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Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
1 100街分住表04 茂串町 しげくしまち
2 100街分住表05 本町 ほんまち
3 100街分住表06 東町 ひがしまち
4 100街分住表07 古市町 ふるいちまち
5 100街分住表08 榊山町 さかきやまちょう
6 100街分住表11 香月が丘 かげつがおか
7 100街分住表12 北琴平町 きたことひらまち
8 100街分住表13 琴平町 ことひらまち
9 100街分住表14 新開町 しんかいまち
10 101街分 窪川 くぼかわ 一井谷 いちいだに
11 101街分 窪川 くぼかわ 岩本坊 いわもとぼう
12 101街分 窪川 くぼかわ イヲタニ北 いをたにきた
13 101街分 窪川 くぼかわ 大平 おおひら
14 101街分 窪川 くぼかわ 大切 おおやぎれ
15 101街分 窪川 くぼかわ 岡崎 おかざき
16 101街分 窪川 くぼかわ 岡屋式 おかやしき
17 101街分 窪川 くぼかわ 沖屋式 おきやしき
18 101街分 窪川 くぼかわ カケノヒラ かけのひら
19 101街分 窪川 くぼかわ 景ノ平 かげのひら
20 101街分 窪川 くぼかわ キドノ本 きどのもと
21 101街分 窪川 くぼかわ キョウデン きょうでん
22 101街分 窪川 くぼかわ 窪田 くぼた
23 101街分 窪川 くぼかわ 倉谷 くらたに
24 101街分 窪川 くぼかわ 黒岩 くろいわ
25 101街分 窪川 くぼかわ クロノモト くろのもと
26 101街分 窪川 くぼかわ コヲガタニ こをがたに
27 101街分 窪川 くぼかわ 神ノ西 こをのさい
28 101街分 窪川 くぼかわ サイノヲ さいのを
29 101街分 窪川 くぼかわ 西原 さいばら
30 101街分 窪川 くぼかわ シケクシノ西 しけくしのにし
31 101街分 窪川 くぼかわ シケクシノ東 しけくしのひがし
32 101街分 窪川 くぼかわ シシバ ししば
33 101街分 窪川 くぼかわ 白土 しらつち
34 101街分 窪川 くぼかわ 新開 しんかい
35 101街分 窪川 くぼかわ スケザワ すけざわ
36 101街分 窪川 くぼかわ ツカヤブ つかやぶ
37 101街分 窪川 くぼかわ ツカヤブ東 つかやぶひがし
38 101街分 窪川 くぼかわ ツキヌケ つきぬけ
39 101街分 窪川 くぼかわ 天一 てんいち
40 101街分 窪川 くぼかわ ドウカン どうかん
41 101街分 窪川 くぼかわ 道通田 どうつうでん
42 101街分 窪川 くぼかわ 鳥落 とりおち
43 101街分 窪川 くぼかわ 中谷 なかたに
44 101街分 窪川 くぼかわ 中呼坂 なかよびさか
45 101街分 窪川 くぼかわ 夏焼 なつやけ
46 101街分 窪川 くぼかわ 西ノ谷 にしのたに
47 101街分 窪川 くぼかわ 根々崎 ねねざき
48 101街分 窪川 くぼかわ 萩原 はぎわら
49 101街分 窪川 くぼかわ ヒソ原 ひそはら
50 101街分 窪川 くぼかわ ヒノキ谷 ひのきだに
51 101街分 窪川 くぼかわ ヒラウエ北 ひらうえきた
52 101街分 窪川 くぼかわ 平上 ひらのうえ
53 101街分 窪川 くぼかわ 深田 ふかだ
54 101街分 窪川 くぼかわ 古市 ふるいち
55 101街分 窪川 くぼかわ 弁才天 べんざいてん
56 101街分 窪川 くぼかわ 宮ケ谷 みやがたに
57 101街分 窪川 くぼかわ 八穴 やつあな
58 101街分 窪川 くぼかわ 山中 やまなか
59 101街分 窪川 くぼかわ 呼坂 よびさか
60 101街分 窪川 くぼかわ 蕨谷 わらびだに
61 201郷分 神ノ西 こうのさい 嵐田 あらしだ
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62 201郷分 神ノ西 こうのさい 上沖ゾリ かみおきぞり
63 201郷分 神ノ西 こうのさい 上久保 かみくぼ
64 201郷分 神ノ西 こうのさい 上五反地 かみごたんち
65 201郷分 神ノ西 こうのさい 上山窪 かみやまくぼ
66 201郷分 神ノ西 こうのさい 五反地 ごたんち
67 201郷分 神ノ西 こうのさい 下山窪 しもやまくぼ
68 201郷分 神ノ西 こうのさい 下沖ゾリ しもをきぞり
69 201郷分 神ノ西 こうのさい 瀧ノ本 たきのもと
70 201郷分 神ノ西 こうのさい 瀧山 たきやま
71 201郷分 神ノ西 こうのさい バサマダ ばさまだ
72 201郷分 神ノ西 こうのさい ハトウチ瀬 はとうちせ
73 201郷分 神ノ西 こうのさい 樋ノ上 ひのうえ
74 201郷分 神ノ西 こうのさい 樋ノ下モ ひのしたも
75 201郷分 神ノ西 こうのさい 福田 ふくだ
76 201郷分 神ノ西 こうのさい 宮ノ下 みやのした
77 201郷分 神ノ西 こうのさい 六反地 ろくたんち
78 201郷分 神ノ西 こうのさい 六反地山方 ろくたんちやまかた
79 202郷分 西原 さいばら 天笠野 あまかさの
80 202郷分 西原 さいばら 荒谷 あらたに
81 202郷分 西原 さいばら ウワキレ うわきれ
82 202郷分 西原 さいばら 大窪 おおくぼ
83 202郷分 西原 さいばら 太田 おおた
84 202郷分 西原 さいばら カヂ原 かぢはら
85 202郷分 西原 さいばら 久万窪 くまのくぼ
86 202郷分 西原 さいばら コエヌ石 こえぬいし
87 202郷分 西原 さいばら 下岡川 しもおかがわ
88 202郷分 西原 さいばら 下モシユノ川 しもしゆのがわ
89 202郷分 西原 さいばら 修正田 しゅうせいでん
90 202郷分 西原 さいばら 十二処 じゅうにところ
91 202郷分 西原 さいばら 障子越 しょうじこえ
92 202郷分 西原 さいばら 四郎五郎 しろうごろう
93 202郷分 西原 さいばら 谷田 たにだ
94 202郷分 西原 さいばら 寺中 てらなか
95 202郷分 西原 さいばら 永山 ながやま
96 202郷分 西原 さいばら ナリカ谷 なりかだに
97 202郷分 西原 さいばら 八升マキタ はっしょうまきた
98 202郷分 西原 さいばら 般若寺 はんじゃくじ
99 202郷分 西原 さいばら 東タ ひがした
100 202郷分 西原 さいばら 東ダ ひがしだ
101 202郷分 西原 さいばら フカ谷 ふかだに
102 202郷分 西原 さいばら 船戸 ふなと
103 202郷分 西原 さいばら フル井ヲリ ふるいをり
104 202郷分 西原 さいばら フルド井 ふるどい
105 202郷分 西原 さいばら 溝ノ下タ みぞのした
106 202郷分 西原 さいばら 明後見 みょうこうけん
107 202郷分 西原 さいばら 本田 もとだ
108 202郷分 西原 さいばら 本谷 もとだに
109 202郷分 西原 さいばら 本ノ谷 もとのたに
110 202郷分 西原 さいばら 柳窪 やなぎのくぼ
111 202郷分 西原 さいばら 柳瀬 やなせ
112 202郷分 西原 さいばら 横田 よこた
113 202郷分 西原 さいばら ヲカメカ谷 をかめかたに
114 202郷分 西原 さいばら ヲコヂ をこぢ
115 203郷分 若井 わかい アタラシダ あたらしだ
116 203郷分 若井 わかい 石神谷 いしかみだに
117 203郷分 若井 わかい 石神ノ本 いしかみのもと
118 203郷分 若井 わかい 沖道 おきみち
119 203郷分 若井 わかい 笠ノ川 かさのかわ
120 203郷分 若井 わかい 上ソエゲ市 かみそえがいち
121 203郷分 若井 わかい 上ソエゲ市 かみそえげいち
122 203郷分 若井 わかい 亀岩 かめいわ
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123 203郷分 若井 わかい 切レ井 きれい
124 203郷分 若井 わかい 小松ノ川 こまつのかわ
125 203郷分 若井 わかい 小屋ケ谷 こやがたに
126 203郷分 若井 わかい コヲノソ子 こをのそこ
127 203郷分 若井 わかい ゴヲノソ子 ごをのそこ
128 203郷分 若井 わかい 静ケ谷 しずがたに
129 203郷分 若井 わかい 静谷 しずたに
130 203郷分 若井 わかい 下ソエケ市 しもそえがいち
131 203郷分 若井 わかい 下ソエゲ市 しもそえげいち
132 203郷分 若井 わかい スゲ沢 すげさわ
133 203郷分 若井 わかい 大廉 だいれん
134 203郷分 若井 わかい 竹ノ本 たけのもと
135 203郷分 若井 わかい 立目 たちめ
136 203郷分 若井 わかい 長助屋式 ちょうすけやしき
137 203郷分 若井 わかい 鳥落 とりおち
138 203郷分 若井 わかい 中原谷 なかはらだに
139 203郷分 若井 わかい 汢ノ川 ぬたのかわ
140 203郷分 若井 わかい 船戸 ふなと
141 203郷分 若井 わかい 宮ケ谷 みやがたに
142 203郷分 若井 わかい 宮ケ谷 みやけだに
143 203郷分 若井 わかい 宮ノ谷 みやのたに
144 203郷分 若井 わかい 若松 わかまつ
145 204郷分 高野 たかの 荒平 あらひら
146 204郷分 高野 たかの 荒平山 あらひらやま
147 204郷分 高野 たかの イオセ いおせ
148 204郷分 高野 たかの 石神ノ前 いしかみのまえ
149 204郷分 高野 たかの 岩唐 いわどう
150 204郷分 高野 たかの 井ヲセ いをせ
151 204郷分 高野 たかの 大エ おおえ
152 204郷分 高野 たかの 大田 おおた
153 204郷分 高野 たかの 岡屋敷 おかやしき
154 204郷分 高野 たかの 小田 おだ
155 204郷分 高野 たかの 柿ノ木谷 かきのきだに
156 204郷分 高野 たかの 景ノ平 かげのひら
157 204郷分 高野 たかの 景平 かげひら
158 204郷分 高野 たかの 上荒平 かみあらひら
159 204郷分 高野 たかの 上ソリタ かみそりた
160 204郷分 高野 たかの 神ノ前 かみのまえ
161 204郷分 高野 たかの キレイ きれい
162 204郷分 高野 たかの 栗ノ木賀伊チ くりのきがいち
163 204郷分 高野 たかの 坂本 さかもと
164 204郷分 高野 たかの 桜谷 さくらだに
165 204郷分 高野 たかの サクラ谷 さくらのたに
166 204郷分 高野 たかの 鈴田 すずた
167 204郷分 高野 たかの ソリタ そりた
168 204郷分 高野 たかの 竹屋敷 たけやしき
169 204郷分 高野 たかの 立花 たちばな
170 204郷分 高野 たかの 橘谷 たちばなのたに
171 204郷分 高野 たかの 中野 なかの
172 204郷分 高野 たかの 新屋 にいや
173 204郷分 高野 たかの 西柿ノ木谷 にしかきのきだに
174 204郷分 高野 たかの 西坂ヲリ付 にしざかおりつき
175 204郷分 高野 たかの 西谷 にしだに
176 204郷分 高野 たかの 東柿ノ木谷 ひがしかきのきだに
177 204郷分 高野 たかの 東坂ヲリ付 ひがしざかおりつき
178 204郷分 高野 たかの 東坂ヲリツキ ひがしざかをりつき
179 204郷分 高野 たかの 東谷 ひがしだに
180 204郷分 高野 たかの ヒシヤニ ひしやに
181 204郷分 高野 たかの 樋ノ口 ひのくち
182 204郷分 高野 たかの フク田 ふくてん
183 204郷分 高野 たかの 松ノ窪 まつのくぼ
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184 204郷分 高野 たかの 松ノ本 まつのもと
185 204郷分 高野 たかの 南ヲヲセ みなみををせ
186 204郷分 高野 たかの 宮ノ川 みやのかわ
187 204郷分 高野 たかの 油ノ木谷 ゆのきだに
188 204郷分 高野 たかの 油ノ木本 ゆのきもと
189 204郷分 高野 たかの ヲサコタ をさこた
190 205郷分 若井川 わかいがわ 荒谷新山 あらたにしんやま
191 205郷分 若井川 わかいがわ 石神谷 いしかみたに
192 205郷分 若井川 わかいがわ 石神ノ前 いしかみのまえ
193 205郷分 若井川 わかいがわ 石神谷山 いししんたにやま
194 205郷分 若井川 わかいがわ 石ノ元 いしのもと
195 205郷分 若井川 わかいがわ イナ井カ谷山 いないかたにやま
196 205郷分 若井川 わかいがわ 猪内ケ谷 いのうちがだに
197 205郷分 若井川 わかいがわ 入ボシ山 いりぼしやま
198 205郷分 若井川 わかいがわ イヲセ いをせ
199 205郷分 若井川 わかいがわ 梅木谷山 うめぎたにやま
200 205郷分 若井川 わかいがわ エルボヲシ えるぼうし
201 205郷分 若井川 わかいがわ 大シク おおしく
202 205郷分 若井川 わかいがわ 大ジク山 おおじくやま
203 205郷分 若井川 わかいがわ 大田 おおた
204 205郷分 若井川 わかいがわ 大宮ノ川 おおみやのかわ
205 205郷分 若井川 わかいがわ 大本山 おおもとやま
206 205郷分 若井川 わかいがわ 岡屋敷 おかやしき
207 205郷分 若井川 わかいがわ 沖ノ向 おきのむかい
208 205郷分 若井川 わかいがわ カギ山 かぎやま
209 205郷分 若井川 わかいがわ 格生田 かくしょうでん
210 205郷分 若井川 わかいがわ 陰ノ地 かげのち
211 205郷分 若井川 わかいがわ 影平 かげひら
212 205郷分 若井川 わかいがわ 上ソリ田 かみそりた
213 205郷分 若井川 わかいがわ 川原田 かわはらだ
214 205郷分 若井川 わかいがわ 木樵田 きこりでん
215 205郷分 若井川 わかいがわ キレイ きれい
216 205郷分 若井川 わかいがわ 口目ノ川 くちめのかわ
217 205郷分 若井川 わかいがわ 口目ノ川山 くちめのかわやま
218 205郷分 若井川 わかいがわ 窪田 くぼた
219 205郷分 若井川 わかいがわ 栗木カイチ くりきかいち
220 205郷分 若井川 わかいがわ 小越 こごえ
221 205郷分 若井川 わかいがわ 小越山 こごえやま
222 205郷分 若井川 わかいがわ 子コダ ここだ
