塩木谷 しおきたに
1086 40春野221 秋山 あきやま 赤坂 あかさか
1087 40春野221 秋山 あきやま 赤坂山 あかさかやま
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1088 40春野221 秋山 あきやま 蓮花寺 はすはなてら
1089 40春野221 秋山 あきやま 修理田 しゅうりでん
1090 40春野221 秋山 あきやま 堂ノ西 どうのにし
1091 40春野221 秋山 あきやま 石丸 石丸 いしまる
1092 40春野221 秋山 あきやま 渦脇 うずわき
1093 40春野221 秋山 あきやま 永町 ながまち
1094 40春野221 秋山 あきやま 内新改 うちしんかい
1095 40春野221 秋山 あきやま 椎ノ木 しいのき
1096 40春野221 秋山 あきやま 山根 やまね
1097 40春野221 秋山 あきやま 山根北 やまねきた
1098 40春野221 秋山 あきやま 船戸 ふなと
1099 40春野221 秋山 あきやま 石屋敷 いしやしき
1100 40春野221 秋山 あきやま 北井沢 きたいざわ
1101 40春野221 秋山 あきやま 片廻 かたまわり
1102 40春野221 秋山 あきやま 種屋敷 たねやしき
1103 40春野221 秋山 あきやま 種間寺前 たねまじまえ
1104 40春野221 秋山 あきやま 大苗代 おおなえしろ
1105 40春野221 秋山 あきやま 笹ヶ谷 ささがたに
1106 40春野221 秋山 あきやま 四谷 よつや
1107 40春野221 秋山 あきやま 四谷口 よつやぐち
1108 40春野221 秋山 あきやま 井口 いぐち
1109 40春野221 秋山 あきやま 香宗 こうしゅう
1110 40春野221 秋山 あきやま 杉ヶ内 すぎがうち
1111 40春野221 秋山 あきやま 和田 わだ
1112 40春野221 秋山 あきやま 大門 おおもん
1113 40春野221 秋山 あきやま 天王 てんおお
1114 40春野221 秋山 あきやま 塩屋 しおや
1115 40春野221 秋山 あきやま 和田山 わだやま
1116 40春野221 秋山 あきやま 菖蒲池 しょうぶいけ
1117 40春野221 秋山 あきやま 土居 どい
1118 40春野221 秋山 あきやま 落方 おちかた
1119 40春野221 秋山 あきやま 土居ノ前 どいのまえ
1120 40春野221 秋山 あきやま 小野 おの
1121 40春野221 秋山 あきやま 冠猛 かんもう
1122 40春野221 秋山 あきやま 福留 ふくとめ
1123 40春野221 秋山 あきやま 蒲原 かんばら
1124 40春野221 秋山 あきやま 門田 かどた
1125 40春野221 秋山 あきやま 江田 えだ
1126 40春野221 秋山 あきやま 山崎 やまさき
1127 40春野221 秋山 あきやま 高添 たかぞえ
1128 40春野221 秋山 あきやま 神母ノ下 いげのした
1129 40春野221 秋山 あきやま 的場山 まとばやま
1130 40春野221 秋山 あきやま 奥土居 おくどい
1131 40春野221 秋山 あきやま 丹明寺 たんめいじ
1132 40春野221 秋山 あきやま 岡ノ瀬 おかのせ
1133 40春野221 秋山 あきやま 西谷 にしだに
1134 40春野221 秋山 あきやま 御太郎 おんたろう
1135 40春野221 秋山 あきやま 小路ノ本 しょうじのもと
1136 40春野221 秋山 あきやま 北村 きたむら
1137 40春野221 秋山 あきやま 的場ノ前 まとばのまえ
1138 40春野221 秋山 あきやま マト池田 まといけだ
1139 40春野221 秋山 あきやま 鈴ノ端 すずのはた
1140 40春野221 秋山 あきやま 池田 いけだ
1141 40春野221 秋山 あきやま 西堀口 にしほりくち
1142 40春野221 秋山 あきやま 八反畑 はったんばた
1143 40春野221 秋山 あきやま イカ田 いかた
1144 40春野221 秋山 あきやま 大田 おおた
1145 40春野221 秋山 あきやま 中ヶ市 なかがいち
1146 40春野221 秋山 あきやま 六郎屋敷 ろくろうやしき
1147 40春野221 秋山 あきやま 西ノ芝 にしのしば
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1148 40春野221 秋山 あきやま 後ヶ市 うしろがいち
1149 40春野221 秋山 あきやま 城屋敷 しろやしき
1150 40春野221 秋山 あきやま 松ノ本 まつのもと
1151 40春野221 秋山 あきやま 番匠屋 ばんしょうや
1152 40春野221 秋山 あきやま 宮ノ内 みやのうち
1153 40春野221 秋山 あきやま 溝田 みぞた
1154 40春野221 秋山 あきやま 宮ノ前 みやのまえ
1155 40春野221 秋山 あきやま 馬改 うまかい
1156 40春野221 秋山 あきやま 四十代 よんじゅうだい
1157 40春野221 秋山 あきやま 内灰田 うちはいた
1158 40春野221 秋山 あきやま 字藤 じふじ
1159 40春野221 秋山 あきやま 水谷口 みずたにくち
1160 40春野221 秋山 あきやま 高原 たかはら
1161 40春野221 秋山 あきやま 中 今中 いまなか
1162 40春野221 秋山 あきやま 西長田 にしながた
1163 40春野221 秋山 あきやま 東長田 ひがしながた
1164 40春野221 秋山 あきやま 一反田 いったんだ
1165 40春野221 秋山 あきやま 曲リ田 まがりた
1166 40春野221 秋山 あきやま 十反田 じゅったんだ
1167 40春野221 秋山 あきやま 稲干場 いねほしば
1168 40春野221 秋山 あきやま 藤崎 ふじさき
1169 40春野221 秋山 あきやま 勘吉 かんきち
1170 40春野221 秋山 あきやま サブヶ内 さぶがうち
1171 40春野221 秋山 あきやま 五反畑 ごたんばた
1172 40春野221 秋山 あきやま 下江田 しもえだ
1173 40春野221 秋山 あきやま 石見 いわみ
1174 40春野221 秋山 あきやま 石見谷 いわみだに
1175 40春野221 秋山 あきやま 猪野子市 いのねいち
1176 40春野221 秋山 あきやま 諸木瀬 もろきせ
1177 40春野221 秋山 あきやま 江口 えぐち
1178 40春野221 秋山 あきやま 株田口 かぶたぐち
1179 40春野221 秋山 あきやま 株田 かぶた
671 40春野231 仁ノ にの 大谷 おおたに
672 40春野231 仁ノ にの 国見 くにみ
673 40春野231 仁ノ にの 菖蒲谷 しょうぶだに
674 40春野231 仁ノ にの スゲノ谷 すげのたに
675 40春野231 仁ノ にの 小畔田 こあぜた
676 40春野231 仁ノ にの 水引田 みずひきた
677 40春野231 仁ノ にの 種間越 たねまこえ
678 40春野231 仁ノ にの 柳ヶ内 やなぎがうち
679 40春野231 仁ノ にの 丸岡 まるおか
680 40春野231 仁ノ にの サウリ さうり
681 40春野231 仁ノ にの ホウ ほう
682 40春野231 仁ノ にの 石切田 いしきりた
683 40春野231 仁ノ にの 永谷 ながたに
684 40春野231 仁ノ にの 和当内 わとうない
685 40春野231 仁ノ にの 竹ヶ谷 たけがたに
686 40春野231 仁ノ にの 大畔田 おおあぜた
687 40春野231 仁ノ にの サシキ箱 さしきはこ
688 40春野231 仁ノ にの 節ノ木 ふしのき
689 40春野231 仁ノ にの 梔ノ木ノ本 くちなしのきのもと
690 40春野231 仁ノ にの 鹿遊 しかあそび
691 40春野231 仁ノ にの 松尾 まつお
692 40春野231 仁ノ にの 大谷口 おおたにぐち
693 40春野231 仁ノ にの 二つ森 ふたつもり
694 40春野231 仁ノ にの 室ヶ内 むろがうち
695 40春野231 仁ノ にの 上宮田 うえみやた
696 40春野231 仁ノ にの 下宮田 したみやた
697 40春野231 仁ノ にの 大田 おおた
698 40春野231 仁ノ にの 神母田 いげた
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699 40春野231 仁ノ にの 森田 もりた
700 40春野231 仁ノ にの 見渡 みわたし
701 40春野231 仁ノ にの 四ノ坪 よんのつぼ
702 40春野231 仁ノ にの ナダ なだ
703 40春野231 仁ノ にの 花ノ木谷 はなのきたに
704 40春野231 仁ノ にの 棚田 たなだ
705 40春野231 仁ノ にの 蝉田 せみた
706 40春野231 仁ノ にの 十代田 じゅうだいた
707 40春野231 仁ノ にの 小正谷 こしょうだに
708 40春野231 仁ノ にの 間谷 はざまだに
709 40春野231 仁ノ にの 高森 たかもり
710 40春野231 仁ノ にの 坊田 ぼうた
711 40春野231 仁ノ にの 小松 こまつ
712 40春野231 仁ノ にの 小松崎 こまつさき
713 40春野231 仁ノ にの ハエノ窪 はえのくぼ
714 40春野231 仁ノ にの 岸ノ本 きしのもと
715 40春野231 仁ノ にの 弥代伺 やしろし
716 40春野231 仁ノ にの 長浜 ながはま
717 40春野231 仁ノ にの 中須 なかす
718 40春野231 仁ノ にの 出口 でぐち
719 40春野231 仁ノ にの 西畑村入地 にしはたむらいりち
720 40春野231 仁ノ にの 三本松 さんぼんまつ
721 40春野231 仁ノ にの 中ノ割 なかのわり
722 40春野231 仁ノ にの 須崎 すさき
723 40春野231 仁ノ にの 水門割 すいもんわり
724 40春野231 仁ノ にの 尾中 おなか
725 40春野231 仁ノ にの 弥代ハナ やしろはな
726 40春野231 仁ノ にの 岸ノ上 きしのうえ
727 40春野231 仁ノ にの 松続 まつつづき
728 40春野231 仁ノ にの 松ノ本 まつのもと
729 40春野231 仁ノ にの 彦右衛門洲 ひこうえもんす
730 40春野231 仁ノ にの 穴田 あなた
731 40春野231 仁ノ にの 新塩田 しんしおた
732 40春野231 仁ノ にの 中江 なかえ
733 40春野231 仁ノ にの 紅手分 あかてぶん
734 40春野231 仁ノ にの 反重 たんじゅう
735 40春野231 仁ノ にの 間 はざま
736 40春野231 仁ノ にの トツコ石 とつこいし
737 40春野231 仁ノ にの 東川内 ひがしかわうち
738 40春野231 仁ノ にの 久保田 くぼた
739 40春野231 仁ノ にの 横田 よこた
740 40春野231 仁ノ にの 五反田 ごたんだ
741 40春野231 仁ノ にの 島ノ本 しまのもと
742 40春野231 仁ノ にの 柏尾 かしわお
743 40春野231 仁ノ にの 西ノ坊田 にしのぼうた
744 40春野231 仁ノ にの 仁崎 仁崎 にざき
745 40春野231 仁ノ にの 仁寄ノ北 によりのきた
746 40春野231 仁ノ にの 高添 たかぞえ
747 40春野231 仁ノ にの 堂所 どうところ
748 40春野231 仁ノ にの 三九 さんく
749 40春野231 仁ノ にの 飛和田 とびわだ
750 40春野231 仁ノ にの 尾崎 おさき
751 40春野231 仁ノ にの 川谷田 かわたにた
752 40春野231 仁ノ にの 大間瀬 おおませ
753 40春野231 仁ノ にの 支配田 しはいた
754 40春野231 仁ノ にの 菊尾 きくお
755 40春野231 仁ノ にの 根頃 ねころ
756 40春野231 仁ノ にの 丸田 まるた
757 40春野231 仁ノ にの 五才田 ごさいた
758 40春野231 仁ノ にの 井ヶ久保 いがくぼ



高知市の字一覧

2020/7/29 142/150 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区

コード
大字 大字のふりがな小区分 字 字のふりがな 備考

759 40春野231 仁ノ にの 青木ヶ下 あおきがした
760 40春野231 仁ノ にの 門ノ前 もんのまえ
761 40春野231 仁ノ にの 大平田 おおひらた
762 40春野231 仁ノ にの 小島 こじま
763 40春野231 仁ノ にの 馬田 うまた
764 40春野231 仁ノ にの 市ノ橋 いちのはし
765 40春野231 仁ノ にの 土居 どい
766 40春野231 仁ノ にの 的場 まとば
767 40春野231 仁ノ にの 弓場 ゆみば
768 40春野231 仁ノ にの 鳥羽殿 とばどの
769 40春野231 仁ノ にの 宮前 みやまえ
770 40春野231 仁ノ にの 沖 おき
771 40春野231 仁ノ にの 新階 しんかい
772 40春野231 仁ノ にの 堂屋敷 どうやしき
773 40春野231 仁ノ にの 中土居 なかどい
774 40春野231 仁ノ にの 土居山 どいやま
775 40春野231 仁ノ にの 上宮田 うえみやた
776 40春野231 仁ノ にの 井ノ花 いのはな
777 40春野231 仁ノ にの 原添 はらぞえ
778 40春野231 仁ノ にの 池ノ下 いけのした
779 40春野231 仁ノ にの 細田 ほそだ
780 40春野231 仁ノ にの 松屋敷 まつやしき
781 40春野231 仁ノ にの 水谷 みずたに
782 40春野231 仁ノ にの 池ノ下 いけのした
783 40春野231 仁ノ にの 鍛冶屋畑 かじやはた
784 40春野231 仁ノ にの 寺見ヶ谷 てらみがたに
785 40春野231 仁ノ にの 三反田 さんたんだ
786 40春野231 仁ノ にの 西谷 にしたに
787 40春野231 仁ノ にの 天神谷 てんじんたに
788 40春野241 西畑 にしはた 田ノ裏 田ノ裏 たのうら
789 40春野241 西畑 にしはた 田ノ浦 たのうら
790 40春野241 西畑 にしはた 菅 須賀 すげ
791 40春野241 西畑 にしはた サヨジロウ さよじろう
792 40春野241 西畑 にしはた 古ツルヰ峰 ふるつるゐみね
793 40春野241 西畑 にしはた ホンバク ほんばく
794 40春野241 西畑 にしはた 柳ヶ下 やなぎがした
795 40春野241 西畑 にしはた スミベタ すみべた
796 40春野241 西畑 にしはた アマウロノ上 あまうろのうえ
797 40春野241 西畑 にしはた アマウゾノ峰 あまうぞのみね
798 40春野241 西畑 にしはた 杉ノ内 すぎのうち
799 40春野241 西畑 にしはた 榎ヶ本 えのきがもと
800 40春野241 西畑 にしはた カメンリ山 かめんりやま
801 40春野241 西畑 にしはた 旭ヶ端 あさひがはた
802 40春野241 西畑 にしはた ナベクロ谷 なべくろたに
803 40春野241 西畑 にしはた ナベクニ なべくに
804 40春野241 西畑 にしはた 岐 フナト ふなと
805 40春野241 西畑 にしはた ゼンカ ぜんか
806 40春野241 西畑 にしはた 北ヶ市 きたがいち
807 40春野241 西畑 にしはた 土居屋敷 どいやしき
808 40春野241 西畑 にしはた 大上 大上ノ外 おおかみのそと
809 40春野241 西畑 にしはた 塩渡ヶ裏 しおわたりがうら
810 40春野241 西畑 にしはた 万願寺 まんがんじ
811 40春野241 西畑 にしはた 浮原ノ向 うきはらのむかい
812 40春野241 西畑 にしはた 大道表 おおみちおもて
813 40春野241 西畑 にしはた ソリノ木 そりのき
814 40春野241 西畑 にしはた ウシジヤシキ うしじやしき
815 40春野241 西畑 にしはた 竹ノ下 たけのした
816 40春野241 西畑 にしはた ナツメノ上 なつめのうえ
817 40春野241 西畑 にしはた 下ウケ しもうけ
818 40春野241 西畑 にしはた エミフチ えみふち