223 205郷分 若井川 わかいがわ 五反地 ごたんち
224 205郷分 若井川 わかいがわ 小宮ノ川 こみやのかわ
225 205郷分 若井川 わかいがわ 下タ神田 したしんでん
226 205郷分 若井川 わかいがわ 下沢 しもざわ
227 205郷分 若井川 わかいがわ 庄次谷 しょうじだに
228 205郷分 若井川 わかいがわ 庄次谷山 しょうじたにやま
229 205郷分 若井川 わかいがわ 神田 しんでん
230 205郷分 若井川 わかいがわ 新田 しんでん @
231 205郷分 若井川 わかいがわ 神田山 しんでんやま
232 205郷分 若井川 わかいがわ 橘谷 たちばたに
233 205郷分 若井川 わかいがわ 立花谷山 たちばなだにやま
234 205郷分 若井川 わかいがわ 堂ヶ谷山 どうがたにやま
235 205郷分 若井川 わかいがわ 堂ノ谷山 どうのたにやま
236 205郷分 若井川 わかいがわ 堂免 どうめん
237 205郷分 若井川 わかいがわ 虎杖谷 とらつえたに
238 205郷分 若井川 わかいがわ 鳥越 とりごえ
239 205郷分 若井川 わかいがわ 鳥越山 とりごえやま
240 205郷分 若井川 わかいがわ 中串 なかぐし
241 205郷分 若井川 わかいがわ 仲スカ なかすか
242 205郷分 若井川 わかいがわ 流田 ながれた
243 205郷分 若井川 わかいがわ ナキノ川 なきのかわ
244 205郷分 若井川 わかいがわ 奈路 なろ
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245 205郷分 若井川 わかいがわ 錦ノ川 にしきのかわ
246 205郷分 若井川 わかいがわ 錦ノ川山 にしきのがわやま
247 205郷分 若井川 わかいがわ 西谷 にしだに
248 205郷分 若井川 わかいがわ 西ノ前 にしのまえ
249 205郷分 若井川 わかいがわ 汢ノ川 ぬたのかわ
250 205郷分 若井川 わかいがわ 萩ノ本 はぎのもと
251 205郷分 若井川 わかいがわ 東田 ひがしだ
252 205郷分 若井川 わかいがわ 東谷 ひがしだに
253 205郷分 若井川 わかいがわ 彦四郎 ひこしろう
254 205郷分 若井川 わかいがわ 彦四郎山 ひこしろうやま
255 205郷分 若井川 わかいがわ ビシャゴ びしゃご
256 205郷分 若井川 わかいがわ 冬越 ふゆごえ
257 205郷分 若井川 わかいがわ 冬越山 ふゆごえやま
258 205郷分 若井川 わかいがわ 宮ノ川 みやのかわ
259 205郷分 若井川 わかいがわ モチダ もちだ
260 205郷分 若井川 わかいがわ モチタ山 もちたやま
261 205郷分 若井川 わかいがわ 柳ケ谷山 やなぎがたにやま
262 205郷分 若井川 わかいがわ ヤフシ田山 やふしだやま
263 205郷分 若井川 わかいがわ 山之前 やまのまえ
264 205郷分 若井川 わかいがわ ヲサゴ をさご
265 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 池ノ谷山 いけのたにやま
266 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 泉ケ谷奥山 いずみがだにおくやま
267 206郷分 峰ノ上 みねのうえ イツカタニ いつかたに
268 206郷分 峰ノ上 みねのうえ イヅガ谷 いづがだに
269 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 大田 おおた
270 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 大谷山 おおたにやま
271 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 大畑 おおはた
272 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 大畑山 おおはたやま
273 206郷分 峰ノ上 みねのうえ カタ坂 かたざか
274 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 勝取薮 かつとりやぶ
275 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 上ヤシキ かみやしき
276 206郷分 峰ノ上 みねのうえ カラト越山 からとごえやま
277 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 川原田 かわはらだ
278 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 川原田山 かわはらだやま
279 206郷分 峰ノ上 みねのうえ キビシリ きびしり
280 206郷分 峰ノ上 みねのうえ キビシリ山 きびしりやま
281 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 窪田 くぼた
282 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 窪田山 くぼたやま
283 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 越ト山 こしどやま
284 206郷分 峰ノ上 みねのうえ コミ山 こみやま
285 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 五郎田 ごろうた
286 206郷分 峰ノ上 みねのうえ サデカ谷山 さでかたにやま
287 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 下ヤシキ しもやしき
288 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 土橋 つちばし
289 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 土橋山 つちばしやま
290 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 寺山 てらやま
291 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 峠 とうげ
292 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 鳥落 とりおち
293 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 鳥落山 とりおちやま
294 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 長尾山 ながおやま
295 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 西谷 にしのたに
296 206郷分 峰ノ上 みねのうえ ヒヨトリ越 ひよとりごえ
297 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 深澤 ふかざわ
298 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 松葉 まつば
299 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 向ヤシキ むこうやしき
300 206郷分 峰ノ上 みねのうえ ムシロ谷 むしろだに
301 206郷分 峰ノ上 みねのうえ ムロシ谷 むろしだに
302 206郷分 峰ノ上 みねのうえ ムロジ谷 むろじだに
303 206郷分 峰ノ上 みねのうえ 山ノ下 やまのした
304 207郷分 金上野 きんじょの 天竺野 あまがさの
305 207郷分 金上野 きんじょの 井堀 いほり
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306 207郷分 金上野 きんじょの 岩柄 いわがら
307 207郷分 金上野 きんじょの 兎谷 うさぎだに
308 207郷分 金上野 きんじょの 梅ノ木谷 うめのきだに
309 207郷分 金上野 きんじょの 上ハ井 うわい
310 207郷分 金上野 きんじょの 上向 うわむかい
311 207郷分 金上野 きんじょの 江戸見 えどみ
312 207郷分 金上野 きんじょの 大岩谷 おおいわだに
313 207郷分 金上野 きんじょの 大谷口 おおたにぐち
314 207郷分 金上野 きんじょの 大谷山 おおたにやま
315 207郷分 金上野 きんじょの 大駄場 おおたば
316 207郷分 金上野 きんじょの 大長瀬 おおながせ
317 207郷分 金上野 きんじょの 大平 おおひら
318 207郷分 金上野 きんじょの 大平山 おおひらやま
319 207郷分 金上野 きんじょの 岡ハナ おかはな
320 207郷分 金上野 きんじょの 岡屋敷 おかやしき
321 207郷分 金上野 きんじょの 押川口 おしかわぐち
322 207郷分 金上野 きんじょの 押川谷 おしかわたに
323 207郷分 金上野 きんじょの 加賀ジリ かがじり
324 207郷分 金上野 きんじょの 匿レ谷 かくれたに
325 207郷分 金上野 きんじょの カクレ谷 かくれだに
326 207郷分 金上野 きんじょの 梶カ谷 かじかたに
327 207郷分 金上野 きんじょの 梶加谷 かじがたに
328 207郷分 金上野 きんじょの 樫ノ木林 かしのきばやし
329 207郷分 金上野 きんじょの 鍛冶屋口 かじやぐち
330 207郷分 金上野 きんじょの 上ミ坂 かみさか
331 207郷分 金上野 きんじょの 上波瀬ガ小路 かみはせがこみち
332 207郷分 金上野 きんじょの 上林野 かみはやしの
333 207郷分 金上野 きんじょの 上横田 かみよこた
334 207郷分 金上野 きんじょの カラス田谷 からすだや
335 207郷分 金上野 きんじょの カラスデン からすでん
336 207郷分 金上野 きんじょの 烏田谷 からすでんたに
337 207郷分 金上野 きんじょの カロト越 かろとごえ
338 207郷分 金上野 きんじょの 川辺ノ前 かわべのまえ
339 207郷分 金上野 きんじょの 木畝 きせ
340 207郷分 金上野 きんじょの クスノ木谷 くすのきたに
341 207郷分 金上野 きんじょの 楠ノ木谷 くすのきだに
342 207郷分 金上野 きんじょの 管ケ谷 くだがたに
343 207郷分 金上野 きんじょの 黒岩 くろいわ
344 207郷分 金上野 きんじょの 桑木畑 くわきばた
345 207郷分 金上野 きんじょの 桑畑 くわばたけ
346 207郷分 金上野 きんじょの 小池ノ谷 こいけのたに
347 207郷分 金上野 きんじょの 小葛籠 こかつりゅう
348 207郷分 金上野 きんじょの 五在所山 ございしょやま
349 207郷分 金上野 きんじょの 古城 こしろ
350 207郷分 金上野 きんじょの 小谷口 こたにぐち
351 207郷分 金上野 きんじょの 五反地 ごたんち
352 207郷分 金上野 きんじょの 小ツヅラ こつづら
353 207郷分 金上野 きんじょの 小長瀬 こながせ
354 207郷分 金上野 きんじょの 己斐加谷 こひかたに
355 207郷分 金上野 きんじょの 己斐加山 こびかやま
356 207郷分 金上野 きんじょの 己斐山 こびやま
357 207郷分 金上野 きんじょの 才能 さいのう
358 207郷分 金上野 きんじょの 佐右衛門 さうえもん
359 207郷分 金上野 きんじょの 左右衛門九郎 さうえもんくろう
360 207郷分 金上野 きんじょの 作右衛門 さくうえもん
361 207郷分 金上野 きんじょの 作右衛門林 さくうえもんばやし
362 207郷分 金上野 きんじょの 佐五右エ門屋式 さごうえもんやしき
363 207郷分 金上野 きんじょの 佐吾エ門屋敷 さごえもんやしき
364 207郷分 金上野 きんじょの 三本松 さんぼんまつ
365 207郷分 金上野 きんじょの 椎ノ木谷 しいのきだに
366 207郷分 金上野 きんじょの 下向 したむかい



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 7/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
367 207郷分 金上野 きんじょの 下ハゼガ しもはぜが
368 207郷分 金上野 きんじょの 下波瀬ガ小路 しもはせかこみち
369 207郷分 金上野 きんじょの 下ミコノ川 しもみこのがわ
370 207郷分 金上野 きんじょの 焼木谷 しょうきだに
371 207郷分 金上野 きんじょの 障子越 しょうじごえ
372 207郷分 金上野 きんじょの ショジ越 しょじごえ
373 207郷分 金上野 きんじょの 須ケ加谷 すががや
374 207郷分 金上野 きんじょの 高樋 たかひ
375 207郷分 金上野 きんじょの 津々ラ つつら
376 207郷分 金上野 きんじょの ツヅラ つづら
377 207郷分 金上野 きんじょの 寺カ谷 てらかたに
378 207郷分 金上野 きんじょの 寺ガ谷 てらがたに
379 207郷分 金上野 きんじょの 出分 でわけ
380 207郷分 金上野 きんじょの 堂ケ谷 どうがたに
381 207郷分 金上野 きんじょの 堂免 どうめん
382 207郷分 金上野 きんじょの 徳庵 とくあん
383 207郷分 金上野 きんじょの 土俵カ畝 どひょうがせ
384 207郷分 金上野 きんじょの 長田 ながた
385 207郷分 金上野 きんじょの 長野 ながの
386 207郷分 金上野 きんじょの 中堀 なかぼり
387 207郷分 金上野 きんじょの 中向 なかむかい
388 207郷分 金上野 きんじょの 仁イヤ にいや
389 207郷分 金上野 きんじょの 荷掛 にかけ
390 207郷分 金上野 きんじょの 西原渡瀬 にしはらとせ
391 207郷分 金上野 きんじょの 汢ノ川 ぬたのかわ
392 207郷分 金上野 きんじょの 野添 のぞえ
393 207郷分 金上野 きんじょの 野中 のなか
394 207郷分 金上野 きんじょの ハゼガ小路 はぜがこみち