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819 40春野241 西畑 にしはた 飯綱山 めしつなやま
820 40春野241 西畑 にしはた 後ロ山 うしろやま
821 40春野241 西畑 にしはた 扇田 おうぎた
822 40春野241 西畑 にしはた 鍋原 なべはら
823 40春野241 西畑 にしはた 鍋黒山 なべくろやま
824 40春野241 西畑 にしはた 突入 つきいれ
825 40春野241 西畑 にしはた 古角場 ふるかどば
826 40春野241 西畑 にしはた 山尾地打越 やまおちうちこし
827 40春野241 西畑 にしはた 百足山ノ下 むかでやまのした
828 40春野241 西畑 にしはた 次郎ヶ谷 じろうがたに
829 40春野241 西畑 にしはた 道無谷 みちなしたに
830 40春野241 西畑 にしはた 長畝山 ながうねやま
831 40春野241 西畑 にしはた 山屋地 やまやち
832 40春野241 西畑 にしはた 角田 すみた
833 40春野241 西畑 にしはた 吹入谷 ふきいれたに
834 40春野241 西畑 にしはた シバガ谷 しばがたに
835 40春野241 西畑 にしはた 中ノ谷 なかのたに
836 40春野241 西畑 にしはた ナツノ寺 なつのてら
837 40春野241 西畑 にしはた 黒屋敷 くろやしき
838 40春野241 西畑 にしはた 札場 ふだば
839 40春野241 西畑 にしはた 横関ノ内 よこせきのうち
840 40春野241 西畑 にしはた 横関ノ外 よこせきのそと
841 40春野241 西畑 にしはた 渡場ノ岡 わたしばのおか
842 40春野241 西畑 にしはた 入江ノ上 いりえのうえ
843 40春野241 西畑 にしはた 上川原 かみかわら
844 40春野241 西畑 にしはた 高川原表 たかかわらおもて
845 40春野241 西畑 にしはた 市ヤシキノ外 いちやしきのそと
846 40春野241 西畑 にしはた 市ヤシキ いちやしき
847 40春野241 西畑 にしはた 後ロ田 うしろた
848 40春野241 西畑 にしはた 寺ヶ谷 寺ヶ谷 てらがたに
849 40春野241 西畑 にしはた 古田北平 ふるたきたひら
850 40春野241 西畑 にしはた ヤシロ畑 やしろはた
851 40春野241 西畑 にしはた 吹入谷南平 ふきいれたにみなみひら
852 40春野241 西畑 にしはた 次郎ヶ谷両平 じろうがたにりょうひら
853 40春野241 西畑 にしはた 次郎谷 じろうたに
854 40春野241 西畑 にしはた 行詰 いきづめ
855 40春野241 西畑 にしはた 馬ノ背 うまのせ
856 40春野241 西畑 にしはた 高森東 たかもりひがし
857 40春野241 西畑 にしはた ヤサガ谷 やさがたに
858 40春野241 西畑 にしはた 緑寄谷南平 みどりよたにみなみひら
859 40春野241 西畑 にしはた 寺ヶ谷山 てらがたにやま
860 40春野241 西畑 にしはた 平松 ひらまつ
861 40春野241 西畑 にしはた ザクセン ざくせん
862 40春野241 西畑 にしはた ヒノシリ ひのしり
863 40春野241 西畑 にしはた 中須 なかす
864 40春野241 西畑 にしはた 城前外 しろまえそと
865 40春野241 西畑 にしはた 小山 おやま
866 40春野241 西畑 にしはた タヂョウ たぢょう
867 40春野241 西畑 にしはた 鳥首峰 とりくびみね
868 40春野241 西畑 にしはた 楠ノ木谷 くすのきたに
869 40春野241 西畑 にしはた 鳥首 鳥首 とりくび
870 40春野241 西畑 にしはた カジキ山 かじきやま
871 40春野241 西畑 にしはた タタミデン たたみでん
872 40春野241 西畑 にしはた ワモト わもと
873 40春野241 西畑 にしはた タナカ たなか
874 40春野241 西畑 にしはた トオシリ とおしり
875 40春野241 西畑 にしはた サルガタニ さるがたに
876 40春野241 西畑 にしはた 大谷 おおたに
877 40春野241 西畑 にしはた イシガミ いしがみ
878 40春野241 西畑 にしはた ヲキヤシキ をきやしき
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879 40春野241 西畑 にしはた 大谷峰 おおたにみね
880 40春野241 西畑 にしはた 西谷 にしたに
881 40春野241 西畑 にしはた カワラケ谷口 かわらけたにぐち
882 40春野241 西畑 にしはた カワラケ谷 かわらけたに
883 40春野241 西畑 にしはた 仁ノ村越 にのむらこし
884 40春野241 西畑 にしはた マタデン またでん
885 40春野241 西畑 にしはた 大良 おおら
886 40春野241 西畑 にしはた 大良南平 おおらみなみひら
887 40春野241 西畑 にしはた スズレ スズレ すずれ
888 40春野241 西畑 にしはた スズレノ下モ すずれのしも
889 40春野241 西畑 にしはた スズレノ外 すずれのそと
890 40春野241 西畑 にしはた 小田 小田ノ前 おだのまえ
891 40春野241 西畑 にしはた 高川原割 たかがわらわり
892 40春野241 西畑 にしはた 上川原割 かみかわらわり
893 40春野241 西畑 にしはた 川原割 かわらわり
894 40春野241 西畑 にしはた 外川原割 そとかわらわり
895 40春野241 西畑 にしはた 外川原割北ノ丁 そとかわらわりきたのちょう

896 40春野241 西畑 にしはた スゲノ前割北ノ丁 すげのまえわりきたのちょう

897 40春野241 西畑 にしはた スゲノ前割 すげのまえわり
898 40春野241 西畑 にしはた 百坪割 ひゃくつぼわり
899 40春野241 西畑 にしはた 行弘割 ゆくひろわり
900 40春野241 西畑 にしはた 石神前割 いしがみまえわり
901 40春野241 西畑 にしはた 中百坪割 なかひゃくつぼわり
902 40春野241 西畑 にしはた 行次中割 ゆきつぐなかわり
903 40春野241 西畑 にしはた 十代割 じゅうだいわり
904 40春野241 西畑 にしはた タナベ たなべ
905 40春野241 西畑 にしはた 十代割東丁 じゅうだいわりひがしちょう

906 40春野241 西畑 にしはた 十八間割 じゅうはちけんわり
907 40春野241 西畑 にしはた 東百坪割 ひがしひゃくつぼわり
908 40春野241 西畑 にしはた カゲ割 かげわり
909 40春野241 西畑 にしはた 北岸割 きたきしわり
910 40春野241 西畑 にしはた 一反割 いったんわり
911 40春野241 西畑 にしはた 横割 よこわり
912 40春野241 西畑 にしはた 中岸ノ割 なかきしのわり
913 40春野241 西畑 にしはた 岸割 きしわり
914 40春野241 西畑 にしはた 溝割 みぞわり
915 40春野241 西畑 にしはた 新割 しんわり
916 40春野241 西畑 にしはた 本割 ほんわり
917 40春野241 西畑 にしはた 竪割 たてわり
918 40春野241 西畑 にしはた 北竪割 きたたてわり
919 40春野241 西畑 にしはた 平床割 ひらとこわり
920 40春野241 西畑 にしはた 南竪割 みなみたてわり
921 40春野241 西畑 にしはた 須崎割 すさきわり
1180 40春野251 森山 もりやま 赤坂 あかさか
1181 40春野251 森山 もりやま 社ヶ内 しゃがうち
1182 40春野251 森山 もりやま 長谷口 はせくち
1183 40春野251 森山 もりやま 山神谷 やまがみだに
1184 40春野251 森山 もりやま 獅々遊 ししあそび
1185 40春野251 森山 もりやま 峰ヶ谷口 みねがたにくち
1186 40春野251 森山 もりやま 立ヶ谷 たつがたに
1187 40春野251 森山 もりやま 猪谷 いだに
1188 40春野251 森山 もりやま 蓮花寺 はすはなてら
1189 40春野251 森山 もりやま 東庄田 ひがししょうだ
1190 40春野251 森山 もりやま 西庄田 にししょうだ
1191 40春野251 森山 もりやま 竹黒 たけくろ
1192 40春野251 森山 もりやま スス亀 すすかめ
1193 40春野251 森山 もりやま 妛（上が小下が女）分 しぶん
1194 40春野251 森山 もりやま 鯰遊 なまずあそび
1195 40春野251 森山 もりやま 福田 ふくだ
1196 40春野251 森山 もりやま 楠崎 くすさき
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1197 40春野251 森山 もりやま 森ヶ本 もりがもと
1198 40春野251 森山 もりやま 高新畑 たかしんはた
1199 40春野251 森山 もりやま 置上 おきうえ
1200 40春野251 森山 もりやま 馬ノ鞍 うまのくら
1201 40春野251 森山 もりやま 樋尻 ひしり
1202 40春野251 森山 もりやま 同免 どうめん
1203 40春野251 森山 もりやま 新在家 しんざいけ
1204 40春野251 森山 もりやま 岡本 おかもと
1205 40春野251 森山 もりやま 弘岡縄手 ひろおかなわて
1206 40春野251 森山 もりやま 倉谷 くらたに
1207 40春野251 森山 もりやま 浄万 じょうまん
1208 40春野251 森山 もりやま 小路口 こうじぐち
1209 40春野251 森山 もりやま 八反田 はったんだ
1210 40春野251 森山 もりやま 東川久保 ひがしかわくぼ
1211 40春野251 森山 もりやま 西川久保 にしかわくぼ
1212 40春野251 森山 もりやま 菖蒲久保 しょうぶくぼ
1213 40春野251 森山 もりやま 江添 えぞえ
1214 40春野251 森山 もりやま 東竹ノ後 ひがしたけのうしろ
1215 40春野251 森山 もりやま 学ノ木 がくのき
1216 40春野251 森山 もりやま 高場 たかば
1217 40春野251 森山 もりやま 西竹ノ後 にしたけのうしろ
1218 40春野251 森山 もりやま 泉川 いずみかわ
1219 40春野251 森山 もりやま 揚土 あげつち
1220 40春野251 森山 もりやま 仁ノ塀 にのへい
1221 40春野251 森山 もりやま 谷田屋敷 たにだやしき
1222 40春野251 森山 もりやま 奥谷口 おくたにぐち
1223 40春野251 森山 もりやま 奥谷 おくたに
1224 40春野251 森山 もりやま 治国谷 じこくだに
1225 40春野251 森山 もりやま 木ノ瀬 きのせ
1226 40春野251 森山 もりやま 木ノ瀬前 きのせまえ
1227 40春野251 森山 もりやま 石橋 いしばし
1228 40春野251 森山 もりやま 高畑 たかはた
1229 40春野251 森山 もりやま 高畑前 たかはたまえ
1230 40春野251 森山 もりやま 草木谷口 くさきだにくち
1231 40春野251 森山 もりやま 宮ノ口 みやのくち
1232 40春野251 森山 もりやま 松木 まつき
1233 40春野251 森山 もりやま 宮ノ前 みやのまえ
1234 40春野251 森山 もりやま 盛清 もりきよ
1235 40春野251 森山 もりやま 黒法師 くろほっし
1236 40春野251 森山 もりやま 西ノ久保 にしのくぼ
1237 40春野251 森山 もりやま 長徳寺 ちょうとくじ
1238 40春野251 森山 もりやま 西川 にしかわ
1239 40春野251 森山 もりやま 西角 にしつの
1240 40春野251 森山 もりやま 茶ノ下 ちゃのした
1241 40春野251 森山 もりやま 鍛冶屋敷 かじやしき
1242 40春野251 森山 もりやま 狩谷口 かりたにぐち
1243 40春野251 森山 もりやま 山ノ下 やまのした
1244 40春野251 森山 もりやま 田ノ浦口 たのうらくち
1245 40春野251 森山 もりやま 堀捨 ほりすて
1246 40春野251 森山 もりやま 下須賀 しもすが
1247 40春野251 森山 もりやま ウヅシリ うづしり
1248 40春野251 森山 もりやま 神母箱 いげはこ
1249 40春野251 森山 もりやま 東中道 ひがしなかみち
1250 40春野251 森山 もりやま 沖太郎 おきたろう
1251 40春野251 森山 もりやま 三ツ橋ノ東 みつはしのひがし
1252 40春野251 森山 もりやま 夷田 えびすた
1253 40春野251 森山 もりやま 三ツ橋ノ西 みつはしのにし
1254 40春野251 森山 もりやま 西中道 にしなかみち
1255 40春野251 森山 もりやま 棒道 ぼうみち
1256 40春野251 森山 もりやま 中須賀 なかすが
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1257 40春野251 森山 もりやま 南免許 みなみめんきょ
1258 40春野251 森山 もりやま 北免許 きためんきょ
1259 40春野251 森山 もりやま 高見 たかみ
1260 40春野251 森山 もりやま 大坪 おおつぼ
1261 40春野251 森山 もりやま 小中須賀 こなかすが
1262 40春野251 森山 もりやま 大中須賀 おおなかすが
1263 40春野251 森山 もりやま ヲトリノ西 をとりのにし
1264 40春野251 森山 もりやま 大師堂ノ西 だいしどうのにし
1265 40春野251 森山 もりやま 切所 きりところ
1266 40春野251 森山 もりやま 上島 うえしま
1267 40春野251 森山 もりやま 榎畑 えのきはた
1268 40春野251 森山 もりやま 川久保前 かわくぼまえ
1269 40春野251 森山 もりやま 西川岸 にしかわぎし
1270 40春野251 森山 もりやま 与三須賀 よさんすが
1271 40春野251 森山 もりやま 渡リ上リ わたりあがり
1272 40春野251 森山 もりやま 上須賀 かみすが
198 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 関谷口 せきたにぐち
199 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 関ノ本 せきのもと
200 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 大谷 おおたに
201 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 鐙田 あぶみだ
202 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 塚穴谷 つかあなたに
203 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 橘谷口 たちばなたにぐち
204 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 元弘 もとひろ
205 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 蟷ヶ谷山 とうがたにやま
206 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 藍染 あいぞめ
207 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 石ヶ本 いしがもと
208 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 南石ヶ本 みなみいしがもと
209 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 稲葉東 いなばひがし
210 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 稲葉ノ前 いなばのまえ
211 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 一町田 いっちょうた
212 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 福手 ふくて