395 207郷分 金上野 きんじょの 初尾田 はつおでん
396 207郷分 金上野 きんじょの ハツヲデン はつをでん
397 207郷分 金上野 きんじょの 火野谷 ひのたに
398 207郷分 金上野 きんじょの ヒビノ木 ひびのき
399 207郷分 金上野 きんじょの 深谷 ふかたに
400 207郷分 金上野 きんじょの 本谷 ほんたに
401 207郷分 金上野 きんじょの 本モ谷 ほんもたに
402 207郷分 金上野 きんじょの 又之丞屋式 またのじょうやしき
403 207郷分 金上野 きんじょの 三日月山 みかづきやま
404 207郷分 金上野 きんじょの ミコノ川 みこのかわ
405 207郷分 金上野 きんじょの ミコノ川谷 みこのかわたに
406 207郷分 金上野 きんじょの 見付越 みつけごえ
407 207郷分 金上野 きんじょの ヤクチ やくち
408 207郷分 金上野 きんじょの ヤケ木谷 やけきたに
409 207郷分 金上野 きんじょの ヤケソ やけそ
410 207郷分 金上野 きんじょの 焼ケソ谷 やけそだに
411 207郷分 金上野 きんじょの 山伏野 やまふしの
412 207郷分 金上野 きんじょの 湯出ケ谷 ゆでがたに
413 207郷分 金上野 きんじょの 與助 よすけ
414 207郷分 金上野 きんじょの 六升蒔 ろくしょうまき
415 208郷分 見付 みつけ 壱合奈路 いちごうなろ
416 208郷分 見付 みつけ 岩本 いわもと
417 208郷分 見付 みつけ 宇ノ谷 うのたに
418 208郷分 見付 みつけ 大幡谷 おうばんだに
419 208郷分 見付 みつけ 黄判谷 おうばんだに
420 208郷分 見付 みつけ 大切レ おおぎれ
421 208郷分 見付 みつけ 大田 おおた
422 208郷分 見付 みつけ 大谷口 おおたにくち
423 208郷分 見付 みつけ カクレジク かくれじく
424 208郷分 見付 みつけ 影地 かげち
425 208郷分 見付 みつけ カケノヒラ かけのひら
426 208郷分 見付 みつけ 影ノ平 かげのひら
427 208郷分 見付 みつけ 影平 かげひら
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428 208郷分 見付 みつけ 樫木 かしき
429 208郷分 見付 みつけ 樫ノ木 かしのき
430 208郷分 見付 みつけ 柏木 かしわぎ
431 208郷分 見付 みつけ カヤノ木 かやのき
432 208郷分 見付 みつけ 坂本川 さかもとがわ
433 208郷分 見付 みつけ 轟川 とどろきがわ
434 208郷分 見付 みつけ 長見山 ながみやま
435 208郷分 見付 みつけ 野中 のなか
436 208郷分 見付 みつけ 萩野々 はぎのの
437 208郷分 見付 みつけ 藤ノ越 ふじのこし
438 208郷分 見付 みつけ 南宇ノ谷 みなみうのたに
439 208郷分 見付 みつけ ヤケキ やけき
440 208郷分 見付 みつけ 焼木川 やけきかわ
441 208郷分 見付 みつけ 山口 やまぐち
442 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 上ハ屋敷 うはやしき
443 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 大切 おおきり
444 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 大水口 おおみずぐち
445 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 上ノ屋敷 かみのやしき
446 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 源太夫谷 げんだゆうだに
447 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 下モ窪 しもくぼ
448 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 白 しらせ
449 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 田代 たしろ
450 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 立野 たての
451 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 谷口 たにぐち
452 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 中屋敷 なかやしき
453 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 中屋敷ノ上 なかやしきのかみ
454 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 中屋敷ノ下 なかやしきのしも
455 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 中屋敷ノ中 なかやしきのなか
456 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 橋ノ上 はしのうえ
457 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ （平串） ひらぐし
458 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 丸山 まるやま
459 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 宮ノ下 みやのした
460 209郷分 東大奈路 ひがしおおなろ 無立野 むたての
461 210郷分 根元原 ごんげんばら 大切 おおぎり
462 210郷分 根元原 ごんげんばら 五反切 ごたんぎれ
463 210郷分 根元原 ごんげんばら 桜ケ谷 さくらがたに
464 210郷分 根元原 ごんげんばら （山林） さんりん
465 210郷分 根元原 ごんげんばら 下渡瀬 しもとせ
466 210郷分 根元原 ごんげんばら 杉ノ下モ すぎのしも
467 210郷分 根元原 ごんげんばら 頭地 ずち
468 210郷分 根元原 ごんげんばら 関ノ上 せきのうえ
469 210郷分 根元原 ごんげんばら 船附 せんふ
470 210郷分 根元原 ごんげんばら 高森 たかもり
471 210郷分 根元原 ごんげんばら 茶園 ちゃえん
472 210郷分 根元原 ごんげんばら 仲切レ なかぎれ
473 210郷分 根元原 ごんげんばら 計岩 はかりいわ
474 210郷分 根元原 ごんげんばら 計台 はかりだい
475 210郷分 根元原 ごんげんばら 壱人越 ひとりごえ
476 210郷分 根元原 ごんげんばら 不用ダバ ふようだば
477 210郷分 根元原 ごんげんばら 古井 ふるい
478 210郷分 根元原 ごんげんばら 松ケダバ まつけだば
479 210郷分 根元原 ごんげんばら 南ノ切 みなみのきり
480 210郷分 根元原 ごんげんばら 南ノ切レ みなみのきれ
481 210郷分 根元原 ごんげんばら 南一人越 みなみひとりごえ
482 210郷分 根元原 ごんげんばら 南八頭 みなみやつがしら
483 210郷分 根元原 ごんげんばら 森ノ下 もりのした
484 210郷分 根元原 ごんげんばら 八頭 やつがしら
485 210郷分 根元原 ごんげんばら 八頭谷 やつがしらたに
486 210郷分 根元原 ごんげんばら 渡リ上リ わたりあがり
487 210郷分 根元原 ごんげんばら ヲコ谷 をこたに
488 211郷分 根々崎 ねねざき 後口山 あとくちやま
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489 211郷分 根々崎 ねねざき 家の前 いえのまえ
490 211郷分 根々崎 ねねざき 後山 うしろやま
491 211郷分 根々崎 ねねざき 王カサコ おうかさこ
492 211郷分 根々崎 ねねざき 大切 おおきり
493 211郷分 根々崎 ねねざき 大谷口 おおたにくち
494 211郷分 根々崎 ねねざき 大平 おおひら
495 211郷分 根々崎 ねねざき 影平 かげひら
496 211郷分 根々崎 ねねざき 金右エ門屋敷 かねうえもんやしき
497 211郷分 根々崎 ねねざき 上渡瀬 かみとせ
498 211郷分 根々崎 ねねざき 上八代 かみやしろ
499 211郷分 根々崎 ねねざき 源太谷 げんただに
500 211郷分 根々崎 ねねざき 呼坂 こさか
501 211郷分 根々崎 ねねざき 五反地 ごたんち
502 211郷分 根々崎 ねねざき 笹山 ささやま
503 211郷分 根々崎 ねねざき 下八代 しもやしろ
504 211郷分 根々崎 ねねざき 城ケ谷 しろがたに
505 211郷分 根々崎 ねねざき スカサキ すかさき
506 211郷分 根々崎 ねねざき 杉ノダン すぎのだん
507 211郷分 根々崎 ねねざき 助八屋敷 すけややしき
508 211郷分 根々崎 ねねざき 惣次屋敷 そうじやしき
509 211郷分 根々崎 ねねざき 玉ガサコ たまがさこ
510 211郷分 根々崎 ねねざき 寺ケ谷 てらがたに
511 211郷分 根々崎 ねねざき 中スカ なかすか
512 211郷分 根々崎 ねねざき ハイ原 はいばら
513 211郷分 根々崎 ねねざき 光り岩 ひかりいわ
514 211郷分 根々崎 ねねざき 飛渡 ひと
515 211郷分 根々崎 ねねざき 日ノヒラ ひのひら
516 211郷分 根々崎 ねねざき 古屋敷 ふるやしき
517 211郷分 根々崎 ねねざき 美野里 みのり
518 211郷分 根々崎 ねねざき 宮ノ下タ みやのした
519 211郷分 根々崎 ねねざき 宮ノ前 みやのまえ
520 211郷分 根々崎 ねねざき 八木屋敷 やぎやしき
521 211郷分 根々崎 ねねざき 柳瀬田 やなせだ
522 211郷分 根々崎 ねねざき 八幡岡 やはたおか
523 211郷分 根々崎 ねねざき 用水 ようすい
524 212郷分 東川角 ひがしかわづの 池ノ谷 いけのたに
525 212郷分 東川角 ひがしかわづの 池淵 いけぶち
526 212郷分 東川角 ひがしかわづの 井ノ上 いのうえ
527 212郷分 東川角 ひがしかわづの 井ノ本 いのもと
528 212郷分 東川角 ひがしかわづの 射場 いば
529 212郷分 東川角 ひがしかわづの 岩土谷 いわどだに
530 212郷分 東川角 ひがしかわづの 岩ノ本 いわのもと
531 212郷分 東川角 ひがしかわづの 牛田 うしだ
532 212郷分 東川角 ひがしかわづの 梅ノ木ノ本 うめのきのもと
533 212郷分 東川角 ひがしかわづの 枝折 えだおれ
534 212郷分 東川角 ひがしかわづの 扇田 おおぎた
535 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大木場 おおきば
536 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大切 おおきり
537 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大田 おおた
538 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大提 おおづつみ
539 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大又 おおまた
540 212郷分 東川角 ひがしかわづの 近江畑 おおみはた
541 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大休場 おおやすみば
542 212郷分 東川角 ひがしかわづの 大柳ノ窪 おおやなぎのくぼ
543 212郷分 東川角 ひがしかわづの 岡本 おかもと
544 212郷分 東川角 ひがしかわづの 沖屋式 おきやしき
545 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小倉地 おぐらじ
546 212郷分 東川角 ひがしかわづの 花王 かおう
547 212郷分 東川角 ひがしかわづの 柿ノ木田 かきのきだ
548 212郷分 東川角 ひがしかわづの 柿木駄場 かきのきだば
549 212郷分 東川角 ひがしかわづの 筧 かけい
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550 212郷分 東川角 ひがしかわづの 笠田 かさだ
551 212郷分 東川角 ひがしかわづの 鍛治屋瀬 かじやせ
552 212郷分 東川角 ひがしかわづの 叶田 かのうでん
553 212郷分 東川角 ひがしかわづの 上大田 かみおおでん
554 212郷分 東川角 ひがしかわづの 川ノ上 かわのうえ
555 212郷分 東川角 ひがしかわづの 川畠 かわばた
556 212郷分 東川角 ひがしかわづの 北才能 きたさいのう
557 212郷分 東川角 ひがしかわづの 北野 きたの
558 212郷分 東川角 ひがしかわづの 木ノ下 きのした
559 212郷分 東川角 ひがしかわづの 京田 きょうだ
560 212郷分 東川角 ひがしかわづの 京田ゾリ きょうだぞり
561 212郷分 東川角 ひがしかわづの 行仏 ぎょうぶつ
562 212郷分 東川角 ひがしかわづの 供米田 きょうまいでん
563 212郷分 東川角 ひがしかわづの 楠木谷 くすのきだに
564 212郷分 東川角 ひがしかわづの 久保田 くぼた
565 212郷分 東川角 ひがしかわづの 黒岩 くろいわ
566 212郷分 東川角 ひがしかわづの 黒駄場 くろだば
567 212郷分 東川角 ひがしかわづの 黒場 くろば
568 212郷分 東川角 ひがしかわづの 桑原谷 くわばらだに
569 212郷分 東川角 ひがしかわづの 五反切 ごたんぎれ
570 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小又 こまた
571 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小松 こまつ
572 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小松堤ノ南 こまつつつみのみなみ
573 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小松提ノ南 こまつていのみなみ
574 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小松ノ久保 こまつのくぼ
575 212郷分 東川角 ひがしかわづの 小休場 こやすみば
576 212郷分 東川角 ひがしかわづの コヲダ こをだ
577 212郷分 東川角 ひがしかわづの 権現谷 ごんげんだに
578 212郷分 東川角 ひがしかわづの 権現地 ごんげんち
579 212郷分 東川角 ひがしかわづの 権田口 ごんたぐち
580 212郷分 東川角 ひがしかわづの 権田山 ごんたやま
581 212郷分 東川角 ひがしかわづの 材木ゾリ ざいもくぞり
582 212郷分 東川角 ひがしかわづの 坂カ谷 さかかたに
583 212郷分 東川角 ひがしかわづの 札場 さつば
584 212郷分 東川角 ひがしかわづの 里ノ前 さとのまえ
585 212郷分 東川角 ひがしかわづの サヌキ田 さぬきだ
586 212郷分 東川角 ひがしかわづの 山王 さんおう
587 212郷分 東川角 ひがしかわづの 山王ノ前 さんおうのまえ
588 212郷分 東川角 ひがしかわづの 地極瀬 じきょくせ
589 212郷分 東川角 ひがしかわづの 清水 しみず
590 212郷分 東川角 ひがしかわづの 清水谷 しみずだに
591 212郷分 東川角 ひがしかわづの 清水ノ本 しみずのもと
592 212郷分 東川角 ひがしかわづの 下モボキ しもぼき
593 212郷分 東川角 ひがしかわづの 城ガ森 しろがもり
594 212郷分 東川角 ひがしかわづの 城ノ下 しろのした
595 212郷分 東川角 ひがしかわづの スカサキ すかさき
596 212郷分 東川角 ひがしかわづの 窪 すぎくぼ
597 212郷分 東川角 ひがしかわづの スゲカ谷 すげかたに
598 212郷分 東川角 ひがしかわづの 辷道 すべりみち
599 212郷分 東川角 ひがしかわづの 関ノ木 せきのき
600 212郷分 東川角 ひがしかわづの 関ノ本 せきのもと
601 212郷分 東川角 ひがしかわづの 草田 そうずりでん
602 212郷分 東川角 ひがしかわづの ソウヅノ窪 そうづのくぼ
603 212郷分 東川角 ひがしかわづの ソヲヅノ窪 そをづのくぼ
604 212郷分 東川角 ひがしかわづの 高岡 たかおか
605 212郷分 東川角 ひがしかわづの 高岡ノハナ たかおかのはな
606 212郷分 東川角 ひがしかわづの 瀧バタ たきばた
607 212郷分 東川角 ひがしかわづの 田代 たしろ
608 212郷分 東川角 ひがしかわづの 玉カサコ たまかさこ
609 212郷分 東川角 ひがしかわづの 千鳥田 ちどりでん
610 212郷分 東川角 ひがしかわづの 伝正 でんしょう



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 11/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
611 212郷分 東川角 ひがしかわづの 斗岩 といわ
612 212郷分 東川角 ひがしかわづの 道尻 どうじり
613 212郷分 東川角 ひがしかわづの 兎崎 とさき
614 212郷分 東川角 ひがしかわづの 轟口 とどろぐち
615 212郷分 東川角 ひがしかわづの 轟崎 とどろさき
616 212郷分 東川角 ひがしかわづの 渡上リ とのぼり
617 212郷分 東川角 ひがしかわづの 鳥帽子バイ とりぼうしばい
618 212郷分 東川角 ひがしかわづの 中瀬 なかせ
619 212郷分 東川角 ひがしかわづの 長田 ながた
620 212郷分 東川角 ひがしかわづの 中提 なかづつみ
621 212郷分 東川角 ひがしかわづの 流田 ながれだ
622 212郷分 東川角 ひがしかわづの 鳴岩 なるいわ
623 212郷分 東川角 ひがしかわづの 仁井屋屋式 にいややしき
624 212郷分 東川角 ひがしかわづの 錦戸 にしきど
625 212郷分 東川角 ひがしかわづの 西才能 にしさいのう
626 212郷分 東川角 ひがしかわづの 西ノ久保 にしのくぼ
627 212郷分 東川角 ひがしかわづの 猫岩 ねこいわ
628 212郷分 東川角 ひがしかわづの ノウデン のうでん
629 212郷分 東川角 ひがしかわづの 幟建 のぼりたて
630 212郷分 東川角 ひがしかわづの 間 はざま
631 212郷分 東川角 ひがしかわづの 橋ケ谷 はしがだに
632 212郷分 東川角 ひがしかわづの 長谷 はせ
633 212郷分 東川角 ひがしかわづの 長谷口 はせぐち
634 212郷分 東川角 ひがしかわづの 八反地 はったんち
635 212郷分 東川角 ひがしかわづの 早瀬野 はやせの
636 212郷分 東川角 ひがしかわづの 治子 はるこ
637 212郷分 東川角 ひがしかわづの 坂東山 ばんどうやま
638 212郷分 東川角 ひがしかわづの 東才能 ひがしさいのう
639 212郷分 東川角 ひがしかわづの 東高岡 ひがしたかおか
640 212郷分 東川角 ひがしかわづの 東野 ひがしの
641 212郷分 東川角 ひがしかわづの 彼岸田 ひがんだ
642 212郷分 東川角 ひがしかわづの 一人越 ひとりごえ
643 212郷分 東川角 ひがしかわづの 日ノ裏 ひのうら
644 212郷分 東川角 ひがしかわづの 日ノ谷 ひのたに
645 212郷分 東川角 ひがしかわづの 平ソ ひらそ
646 212郷分 東川角 ひがしかわづの 平バイ ひらばい
647 212郷分 東川角 ひがしかわづの 深池 ふかいけ
648 212郷分 東川角 ひがしかわづの 深田 ふかだ
649 212郷分 東川角 ひがしかわづの 深谷 ふかだに
650 212郷分 東川角 ひがしかわづの 藤原 ふじはら
651 212郷分 東川角 ひがしかわづの 棒田 ぼうた
652 212郷分 東川角 ひがしかわづの ホラノカイ ほらのかい
653 212郷分 東川角 ひがしかわづの 丸山 まるやま
654 212郷分 東川角 ひがしかわづの ミコ神 みこがみ
655 212郷分 東川角 ひがしかわづの ノ上江 みぞのかみえ
656 212郷分 東川角 ひがしかわづの 南京田 みなみきょうだ
657 212郷分 東川角 ひがしかわづの 南才能 みなみさいのう
658 212郷分 東川角 ひがしかわづの 南野 みなみの
659 212郷分 東川角 ひがしかわづの ミヤタダ みやただ
660 212郷分 東川角 ひがしかわづの 宮ノ奥 みやのおく
661 212郷分 東川角 ひがしかわづの 宮ノ西 みやのにし
662 212郷分 東川角 ひがしかわづの 森木畑 もりきはた
663 212郷分 東川角 ひがしかわづの 八頭 やつがしら
664 212郷分 東川角 ひがしかわづの 柳カサコ やなぎかさこ
665 212郷分 東川角 ひがしかわづの 柳ノ久保 やなぎのくぼ
666 212郷分 東川角 ひがしかわづの 薮ノ口 やぶのくち
667 212郷分 東川角 ひがしかわづの ユツリハ谷 ゆつりはだに
668 212郷分 東川角 ひがしかわづの 弓田 ゆみだ
669 212郷分 東川角 ひがしかわづの 除添 よけそえ
670 212郷分 東川角 ひがしかわづの 横田 よこた
671 212郷分 東川角 ひがしかわづの 余財田 よさいた
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672 212郷分 東川角 ひがしかわづの 吉田 よしだ
673 212郷分 東川角 ひがしかわづの 鎧田 よろいでん
674 212郷分 東川角 ひがしかわづの 渡場 わたしば
675 212郷分 東川角 ひがしかわづの ヲゴ谷 をごたに
676 213郷分 西川角 にしかわづの 池渕 いけふち
677 213郷分 西川角 にしかわづの 石畑 いしはた
678 213郷分 西川角 にしかわづの 井上 いのうえ
679 213郷分 西川角 にしかわづの 井ノ本 いのもと
680 213郷分 西川角 にしかわづの 射場 いば
681 213郷分 西川角 にしかわづの 岩土谷 いわどだに
682 213郷分 西川角 にしかわづの 大木場 おおきば
683 213郷分 西川角 にしかわづの 大切 おおきり
684 213郷分 西川角 にしかわづの 大窪 おおくぼ
685 213郷分 西川角 にしかわづの 大見畑 おおみはた
686 213郷分 西川角 にしかわづの 大柳窪 おおやなぎくぼ
687 213郷分 西川角 にしかわづの 岡崎 おかざき
688 213郷分 西川角 にしかわづの 岡屋敷山 おかやしきやま
689 213郷分 西川角 にしかわづの 花王 かおう
690 213郷分 西川角 にしかわづの 筧 かけい
691 213郷分 西川角 にしかわづの 上常光 かみつねみつ
692 213郷分 西川角 にしかわづの 川窪 かわくぼ
693 213郷分 西川角 にしかわづの 木ノ下 きのした
694 213郷分 西川角 にしかわづの 京田 きょうた
695 213郷分 西川角 にしかわづの 行佛 ぎょうぶつ
696 213郷分 西川角 にしかわづの 行佛山 ぎょうぶつやま
697 213郷分 西川角 にしかわづの 桑ノ木才能 くわのきさいのう
698 213郷分 西川角 にしかわづの 権根屋式 ごんげんやしき
699 213郷分 西川角 にしかわづの 坂カ谷 さかたに
700 213郷分 西川角 にしかわづの 櫻ノ基 さくらのもと
701 213郷分 西川角 にしかわづの 笹畑 ささばた
702 213郷分 西川角 にしかわづの 佐平屋式 さへいやしき
703 213郷分 西川角 にしかわづの 佐平屋式山 さへいやしきやま
704 213郷分 西川角 にしかわづの 地藏ノ前 じぞうのまえ
705 213郷分 西川角 にしかわづの 常楽坊 じょうらくぼう
706 213郷分 西川角 にしかわづの 新開 しんかい
707 213郷分 西川角 にしかわづの 森目 しんもく
708 213郷分 西川角 にしかわづの 杉ノ窪 すぎのくぼ
709 213郷分 西川角 にしかわづの 赤ケ谷山 せきがたにやま
710 213郷分 西川角 にしかわづの 関ノ本 せきのもと
711 213郷分 西川角 にしかわづの 宗五郎屋式 そうごろうやしき
712 213郷分 西川角 にしかわづの ソウヅノ窪 そうづのくぼ
713 213郷分 西川角 にしかわづの 高岡ノ鼻 たかおかのはな
714 213郷分 西川角 にしかわづの 竹添 たけぞえ
715 213郷分 西川角 にしかわづの 田代 たしろ
716 213郷分 西川角 にしかわづの 多四郎屋敷 たしろうやしき
717 213郷分 西川角 にしかわづの 田ノ川屋式 たのかわやしき
718 213郷分 西川角 にしかわづの 田野川屋式 たのがわやしき
719 213郷分 西川角 にしかわづの 田ノ川屋式山 たのがわやしきやま
720 213郷分 西川角 にしかわづの 常林 つねばやし
721 213郷分 西川角 にしかわづの 常光 つねみつ
722 213郷分 西川角 にしかわづの 角右衛門屋式 つのうえもんやしき
723 213郷分 西川角 にしかわづの 天神宮前 てんじんぐうまえ
724 213郷分 西川角 にしかわづの トウロウデン とうろうでん
725 213郷分 西川角 にしかわづの トウロウデン とうろでん
726 213郷分 西川角 にしかわづの 中瀬 なかせ
727 213郷分 西川角 にしかわづの 中ダバ なかだば
728 213郷分 西川角 にしかわづの 仁井屋敷 にいやしき
729 213郷分 西川角 にしかわづの 野田 のだ
730 213郷分 西川角 にしかわづの 野田ノ窪 のだのくぼ
731 213郷分 西川角 にしかわづの 長谷山 はせやま
732 213郷分 西川角 にしかわづの 治子 はるこ
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733 213郷分 西川角 にしかわづの 東森目 ひがししんもく
734 213郷分 西川角 にしかわづの 皮岸田 ひがんでん
735 213郷分 西川角 にしかわづの 平バイ ひらばい
736 213郷分 西川角 にしかわづの 弁七 べんしち
737 213郷分 西川角 にしかわづの 弁七屋式 べんしちやしき
738 213郷分 西川角 にしかわづの 法傳山 ほうでんやま
739 213郷分 西川角 にしかわづの ミコ神 みこのかみ
740 213郷分 西川角 にしかわづの 宮ノ奥 みやのおく
741 213郷分 西川角 にしかわづの 柳瀬ノ瀬 やなせのせ
742 213郷分 西川角 にしかわづの ユヅリバ谷 ゆづりばたに
743 213郷分 西川角 にしかわづの ヨケ添 よけぞえ
744 213郷分 西川角 にしかわづの 吉田 よしだ
745 213郷分 西川角 にしかわづの 鎧田 よろいだ
746 213郷分 西川角 にしかわづの 渡リ上リ わたりのぼり
747 214郷分 宮内 みやうち 荒神ノ元 あらかみのもと
748 214郷分 宮内 みやうち 池渕ノ内 いけふちのうち
749 214郷分 宮内 みやうち 石神ノ元 いしがみのもと
750 214郷分 宮内 みやうち 一貫田 いっかんでん
751 214郷分 宮内 みやうち 今大神田 いまおおかみた
752 214郷分 宮内 みやうち 今大神田ン いまおおがみでん
753 214郷分 宮内 みやうち 今大神々主屋式 いまおおがみぬしやしき
754 214郷分 宮内 みやうち 今大神屋敷 いまおおがみやしき
755 214郷分 宮内 みやうち 今宮土居屋敷 いまのみやどいやしき
756 214郷分 宮内 みやうち 今宮才能 いまみやさいのう
757 214郷分 宮内 みやうち 祝イ田ン いわいでん
758 214郷分 宮内 みやうち 右近次郎屋敷 うこんじろうやしき
759 214郷分 宮内 みやうち 後口田 うしろぐちでん
760 214郷分 宮内 みやうち 後山ノ内 うしろやまのうち
761 214郷分 宮内 みやうち 後山ノ内障子ケ谷 うしろやまのうちしょうじがたに

762 214郷分 宮内 みやうち 渦 うずじり
763 214郷分 宮内 みやうち ウスツル井 うすつるい
764 214郷分 宮内 みやうち ウルシバタ うるしばた