213 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 水田 みずた
214 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 中津町 なかつまち
215 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 臼本 うすもと
216 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 狭間 はざま
217 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 大法師 だいほっし
218 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 川鍋 かわなべ
219 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 常沢 つねざわ
220 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 池寺 いけてら
221 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 北山 北山 きたやま
222 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 北山北ヶ谷 きたやまきたがたに
223 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 城念西ノ森奥 じょうねんにしのもりおく

224 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 城念東ノ森奥 じょうねんひがしのもりおく

225 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 城念西ノ森 じょうねんにしのもり
226 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 城念東ノ森 じょうねんひがしのもり
227 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 西栗木和田 にしくりきわだ
228 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 東栗木和田 ひがしくりきわだ
229 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 滝ノ宮 たきのみや
230 40春野311 弘岡下 ひろおかしも 北黒原 きたくろはら
142 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 北平 きたひら
143 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 荒倉 荒倉 あらくら
144 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 蝶ヶ谷 ちょうがたに
145 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ミコ石 みこいし
146 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 八反田 はったんだ
147 40春野321 弘岡中 ひろおかなか サジキガハナ さじきがはな
148 40春野321 弘岡中 ひろおかなか バラ谷 ばらたに
149 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ヲガ場ノ前 をがばのまえ
150 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ヲガ場 をがば
151 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 大道法師 だいどうほっし
152 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 鶉坂 うずらさか
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153 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 西権現 にしごんげん
154 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 伊与川 イヨ川 いよがわ
155 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 飛石 とびいし
156 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 関ヶ谷 せきがたに
157 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 蚯蚓ヶ谷 みみずがたに
158 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 橘谷 たちばなたに
159 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 柚ノ木 ゆずのき
160 40春野321 弘岡中 ひろおかなか イナバ いなば
161 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 薬師 薬師 やくし
162 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 田辺 たなべ
163 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 楽方 らくかた
164 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 王子 おおじ
165 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 後田 うしろだ
166 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ママサキ ままさき
167 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 大鳥居 おおとりい
168 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 赤坂 あかさか
169 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 天一神 てんいちかみ
170 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 柳ヶ内 やなぎがうち
171 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 釘抜 釘抜 くぎぬき
172 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 成松 なるまつ
173 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 玉屋敷 たまやしき
174 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 大小路 大小路 おおしょうじ
175 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 西川 にしがわ
176 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ヒンバン堂 ひんばんどう
177 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ノツゴ のつご