765 214郷分 宮内 みやうち ウルシバラ うるしばら
766 214郷分 宮内 みやうち 宇和本モ切レ うわもともきれ
767 214郷分 宮内 みやうち 大切レノ内 おおぎれのうち
768 214郷分 宮内 みやうち 大田屋敷 おおたやしき
769 214郷分 宮内 みやうち 大奈路口 おおなろぐち
770 214郷分 宮内 みやうち 大平山 おおひらやま
771 214郷分 宮内 みやうち 大平山ノ内 おおひらやまのうち
772 214郷分 宮内 みやうち 大宮神主屋式 おおみやかんぬしやしき
773 214郷分 宮内 みやうち 大宮田 おおみやでん
774 214郷分 宮内 みやうち 岡崎ノ内 おかざきのうち
775 214郷分 宮内 みやうち 沖屋式 おきやしき
776 214郷分 宮内 みやうち 開放 かいほう
777 214郷分 宮内 みやうち 神楽田ノ内 かぐらたのうち
778 214郷分 宮内 みやうち 影ノ平 かげのひら
779 214郷分 宮内 みやうち 数生田ン かずおでん
780 214郷分 宮内 みやうち 上ミ影ノ平ノ内 かみかげのひらのうち
781 214郷分 宮内 みやうち 神ノ かみのそね
782 214郷分 宮内 みやうち 上ミ丸田 かみまるた
783 214郷分 宮内 みやうち 仮屋 かりや
784 214郷分 宮内 みやうち 貫五郎 かんごろう
785 214郷分 宮内 みやうち 北谷山 きたたにやま
786 214郷分 宮内 みやうち 北谷山ノ内 きたたにやまのうち
787 214郷分 宮内 みやうち 黒原 くろはら
788 214郷分 宮内 みやうち 黒原山 くろはらやま
789 214郷分 宮内 みやうち 源氏山 げんじやま
790 214郷分 宮内 みやうち 源幣谷山 げんぺいたにやま
791 214郷分 宮内 みやうち 源幣山ノ内 げんぺいやまのうち
792 214郷分 宮内 みやうち 高畔 こうはん
793 214郷分 宮内 みやうち 孝和ケ谷山 こうわがたにやま
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794 214郷分 宮内 みやうち 九日田ン ここのかでん
795 214郷分 宮内 みやうち 小太夫畑 こだゆうばた
796 214郷分 宮内 みやうち 五反畑 ごたんばた
797 214郷分 宮内 みやうち 古苗代 こなわしろ
798 214郷分 宮内 みやうち 五輪ケ平 ごりんがひら
799 214郷分 宮内 みやうち 才野田 さいのだ
800 214郷分 宮内 みやうち 西原桟敷 さいばらさんじき
801 214郷分 宮内 みやうち 坂出屋敷 さかいでやしき
802 214郷分 宮内 みやうち 左近次郎屋敷 さこんじろうやしき
803 214郷分 宮内 みやうち 笹ノ才能 ささのさいのう
804 214郷分 宮内 みやうち 五月田 さつきでん
805 214郷分 宮内 みやうち サワイダ さわいだ
806 214郷分 宮内 みやうち 地獄ケ瀬ノ内 じごくがせのうち
807 214郷分 宮内 みやうち 清水ケ窪 しみずがくぼ
808 214郷分 宮内 みやうち 下モ屋敷 しもやしき
809 214郷分 宮内 みやうち 正月田ン しょうがつでん
810 214郷分 宮内 みやうち 白皇神主前 しらおうかみぬしのまえ
811 214郷分 宮内 みやうち 白皇神主田 しらおうかんぬしだ
812 214郷分 宮内 みやうち 白皇山 しらおうやま
813 214郷分 宮内 みやうち 白皇山ノ内 しらおうやまのうち
814 214郷分 宮内 みやうち 志和桟敷 しわさんじき
815 214郷分 宮内 みやうち 新ガイ しんがい
816 214郷分 宮内 みやうち 神道田 しんどうでん
817 214郷分 宮内 みやうち 杉ケ久ホ すぎけくほ
818 214郷分 宮内 みやうち 杉ノ窪ノ内 すぎのくぼのうち
819 214郷分 宮内 みやうち 助吾郎屋式 すけごろうやしき
820 214郷分 宮内 みやうち セキノモトノ内 せきのもとのうち
821 214郷分 宮内 みやうち 説得田ン せっとくでん
822 214郷分 宮内 みやうち 善浄寺 ぜんじょうじ
823 214郷分 宮内 みやうち 善浄山 ぜんじょうやま
824 214郷分 宮内 みやうち 添水ノ窪 そえみずのくぼ
825 214郷分 宮内 みやうち ソリタノ内 そりたのうち
826 214郷分 宮内 みやうち 頼ム田ン たのむでん
827 214郷分 宮内 みやうち 田渕畑 たぶちはた
828 214郷分 宮内 みやうち 付キ合イ つきあい
829 214郷分 宮内 みやうち 柘ケ垣 つげがかき
830 214郷分 宮内 みやうち 傳之丞屋式 でんのじょうやしき
831 214郷分 宮内 みやうち トウホンダ とうほんだ
832 214郷分 宮内 みやうち 燈明田ン とうめいたん
833 214郷分 宮内 みやうち 兎生山 とうやま
834 214郷分 宮内 みやうち 兎生山ノ内 とうやまのうち
835 214郷分 宮内 みやうち トウラウデンノ内 とうらうでんのうち
836 214郷分 宮内 みやうち 鳥居ノ奈路 とりいのなろ
837 214郷分 宮内 みやうち 中石原 なかいしはら
838 214郷分 宮内 みやうち 七日田ン なのかでん
839 214郷分 宮内 みやうち 仁井屋敷 にいやしき
840 214郷分 宮内 みやうち 西轟山 にしとどろやま
841 214郷分 宮内 みやうち 二中屋敷 にちゅうやしき
842 214郷分 宮内 みやうち 登り尾山 のぼりおやま
843 214郷分 宮内 みやうち 登り尾山ノ内 のぼりおやまのうち
844 214郷分 宮内 みやうち ハザコ はざこ
845 214郷分 宮内 みやうち 長谷山 はせやま
846 214郷分 宮内 みやうち 長谷山ノ内 はせやまのうち
847 214郷分 宮内 みやうち 馬附田 ばふだ
848 214郷分 宮内 みやうち 針木窪 はりぎくぼ
849 214郷分 宮内 みやうち 東轟山 ひがしとどろやま
850 214郷分 宮内 みやうち 東轟山ノ内 ひがしとどろやまのうち
851 214郷分 宮内 みやうち 彼岸田 ひがんでん
852 214郷分 宮内 みやうち 日ノ谷山 ひのたにやま
853 214郷分 宮内 みやうち 日ノ宮田 ひのみやた
854 214郷分 宮内 みやうち 日宮田 ひのみやでん
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855 214郷分 宮内 みやうち ヒヤウタンダノ内 ひやうたんだのうち
856 214郷分 宮内 みやうち 平曽 ひらそ
857 214郷分 宮内 みやうち 藤井山 ふじいやま
858 214郷分 宮内 みやうち 札ケ辻 ふだがつじ
859 214郷分 宮内 みやうち 札ヶ辻山 ふだがつじやま
860 214郷分 宮内 みやうち 井川山 ふついがわやま
861 214郷分 宮内 みやうち フナイタゲクボ ふないたげくぼ
862 214郷分 宮内 みやうち 古馬場 ふるばば
863 214郷分 宮内 みやうち 枋ノ木谷山 ほうのきだにやま
864 214郷分 宮内 みやうち 前澤 まえざわ
865 214郷分 宮内 みやうち 又三郎田 またさぶろうでん
866 214郷分 宮内 みやうち 松葉 まつば
867 214郷分 宮内 みやうち 三島ノ元 みしまのもと
868 214郷分 宮内 みやうち 宮多田 みやただ
869 214郷分 宮内 みやうち 宮ノ奥 みやのおく
870 214郷分 宮内 みやうち 宮ノ窪 みやのくぼ
871 214郷分 宮内 みやうち 元大安寺 もとだいあんじ
872 214郷分 宮内 みやうち 八木屋敷 やぎやしき
873 214郷分 宮内 みやうち 屋敷田 やしきだ
874 214郷分 宮内 みやうち 八代地 やしろち
875 214郷分 宮内 みやうち 柳ノ川セイ元 やなのかわせいもと
876 214郷分 宮内 みやうち 柳ノ川山 やなのかわやま
877 214郷分 宮内 みやうち 山ノ下 やまのした
878 214郷分 宮内 みやうち 弓揚ノ元 ゆみあげのもと
879 214郷分 宮内 みやうち 弓場ノ元 ゆみばのもと
880 214郷分 宮内 みやうち 除ケ添ノ内 よけそえのうち
881 214郷分 宮内 みやうち 芳ケ谷山 よしがたにやま
882 214郷分 宮内 みやうち 四時田ン よじでん
883 214郷分 宮内 みやうち ノ元 れきのもと
884 214郷分 宮内 みやうち 渡リ上リ わたりあがり
885 215郷分 仕出原 しではら 芦川口 あしかわぐち
886 215郷分 仕出原 しではら 一郎九郎作 いちろうくろうづくり
887 215郷分 仕出原 しではら イハヒタ いはひた
888 215郷分 仕出原 しではら 今大神神主屋式ノ内 いまおおかみのぬしやしきのうち

889 215郷分 仕出原 しではら 後口山 うしろぐちやま
890 215郷分 仕出原 しではら 内垣ノ内 うちがきのうち
891 215郷分 仕出原 しではら 宇津尻 うつじり
892 215郷分 仕出原 しではら 姥谷 うばがに
893 215郷分 仕出原 しではら 姥谷 うばだに
894 215郷分 仕出原 しではら 梅木谷 うみきだに
895 215郷分 仕出原 しではら ウルシガハラ うるしがはら
896 215郷分 仕出原 しではら ウルシハラ うるしはら
897 215郷分 仕出原 しではら 榎ケ窪 えのきがせくぼ
898 215郷分 仕出原 しではら 大田 おおた
899 215郷分 仕出原 しではら 大西ノ川 おおにしのかわ
900 215郷分 仕出原 しではら 大畑 おおはた
901 215郷分 仕出原 しではら 大水口 おおみずくち
902 215郷分 仕出原 しではら 沖屋敷 おきやしき
903 215郷分 仕出原 しではら 神楽デン かぐらでん
904 215郷分 仕出原 しではら カケノヒラ かけのひら
905 215郷分 仕出原 しではら 掛樋ノ本 かけひのもと
906 215郷分 仕出原 しではら 春日田 かすがでん
907 215郷分 仕出原 しではら カチタ かちた
908 215郷分 仕出原 しではら カツキ岡屋敷 かつきおかやしき
909 215郷分 仕出原 しではら カハツクチ かはつくち
910 215郷分 仕出原 しではら カミギレ かみぎれ
911 215郷分 仕出原 しではら 上ヤシキ かみやしき
912 215郷分 仕出原 しではら 経蔵ノ本 けいぞうのもと
913 215郷分 仕出原 しではら 小芦川口内 こあしかわぐちうち
914 215郷分 仕出原 しではら 小芦川山 こあしかわやま
915 215郷分 仕出原 しではら 郷ケ谷 ごうがたに
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916 215郷分 仕出原 しではら コウサキ山 こうさきやま
917 215郷分 仕出原 しではら 越ケ堂ノ本 こえがどうのもと
918 215郷分 仕出原 しではら 小西川 こにしがわ
919 215郷分 仕出原 しではら コモ池ノ内 こもいけのうち
920 215郷分 仕出原 しではら コリンガウ子 こりんがうね
921 215郷分 仕出原 しではら コリンガウ子ノ内 こりんがうねのうち
922 215郷分 仕出原 しではら 五郎次郎屋敷 ごろうじろうやしき
923 215郷分 仕出原 しではら 桜ノ本 さくらのもと
924 215郷分 仕出原 しではら サハイタ さはいた
925 215郷分 仕出原 しではら サマノサイノウ さまのさいのう
926 215郷分 仕出原 しではら 山林 さんりん
927 215郷分 仕出原 しではら 下シ場 しもしば
928 215郷分 仕出原 しではら 下モ谷 しもだに
929 215郷分 仕出原 しではら 下向 しもむかい
930 215郷分 仕出原 しではら 春次作 しゅんじづくり
931 215郷分 仕出原 しではら 女郎田 じょろうた
932 215郷分 仕出原 しではら 城山 しろやま
933 215郷分 仕出原 しではら 新開 しんがい
934 215郷分 仕出原 しではら 水神本 すいじんもと
935 215郷分 仕出原 しではら 水天宮ノ本 すいてんみやのもと
936 215郷分 仕出原 しではら スゲタ すげた
937 215郷分 仕出原 しではら 清源ダ せいげんだ
938 215郷分 仕出原 しではら 関ノ本 せきのもと
939 215郷分 仕出原 しではら 蔵京 ぞうきょう
940 215郷分 仕出原 しではら 曾理田 そりた
941 215郷分 仕出原 しではら 大門口 だいもんぐち
942 215郷分 仕出原 しではら 高樋ノ奈路 たかひのなろ
943 215郷分 仕出原 しではら 建石本 たていしもと
944 215郷分 仕出原 しではら 谷屋敷 たにやしき
945 215郷分 仕出原 しではら 土橋ノ本 つちはしのもと
946 215郷分 仕出原 しではら 堤ノ本 つつみのもと
947 215郷分 仕出原 しではら 伝之亟屋式ノ内 でんのじょうやしきのうち
948 215郷分 仕出原 しではら トウホンタ とうほんた
949 215郷分 仕出原 しではら 飛屋敷 とびやしき
950 215郷分 仕出原 しではら 鳥居窪 とりいくぼ
951 215郷分 仕出原 しではら 鳥越ノ本 とりごえのもと
952 215郷分 仕出原 しではら 中屋敷 なかやしき
953 215郷分 仕出原 しではら 仁井屋田 にいやだ
954 215郷分 仕出原 しではら 仁井ヤダ山 にいやだやま
955 215郷分 仕出原 しではら 弐津岩 にづいわ
956 215郷分 仕出原 しではら ハクギノクボ内 はくぎのくぼない
957 215郷分 仕出原 しではら 橋詰 はしづめ
958 215郷分 仕出原 しではら ハゼノ本 はぜのもと
959 215郷分 仕出原 しではら 東ノ本 ひがしのもと
960 215郷分 仕出原 しではら フシヤテン ふしやてん
961 215郷分 仕出原 しではら フシヤデン ふしやでん
962 215郷分 仕出原 しではら ヘウタンダ へうたんだ
963 215郷分 仕出原 しではら ホキヨヲ山 ほきよをやま
964 215郷分 仕出原 しではら ホツ京ダ ほつけいだ
965 215郷分 仕出原 しではら 松岡山 まつおかやま
966 215郷分 仕出原 しではら 松ノ窪 まつのくぼ
967 215郷分 仕出原 しではら マトバ まとば
968 215郷分 仕出原 しではら 三助谷 みすけだに
969 215郷分 仕出原 しではら 南谷 みなみだに
970 215郷分 仕出原 しではら 宮ケ谷 みやがたに
971 215郷分 仕出原 しではら 宮ケ谷山 みやがたにやま