178 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 市屋敷 いちやしき
179 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 鍛治屋敷 かじやしき
180 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 泉川 いずみかわ
181 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 堂の前 どうのまえ
182 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ヨシ橋 よしはし
183 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 古川 ふるかわ
184 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 古川西 ふるかわにし
185 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 郷堺 ごうさかい
186 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 一丁畑 いっちょうばた
187 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 中ノ池 なかのいけ
188 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 妙見畑 みょうけんばた
189 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 築地 つきじ
190 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 当島 あてしま
191 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 松ヶ瀬 まつがせ
192 40春野321 弘岡中 ひろおかなか ミタラヰ みたらゐ
193 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 岡左右 おかさゆう
194 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 用成 ようなり
195 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 月待田 つきまちた
196 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 猫畑 ねこばた
197 40春野321 弘岡中 ひろおかなか 梛ノ木 なぎのき
1 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 荒倉北平 あらくらきたひら
2 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 荒倉飛渡 あらくらとびわたり
3 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 荒倉影平 あらくらかげひら
4 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷山 おおたにやま
5 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷東の平 おおたにひがしのひら
6 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷西平 おおたににしひら
7 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷 大谷 おおたに
8 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 土居ノ上 どいのうえ
9 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 土居ノ谷 どいのたに
10 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 古城 こじょう
11 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 岡の段 おかのだん
12 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 石ヶ谷の上 いしがたにのうえ
13 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 石ヶ谷 いしがたに
14 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 横平の上 よこひらのうえ
15 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 琴平 ことひら
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16 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 北山の上 きたやまのうえ
17 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 横手 よこて
18 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 北山 北山 きたやま
19 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 池の上北 いけのうえきた
20 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 梶株 かじかぶ
21 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷口江の東 おおたにぐちえのひがし
22 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大谷口 おおたにぐち
23 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 小野山 おのやま
24 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 米ヶ森 こめがもり
25 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 東奥谷 ひがしおくたに
26 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 奥谷 おくたに
27 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西奥谷 にしおくたに
28 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 王子ヶ端 おおじがはた
29 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 奥谷口 おくたにぐち
30 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 小杉原 こすぎはら
31 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 長尾 ながお
32 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 裏の内 うらのうち
33 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 寺尾 てらお
34 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 作り道 つくりみち
35 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 平田 ひらた