972 215郷分 仕出原 しではら 宮ノ窪 みやのくぼ
973 215郷分 仕出原 しではら ヤウシメハラ やうしめはら
974 215郷分 仕出原 しではら ヤウジメバラ やうじめばら
975 215郷分 仕出原 しではら 弥藤次谷 やとうじだに
976 215郷分 仕出原 しではら 八幡下タ やはたした
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977 215郷分 仕出原 しではら 山ノ下 やまのした
978 215郷分 仕出原 しではら ヨテン よてん
979 215郷分 仕出原 しではら ヨデン よでん
980 215郷分 仕出原 しではら 渡リ上リ わたりあがり
981 215郷分 仕出原 しではら ワラビ川 わらびがわ
982 215郷分 仕出原 しではら ヲウシガモリ をうしがもり
983 216郷分 大井野 おおいの イナヤシキ いなやしき
984 216郷分 大井野 おおいの 扇田 おおぎた
985 216郷分 大井野 おおいの 岡山 おかやま
986 216郷分 大井野 おおいの 梶田 かじた
987 216郷分 大井野 おおいの 春日デン かすがでん
988 216郷分 大井野 おおいの 上ハサ かみはさ
989 216郷分 大井野 おおいの 西原開 さいばらかい
990 216郷分 大井野 おおいの 桜木ノ元 さくらきのもと
991 216郷分 大井野 おおいの 七右衛門屋敷 しちうえもんやしき
992 216郷分 大井野 おおいの 七反地 しちたんち
993 216郷分 大井野 おおいの 蛇谷山 じゃたにやま
994 216郷分 大井野 おおいの スゲタ すげた
995 216郷分 大井野 おおいの 高塚屋式 たかつかやしき
996 216郷分 大井野 おおいの 瀧ノ平 たきのひら
997 216郷分 大井野 おおいの 立テ道 たてみち
998 216郷分 大井野 おおいの 堂ノ前 どうのまえ
999 216郷分 大井野 おおいの 鳩打テン はとうちてん
1000 216郷分 大井野 おおいの 鳩打田 はとうちでん
1001 216郷分 大井野 おおいの 船戸 ふなと
1002 216郷分 大井野 おおいの 瀑平 ぼくひら
1003 216郷分 大井野 おおいの 堀詰水戸ノ本 ほりづめみとのもと
1004 216郷分 大井野 おおいの 松カサコ まつかさこ
1005 216郷分 大井野 おおいの 松ケ谷山 まつがたにやま
1006 216郷分 大井野 おおいの 水神ノ上 みずがみのくうえ
1007 216郷分 大井野 おおいの 宮ケ谷山 みやがたにやま
1008 216郷分 大井野 おおいの 屋舗割 やしきわり
1009 216郷分 大井野 おおいの 四ツ辻 よつつじ
1010 216郷分 大井野 おおいの 両免地 りょうめんち
1011 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 足川 あしかわ
1012 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 壱町切 いっちょうぎれ
1013 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 浦ノ窪 うらのくぼ
1014 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 大岩ノナロ おおいわのなろ
1015 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 大窪 おおくぼ
1016 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 大田 おおた
1017 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 奥足川 おくあしかわ
1018 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 奥蛇山 おくじゃやま
1019 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 奥蛇谷 おくへびたに
1020 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 上土井屋式 かみどいやしき
1021 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 笹ケ谷 ささがたに
1022 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 下土井屋式 しもどいやしき
1023 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 下向 しもむかい
1024 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 白皇 しらおう
1025 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 城ノ後 しろのあと
1026 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 須賀崎 すがざき
1027 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 竹内山 たけうちのやま
1028 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 竹ノ内 たけのうち
1029 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 竹ノ内山 たけのうちやま
1030 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 田島山 たしまやま
1031 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 但馬山 たじまやま
1032 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 立目 たてめ
1033 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ チカラ石 ちからいし
1034 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ チカラ谷 ちからだに
1035 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 茶屋ノ奈路 ちゃやのなろ
1036 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 堂ノ川 どうのかわ
1037 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 堂ノ川山 どうのかわやま
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1038 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 中ケ市 なかがいち
1039 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 中黒井ノ上 なかくろいのかみ
1040 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 中屋式 なかやしき
1041 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 畑四郎 はたしろう
1042 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ フマデン ふまでん
1043 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 蛇谷 へびのたに
1044 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 柳ノ川 やなぎのかわ
1045 217郷分 口神ノ川 くちごうのかわ 山本屋式 やまもとやしき
1046 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 足川 あしかわ
1047 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 壱町切レ いちまちきれ
1048 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 浦ノ窪 うらのくぼ
1049 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 大岩ノナロ おおいわのなろ
1050 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 大窪 おおくぼ
1051 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 大窪山 おおくぼやま
1052 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 大宮ケ市 おおみやがいち
1053 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 大本山 おおもとやま
1054 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 影ノ平 かげのひら
1055 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 影平 かげひら
1056 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ カラ石 からいし
1057 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 黒尾ダバ くろおだば
1058 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 黒尾ノ多場 くろおのたば
1059 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 源太屋式 げんたやしき
1060 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ ゴホヲザコ ごほをざこ
1061 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 神田 こをた
1062 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 笹ケ谷 ささがたに
1063 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 漆ケ原 しつがはら
1064 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 下向 しもむかへ
1065 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 重ケ谷 じゅうがたに
1066 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 白王 しらおう
1067 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 城津 しろつ
1068 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 竹屋敷 たけやしき
1069 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 竹屋式山 たけやしきやま
1070 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 立チ目 たちめ
1071 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 津々良口 つつよしぐち
1072 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 西小川表 にしおがわおもて
1073 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ ハタ四郎 はたしろう
1074 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 拂川山 はらいがわやま
1075 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 東小川表 ひがしおがわおもて
1076 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 平太屋敷 ひらたやしき
1077 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 平野 ひらの
1078 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 防城 ぼうじょう
1079 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 坊城 ぼうしろ
1080 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ ホヲ畑 ほをばたけ
1081 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ ボヲ畑 ぼをばたけ
1082 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 宮ノダバ みやのだば
1083 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 宮ノ西 みやのにし
1084 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 柳ノ川 やなぎのかわ
1085 218郷分 中神ノ川 なかごうのかわ 沸ヒ川 わかひがわ