36 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西和田 西和田 にしわだ
37 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 城八幡 しろはちまん
38 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 田中 たなか
39 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西山 にしやま
40 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 漆崎 うるしざき
41 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 乙見 おつみ
42 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 小田 こだ
43 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 梶作り かじつくり
44 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 小路 しょうじ
45 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 厳島 いつくしま
46 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 丁面 ちょうめん
47 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 奥谷の沢 おくたにのさわ
48 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 井の和田 いのわだ
49 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 井の和田の上 いのわだのうえ
50 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 谷山 たにやま
51 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 谷 谷 たに
52 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 厚田山 あつたやま
53 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 厚田 あつた
54 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 東山 ひがしやま
55 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 唐木 からき
56 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 南唐木 みなみからき
57 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 北唐木 きたからき
58 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ トギ山 とぎやま
59 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 曲井南平 まがりいみなみひら
60 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 曲井 まがりい
61 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 曲井北平 まがりいきたひら
62 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 曲井口 まがりいぐち
63 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 二十代 にじゅうだい
64 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 陳の尻 ちんのしり
65 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 松ヶ下 まつがした
66 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 馬屋尻 うまやしり
67 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 萩ヶ尾 はぎがお
68 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 雄雌ヶ森 おすめすがもり
69 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 上 上ヶ三郎 かみがさぶろう
70 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 切抜 きりぬき
71 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 行当山 ゆきとうやま
72 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 行当 行当 ゆきとう
73 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 神母屋敷 いげやしき
74 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 長谷川 はせがわ
75 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 八幡 はちまん
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76 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大川原 おおかわら
77 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 八幡前 はちまんまえ
78 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 蓼原 たではら
79 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 中渡 なかわたり
80 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 森ノ下 もりのした
81 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西の窪 にしのくぼ
82 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 虚空蔵の沖 こくうぞうのおき
83 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 如来堂 にょらいどう
84 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 上之島 うえのしま
85 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 松林 まつばやし
86 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 中堤 なかつつみ
87 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 中の倉 なかのくら
88 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 中小路 なかしょうじ