1086 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ 奥神ノ川山 おくかみのかわやま
1087 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ 沢田ノ丸 さわだのまる
1088 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ シダウ子山 しだうねやま
1089 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ ツエ谷口 つえたにぐち
1090 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ ツヅラ口 つづらぐち
1091 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ ツヅラ谷口 つづらたにぐち
1092 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ ヌタクボ ぬたくぼ
1093 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ フトウノマエ ふとうのまえ
1094 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ 不動ノ前 ふどうのまえ
1095 219郷分 奥神ノ川 おくごうのかわ ヲス谷口 をすたにぐち
1096 220郷分 大向 おおむかい ウハダバ うはだば
1097 220郷分 大向 おおむかい 浦ノ窪 うらのくぼ
1098 220郷分 大向 おおむかい 大ダバ おおだば
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1099 220郷分 大向 おおむかい 大ミナクチ おおみなくち
1100 220郷分 大向 おおむかい 上後クボ かみうしろくぼ
1101 220郷分 大向 おおむかい 上ノ下 かみのした
1102 220郷分 大向 おおむかい 上松ノ下 かみまつのました
1103 220郷分 大向 おおむかい 唐谷口 からたにぐち
1104 220郷分 大向 おおむかい 清水谷 しみずだに
1105 220郷分 大向 おおむかい シミヅ谷 しみづだに
1106 220郷分 大向 おおむかい 下ウシロクホ しもうしろくほ
1107 220郷分 大向 おおむかい 下ク保 しもくぼ
1108 220郷分 大向 おおむかい 下駄場 しもだば
1109 220郷分 大向 おおむかい スゲカ谷口 すげかたにくち
1110 220郷分 大向 おおむかい ソエガイチ そえがいち
1111 220郷分 大向 おおむかい 立目 たちめ
1112 220郷分 大向 おおむかい 仲瀬 なかせ
1113 220郷分 大向 おおむかい 中屋敷 なかやしき
1114 220郷分 大向 おおむかい 畑四郎 はたしろう
1115 220郷分 大向 おおむかい ヒヤセ ひやせ
1116 220郷分 大向 おおむかい 船戸 ふなと
1117 220郷分 大向 おおむかい 船戸場 ふなとば
1118 220郷分 大向 おおむかい 松ノ下 まつのした
1119 220郷分 大向 おおむかい 溝シタ みぞした
1120 220郷分 大向 おおむかい 御堂ノ越 みどうのごえ
1121 220郷分 大向 おおむかい ミトヲノ越 みとをのごえ
1122 220郷分 大向 おおむかい 宮ノ下 みやのした
1123 220郷分 大向 おおむかい 山ノ神ノ森 やまのかみのもり
1124 301立西 桧生原 ひさはら 石神迫 いしがみさこ
1125 301立西 桧生原 ひさはら 石神ノ前 いしがみのまえ
1126 301立西 桧生原 ひさはら 石神前 いしじんまえ
1127 301立西 桧生原 ひさはら 入谷 いりたに
1128 301立西 桧生原 ひさはら 押谷 おうたに
1129 301立西 桧生原 ひさはら 大ウ子 おおうこ
1130 301立西 桧生原 ひさはら 大畝 おおうね
1131 301立西 桧生原 ひさはら 大屋敷 おおやしき
1132 301立西 桧生原 ひさはら 上岡屋敷 かみおかやしき
1133 301立西 桧生原 ひさはら 上谷 かみたに
1134 301立西 桧生原 ひさはら 上谷北 かみたにきた
1135 301立西 桧生原 ひさはら 上ノ段 かみのだん
1136 301立西 桧生原 ひさはら 神ミ前谷 かみまえだに
1137 301立西 桧生原 ひさはら 桑ノ木迫 くわきのはく
1138 301立西 桧生原 ひさはら 桑木迫 くわきはく
1139 301立西 桧生原 ひさはら コブンダ こぶんだ
1140 301立西 桧生原 ひさはら サテノスソ さてのすそ
1141 301立西 桧生原 ひさはら 地蔵迫 じぞうさこ
1142 301立西 桧生原 ひさはら シノ太夫 しのだゆう
1143 301立西 桧生原 ひさはら 下岡屋敷 しもおかやしき
1144 301立西 桧生原 ひさはら シラヲ しらを
1145 301立西 桧生原 ひさはら 神田 じんでん
1146 301立西 桧生原 ひさはら 新屋式 しんやしき
1147 301立西 桧生原 ひさはら 高畦 たかあぜ
1148 301立西 桧生原 ひさはら 瀧谷口 たきたにぐち
1149 301立西 桧生原 ひさはら 瀧谷ノ口 たきたにのくち
1150 301立西 桧生原 ひさはら 瀧谷 たきのたに
1151 301立西 桧生原 ひさはら 谷ノ奥 たにのおく
1152 301立西 桧生原 ひさはら ツツラ谷 つつらたに
1153 301立西 桧生原 ひさはら 寺林 てらばやし
1154 301立西 桧生原 ひさはら 天神ノナロ てんじんなろ
1155 301立西 桧生原 ひさはら 天神ノ奈路 てんじんのなろ
1156 301立西 桧生原 ひさはら 鳥手谷 とりてだに
1157 301立西 桧生原 ひさはら 長ウ子 ながうね
1158 301立西 桧生原 ひさはら 西屋式 にしやしき
1159 301立西 桧生原 ひさはら 灰鳥 はいとり
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1160 301立西 桧生原 ひさはら 橋ノ詰 はしのつめ
1161 301立西 桧生原 ひさはら 橋ノ詰東 はしのつめひがし
1162 301立西 桧生原 ひさはら 畑ケ谷 はたがたに
1163 301立西 桧生原 ひさはら ヒソウハラ ひそうはら
1164 301立西 桧生原 ひさはら 南ノ谷 みなみのたに
1165 301立西 桧生原 ひさはら 宮ケ谷 みやがたに
1166 301立西 桧生原 ひさはら 宮ノ窪 みやのくぼ
1167 301立西 桧生原 ひさはら 宮ノ谷 みやのたに
1168 301立西 桧生原 ひさはら ムロヤシキ むろやしき
1169 301立西 桧生原 ひさはら 山ノ段山 やまのだんやま
1170 301立西 桧生原 ひさはら ヨソウ屋式 よそうやしき
1171 301立西 桧生原 ひさはら ヲウコエ をうこえ
1172 301立西 桧生原 ひさはら ヲウコエ山 をうこえやま
1173 301立西 桧生原 ひさはら 遅越 をそこえ
1174 302立西 寺野 てらの 秋鹿山 あきろくやま
1175 302立西 寺野 てらの 石神谷 いしがみだに
1176 302立西 寺野 てらの 井ノ奥 いのおく
1177 302立西 寺野 てらの 井ノ奥山 いのおくやま
1178 302立西 寺野 てらの 井ノ谷山 いのたにやま
1179 302立西 寺野 てらの 上穴ノ川 うえあなのかわ
1180 302立西 寺野 てらの 上中瀬 うえなかせ
1181 302立西 寺野 てらの ウシノ水 うしのみず
1182 302立西 寺野 てらの 榎佐古 えのきさこ
1183 302立西 寺野 てらの 大屋分 おおやぶん
1184 302立西 寺野 てらの 織尾山 おりおやま
1185 302立西 寺野 てらの 笠神ノ上山 かさがみのかみやま
1186 302立西 寺野 てらの 上穴ノ川 かみあなのがわ
1187 302立西 寺野 てらの 上寺野 かみてらの
1188 302立西 寺野 てらの 上ミトウカノ かみとうかの
1189 302立西 寺野 てらの カミナカゼ かみなかぜ
1190 302立西 寺野 てらの 上中瀬サワイガ市 かみなかせさわいがいち
1191 302立西 寺野 てらの 上西野地 かみにしのじ
1192 302立西 寺野 てらの 上西野地道上 かみにしのじみちうえ
1193 302立西 寺野 てらの カモンダ かもんだ
1194 302立西 寺野 てらの キサイガ市 きさいがいち
1195 302立西 寺野 てらの 木材ガ市 きざいがいち
1196 302立西 寺野 てらの キサイガ市上山 きさいがいちかみやま
1197 302立西 寺野 てらの 木村ガ市 きむらがいち
1198 302立西 寺野 てらの 神田ノウ子 こうだのうね
1199 302立西 寺野 てらの 越戸ノウ子 こしどのうね
1200 302立西 寺野 てらの 小向 こむかい
1201 302立西 寺野 てらの 小屋ケ谷 こやがたに
1202 302立西 寺野 てらの 古屋ノサコ こやのさこ
1203 302立西 寺野 てらの コヲタノウ子 こをたのうこ
1204 302立西 寺野 てらの サイホ谷 さいほだに
1205 302立西 寺野 てらの サイボ谷 さいぼだに
1206 302立西 寺野 てらの サバイガ市 さばいがいち
1207 302立西 寺野 てらの サワイガ市 さわいがいち
1208 302立西 寺野 てらの 山林 さんりん
1209 302立西 寺野 てらの シギヨウブ谷上山 しぎようぶたにかみやま
1210 302立西 寺野 てらの シギヨウブ谷下山 しぎようぶたにしもやま
1211 302立西 寺野 てらの シキヨブ谷上山 しきよぶたにかみやま
1212 302立西 寺野 てらの シタ尾続山 したおつづきやま
1213 302立西 寺野 てらの シタ尾山 したおやま
1214 302立西 寺野 てらの 嶋野 しまの
1215 302立西 寺野 てらの 下穴ノ川 しもあなのがわ
1216 302立西 寺野 てらの 下寺野 しもてらの
1217 302立西 寺野 てらの シモトウカノ しもとうかの
1218 302立西 寺野 てらの 下中瀬 しもなかせ
1219 302立西 寺野 てらの 下西野地 しもにしのじ
1220 302立西 寺野 てらの 下ノ穴ノ川 しものあなのかわ



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 21/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
1221 302立西 寺野 てらの 秋鹿谷 しゅうろくだに
1222 302立西 寺野 てらの 神谷山 しんたにやま
1223 302立西 寺野 てらの スルバチ谷 するばちだに
1224 302立西 寺野 てらの スルバチ山 するばちやま
1225 302立西 寺野 てらの 瀧ノウ子 たきのうこ
1226 302立西 寺野 てらの タキノウ子 たきのうね
1227 302立西 寺野 てらの 竹ノ平山 たけふちのひらやま
1228 302立西 寺野 てらの 寺中 てらなか
1229 302立西 寺野 てらの トウカノ上山 とうかのうえやま
1230 302立西 寺野 てらの トウカノ続山 とうかのつづきやま
1231 302立西 寺野 てらの 堂ガ野山 どうがのやま
1232 302立西 寺野 てらの 堂ノ川 どうのかわ
1233 302立西 寺野 てらの 堂ノ川山 どうのかわやま
1234 302立西 寺野 てらの トドロガ谷 ととろがたに
1235 302立西 寺野 てらの トドロガ谷 とどろがだに
1236 302立西 寺野 てらの 轟ケ谷 とどろきがだに
1237 302立西 寺野 てらの トドロノ平下山 とどろのひらしたやま
1238 302立西 寺野 てらの 轟ノ平山 とどろのひらやま
1239 302立西 寺野 てらの トゝロゝ平山 ととろろひらやま
1240 302立西 寺野 てらの トヲキン谷 とをきんたに
1241 302立西 寺野 てらの 仲ケ谷 なかけたに
1242 302立西 寺野 てらの 永田 ながた
1243 302立西 寺野 てらの 西野地上ミ山 にしのじかみやま
1244 302立西 寺野 てらの 西野地道上 にしのじみちうえ
1245 302立西 寺野 てらの 西路山 にしみちのやま
1246 302立西 寺野 てらの 仁良山 にりょうやま
1247 302立西 寺野 てらの 仁郎山 にろうやま
1248 302立西 寺野 てらの 汢窪 ぬたくぼ
1249 302立西 寺野 てらの 桧曽山 ひそやま
1250 302立西 寺野 てらの 檜曽山 ひのきそやま
1251 302立西 寺野 てらの 日ノ平 ひのひら
1252 302立西 寺野 てらの 日ノ平続 ひのひらのつづき
1253 302立西 寺野 てらの 日ノ平続山 ひのひらのつづきやま
1254 302立西 寺野 てらの 日ノ平山 ひのひらやま
1255 302立西 寺野 てらの 平内畑 ひらのうちばた
1256 302立西 寺野 てらの フタセマチタ山 ふたせまちたやま
1257 302立西 寺野 てらの 古畑 ふるはた
1258 302立西 寺野 てらの 古畑山 ふるはたやま
1259 302立西 寺野 てらの ホケロ ほけろ
1260 302立西 寺野 てらの 本田山 ほんだやま
1261 302立西 寺野 てらの ホンテン山 ほんてんやま
1262 302立西 寺野 てらの 本村山 ほんむらやま
1263 302立西 寺野 てらの 本村 もとむら
1264 302立西 寺野 てらの 矢萩谷 やはぎだに
1265 302立西 寺野 てらの ヤハギ谷山 やはぎだにやま
1266 302立西 寺野 てらの 横山 よこやま
1267 302立西 寺野 てらの 涼ノ平山 りょうのひらやま
1268 302立西 寺野 てらの ヲソギノ川山 をそぎかわやま
1269 302立西 寺野 てらの ヲソギノ川 をそぎのかわ
1270 302立西 寺野 てらの ヲモキレ をもきれ
1271 302立西 寺野 てらの ヲリ尾山 をりおやま
1272 303立西 南川口 みなみかわぐち アシ川 あしがわ
1273 303立西 南川口 みなみかわぐち 石カサコ いしかさこ
1274 303立西 南川口 みなみかわぐち 石神越 いしがみごえ
1275 303立西 南川口 みなみかわぐち 石ケサコ いしけさこ
1276 303立西 南川口 みなみかわぐち 石セキ いしせき