89 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 高島 たかしま
90 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 池田 いけだ
91 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西路 にしみち
92 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 松原 まつばら
93 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 新田口 しんでんぐち
94 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 窪キ くぼき
95 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 彦兵衛須賀 ひこべえすが
96 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 才川岸の外 さいかわきしのそと
97 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 羽根の外 はねのそと
98 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 羽根 はね
99 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 川岸森山境 かわきしもりやまさかい
100 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 才川岸 さいかわきし
101 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 森 もり
102 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 川窪屋敷 かわくぼやしき
103 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 川窪 川窪 かわくぼ
104 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 柏ヶ内 かしわがうち
105 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 三本木 さんぼんき
106 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 川原畑 かわらばた
107 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 古市の西 ふるいちのにし
108 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 是竹 これたけ
109 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 古市 古市 ふるいち
110 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 古市の前 ふるいちのまえ
111 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 御山の元 おやまのもと
112 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 茶庵床 ちゃあんとこ
113 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 小橋の木 こばしのき
114 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 天皇の前 てんのうのまえ
115 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 天皇 てんのう
116 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 天皇の北 てんのうのきた
117 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 御山の本の南 おやまのもとのみなみ
118 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 原の元 はらのもと
119 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 中原 なかはら
120 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 本畠 もとはた
121 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 大的 おおまと
122 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ ツイ切 ついきれ
123 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 東下り ひがしくだり
124 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 壱丁畠 いちちょうはた
125 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 当島 とうしま
126 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 長池 ながいけ
127 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 高見 たかみ
128 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 西ノ芝 西芝 にししば
129 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 野都合 のつごう
130 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 市屋敷 いちやしき
131 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 三浦 みうら
132 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 枝井の元 えだいのもと
133 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 枝井の北 えだいのきた
134 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 市の北 いちのきた
135 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 池の尻 いけのしり
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136 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 百笑 百笑 どめき
137 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 池の上前 いけのうえまえ
138 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 池ノ上 池の上 いけのうえ
139 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 弘正 ひろまさ
140 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 高木 たかぎ
141 40春野331 弘岡上 ひろおかかみ 高木の前 たかぎのまえ
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