1277 303立西 南川口 みなみかわぐち イノ口 いのくち
1278 303立西 南川口 みなみかわぐち 後立目続山 うしろたちめつづきやま
1279 303立西 南川口 みなみかわぐち ウリウノ うりうの
1280 303立西 南川口 みなみかわぐち 大谷 おおたに
1281 303立西 南川口 みなみかわぐち 大本山 おおもとやま
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1282 303立西 南川口 みなみかわぐち 岡分 おかわけ
1283 303立西 南川口 みなみかわぐち 形ア地 かたあち
1284 303立西 南川口 みなみかわぐち カヤシキ かやしき
1285 303立西 南川口 みなみかわぐち 杭野 くいの
1286 303立西 南川口 みなみかわぐち 杭野ノ くいのの
1287 303立西 南川口 みなみかわぐち クホタ くほた
1288 303立西 南川口 みなみかわぐち 黒岩 くろいわ
1289 303立西 南川口 みなみかわぐち 越ノ下 こしのした
1290 303立西 南川口 みなみかわぐち 小屋ノヤシキ こやのやしき
1291 303立西 南川口 みなみかわぐち シタヤシキ したやしき
1292 303立西 南川口 みなみかわぐち 嶌野々 しまのの
1293 303立西 南川口 みなみかわぐち スタノラ すたのら
1294 303立西 南川口 みなみかわぐち 立目新山 たちめしんざん
1295 303立西 南川口 みなみかわぐち チウザ ちうざ
1296 303立西 南川口 みなみかわぐち ツシマ つしま
1297 303立西 南川口 みなみかわぐち 鳶ノ子 とびのこ
1298 303立西 南川口 みなみかわぐち 永田 ながた
1299 303立西 南川口 みなみかわぐち 中ヤシキ なかやしき
1300 303立西 南川口 みなみかわぐち 夏ヤケ なつやけ
1301 303立西 南川口 みなみかわぐち ナロ なろ
1302 303立西 南川口 みなみかわぐち ニイヤ にいや
1303 303立西 南川口 みなみかわぐち ニウドウ にうどう
1304 303立西 南川口 みなみかわぐち ニウドヲ にうどを
1305 303立西 南川口 みなみかわぐち ヌタノヲ ぬたのを
1306 303立西 南川口 みなみかわぐち ハシガ谷 はしかだに
1307 303立西 南川口 みなみかわぐち 不動保木 ふどうほき
1308 303立西 南川口 みなみかわぐち フトヲホキ ふとをほき
1309 303立西 南川口 みなみかわぐち 宮ノワキ みやのわき
1310 303立西 南川口 みなみかわぐち ムタニ山 むたにやま
1311 303立西 南川口 みなみかわぐち ム谷山 むだにやま
1312 303立西 南川口 みなみかわぐち ムロヤシキ むろやしき
1313 303立西 南川口 みなみかわぐち 本谷 もとだに
1314 303立西 南川口 みなみかわぐち 元ノ谷 もとのたに
1315 303立西 南川口 みなみかわぐち 本村山 もとむらやま
1316 303立西 南川口 みなみかわぐち ヤナギ やなぎ
1317 303立西 南川口 みなみかわぐち ヤハシラ やはしら
1318 303立西 南川口 みなみかわぐち ヤバシラ やばしら
1319 303立西 南川口 みなみかわぐち ヲビヤ らびや
1320 304立西 天ノ川 そらのかわ 岩龍山 いわたつやま
1321 304立西 天ノ川 そらのかわ 大谷 おおたに
1322 304立西 天ノ川 そらのかわ 大平山 おおひらやま
1323 304立西 天ノ川 そらのかわ 大和田 おおわだ
1324 304立西 天ノ川 そらのかわ 上谷 かみだに
1325 304立西 天ノ川 そらのかわ 上タハ かみたは
1326 304立西 天ノ川 そらのかわ 上ダバ かみだば
1327 304立西 天ノ川 そらのかわ 上屋式 かみやしき
1328 304立西 天ノ川 そらのかわ 川中 かわなか
1329 304立西 天ノ川 そらのかわ クボノヲク くぼのをく
1330 304立西 天ノ川 そらのかわ 栗ノ木 くりのき
1331 304立西 天ノ川 そらのかわ 小籠山 こごめやま
1332 304立西 天ノ川 そらのかわ 小次郎屋式 こじろうやしき
1333 304立西 天ノ川 そらのかわ コヤ こや
1334 304立西 天ノ川 そらのかわ シモ谷 しもたに
1335 304立西 天ノ川 そらのかわ 天ノ川 そらのかわ
1336 304立西 天ノ川 そらのかわ チチガモリ ちちがもり
1337 304立西 天ノ川 そらのかわ ナカサキ なかさき
1338 304立西 天ノ川 そらのかわ 中谷 なかたに
1339 304立西 天ノ川 そらのかわ 中間 なかま
1340 304立西 天ノ川 そらのかわ 深瀬 ふかせ
1341 304立西 天ノ川 そらのかわ 梁瀬 やなせ
1342 304立西 天ノ川 そらのかわ ヲトナシ をとなし
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1343 305立西 秋丸 あきまる 荒平山 あらひらやま
1344 305立西 秋丸 あきまる 池ノ奥 いけのおく
1345 305立西 秋丸 あきまる 石神 いしがみ
1346 305立西 秋丸 あきまる 石神谷 いしがみだに
1347 305立西 秋丸 あきまる 伊豆 いず
1348 305立西 秋丸 あきまる 伊豆谷 いずたに
1349 305立西 秋丸 あきまる 伊豆ノ谷 いずのたに
1350 305立西 秋丸 あきまる 臼杵 うすき
1351 305立西 秋丸 あきまる ウスギ うすぎ
1352 305立西 秋丸 あきまる 太田 おおた
1353 305立西 秋丸 あきまる 大ノ花 おおのはな
1354 305立西 秋丸 あきまる 春日田 かすがだ
1355 305立西 秋丸 あきまる 上石橋 かみいしばし
1356 305立西 秋丸 あきまる 神主ヤシキ かんぬしやしき
1357 305立西 秋丸 あきまる 窪田 くぼた
1358 305立西 秋丸 あきまる 越ヂノ川 こえぢのかわ
1359 305立西 秋丸 あきまる 越ノ下 こしのした
1360 305立西 秋丸 あきまる コトコ ことこ
1361 305立西 秋丸 あきまる コトコ山 ことこやま
1362 305立西 秋丸 あきまる 小松ノ川 こまつのかわ
1363 305立西 秋丸 あきまる 瀬ノ上 せのうえ
1364 305立西 秋丸 あきまる 高ノ段 たかのだん
1365 305立西 秋丸 あきまる 月駄場 つきだば
1366 305立西 秋丸 あきまる 中六谷 なかむだに
1367 305立西 秋丸 あきまる 中ム続山 なかむつづきやま
1368 305立西 秋丸 あきまる 無谷 なしだに
1369 305立西 秋丸 あきまる 野中 のなか
1370 305立西 秋丸 あきまる 登り田 のぼりだ
1371 305立西 秋丸 あきまる 萩原 はぎわら
1372 305立西 秋丸 あきまる 東路山 ひがしみちやま
1373 305立西 秋丸 あきまる 久田山 ひさだやま
1374 305立西 秋丸 あきまる 日ノ本 ひのもと
1375 305立西 秋丸 あきまる 不動布晞 ふどうふき
1376 305立西 秋丸 あきまる 不動ホキ ふどうほき
1377 305立西 秋丸 あきまる 松ケ窪 まつがくぼ
1378 305立西 秋丸 あきまる 真弓ノ川 まゆみのかわ
1379 305立西 秋丸 あきまる ム谷続山 むたにつづきやま
1380 306立西 野地 のじ 池ノ谷 いけのたに
1381 306立西 野地 のじ 池野谷山 いけのたにやま
1382 306立西 野地 のじ 梅ノ窪 うめのくぼ
1383 306立西 野地 のじ 大久保 おおくぼ
1384 306立西 野地 のじ 影ケ地山 かげがちやま
1385 306立西 野地 のじ 影地 かげぢ
1386 306立西 野地 のじ 上ハ松ノ前 かみはまつのまえ
1387 306立西 野地 のじ 川原崎山 かわらざきやま
1388 306立西 野地 のじ 鯉ノ谷 こいのたに
1389 306立西 野地 のじ 鯉ノ谷山 こいのたにやま
1390 306立西 野地 のじ 坂本 さかもと
1391 306立西 野地 のじ 桜野 さくらの
1392 306立西 野地 のじ 桜野山 さくらのやま
1393 306立西 野地 のじ 山桝木 さんしょうぎ
1394 306立西 野地 のじ 山枡ノ木山 さんしょうのきやま
1395 306立西 野地 のじ 常法谷 じょうほうだに
1396 306立西 野地 のじ 天一畑 てんいちはた
1397 306立西 野地 のじ 天一畑 てんいちばた
1398 306立西 野地 のじ 轟頭 とどろきがしら
1399 306立西 野地 のじ 轟頭山 とどろきがしらやま
1400 306立西 野地 のじ 長田 ながた
1401 306立西 野地 のじ 長畑 ながはた
1402 306立西 野地 のじ 平野続山 ひらのつづきやま
1403 306立西 野地 のじ 松ノ前 まつのまえ
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1404 306立西 野地 のじ 道前山 みちまえのやま
1405 306立西 野地 のじ 柳ノ谷 やなぎのたに
1406 306立西 野地 のじ 吉田 よしだ
1407 306立西 野地 のじ 吉野奈路 よしのなろ
1408 307立西 家地川 いえじがわ 赤木原 あかぎはら
1409 307立西 家地川 いえじがわ 赤松 あかまつ
1410 307立西 家地川 いえじがわ アリノ木 ありのき
1411 307立西 家地川 いえじがわ アリノキナロ ありのきなろ
1412 307立西 家地川 いえじがわ 池ノ東 いけのひがし
1413 307立西 家地川 いえじがわ 大戸 おおと
1414 307立西 家地川 いえじがわ 大町 おおまち
1415 307立西 家地川 いえじがわ 笠松 かさまつ
1416 307立西 家地川 いえじがわ 笠山 かさやま
1417 307立西 家地川 いえじがわ カツ子サコ かつこさこ
1418 307立西 家地川 いえじがわ カハモト谷 かはもとだに
1419 307立西 家地川 いえじがわ 上サイノ かみさいの
1420 307立西 家地川 いえじがわ 上ハサイノヲ かみはさいのを
1421 307立西 家地川 いえじがわ 加茂谷 かもたに
1422 307立西 家地川 いえじがわ 北山 きたやま
1423 307立西 家地川 いえじがわ キノコ谷 きのこだに
1424 307立西 家地川 いえじがわ キリキリ谷 きりきりだに
1425 307立西 家地川 いえじがわ クイノモト くいのもと
1426 307立西 家地川 いえじがわ 下リ松 くだりまつ
1427 307立西 家地川 いえじがわ 栗ノ木サコ くりのきさこ
1428 307立西 家地川 いえじがわ 香ノ木 こうのき
1429 307立西 家地川 いえじがわ コエカケ こえかけ
1430 307立西 家地川 いえじがわ コトトロ こととろ
1431 307立西 家地川 いえじがわ コトドロ ことどろ
1432 307立西 家地川 いえじがわ 金剛ノ上ヘ こんごうのうえ
1433 307立西 家地川 いえじがわ コンコヲ こんこを
1434 307立西 家地川 いえじがわ コンゴヲ こんごを
1435 307立西 家地川 いえじがわ サイノ三ケ処 さいのさんけしょ
1436 307立西 家地川 いえじがわ サイノヲ三ケ処 さいのをさんかしょ
1437 307立西 家地川 いえじがわ サイノヲ三ケ所 さいのをさんけしょ
1438 307立西 家地川 いえじがわ サキノクシ さきのくし
1439 307立西 家地川 いえじがわ サテカスソ さてかすそ
1440 307立西 家地川 いえじがわ サテカユリ さてかゆり
1441 307立西 家地川 いえじがわ サラカスソ さらかすそ
1442 307立西 家地川 いえじがわ 三升マキ さんしょうまき
1443 307立西 家地川 いえじがわ 山林 さんりん
1444 307立西 家地川 いえじがわ 新城 しんじょう
1445 307立西 家地川 いえじがわ スイセンアンノマエ すいせんあんのまえ
1446 307立西 家地川 いえじがわ スキヲヲ すきをを
1447 307立西 家地川 いえじがわ スキヲヲ谷 すきををたに
1448 307立西 家地川 いえじがわ 土橋 つちばし
1449 307立西 家地川 いえじがわ ツルイガスソ つるいがすそ
1450 307立西 家地川 いえじがわ 峠 とうげ
1451 307立西 家地川 いえじがわ トトロ上 ととろうえ
1452 307立西 家地川 いえじがわ トトロノ上 ととろのうえ
1453 307立西 家地川 いえじがわ 中串 なかぐし
1454 307立西 家地川 いえじがわ 中谷口 なかたにぐち
1455 307立西 家地川 いえじがわ 中谷下モ なかたにしも
1456 307立西 家地川 いえじがわ 中谷 なかのたに
1457 307立西 家地川 いえじがわ 入道谷 にゅうどうだに
1458 307立西 家地川 いえじがわ ハシカ谷 はしかだに
1459 307立西 家地川 いえじがわ 橋ケ谷 はしがたに
1460 307立西 家地川 いえじがわ 羽立川 はたちかわ
1461 307立西 家地川 いえじがわ 羽立川セイモト はたちかわせいもと
1462 307立西 家地川 いえじがわ 羽立川谷山 はたてかわだにやま
1463 307立西 家地川 いえじがわ ヒノ谷口 ひのたにぐち
1464 307立西 家地川 いえじがわ 平入道 ひらにゅうどう
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1465 307立西 家地川 いえじがわ 藤ケ谷 ふじがたに
1466 307立西 家地川 いえじがわ 佛先 ほとけさき
1467 307立西 家地川 いえじがわ 堀切 ほりきり
1468 307立西 家地川 いえじがわ ホリキリ谷 ほりきりだに
1469 307立西 家地川 いえじがわ 松ケ窪 まつけくぼ
1470 307立西 家地川 いえじがわ マツノクボ まつのくぼ
1471 307立西 家地川 いえじがわ 松峰山 まつみねやま
1472 307立西 家地川 いえじがわ 宮ケ谷 みやがたに
1473 307立西 家地川 いえじがわ 宮ケ谷口 みやがたにぐち
1474 307立西 家地川 いえじがわ 宮ケ谷山 みやがたにやま
1475 307立西 家地川 いえじがわ 森 もり
1476 307立西 家地川 いえじがわ 屋式山 やしきやま
1477 307立西 家地川 いえじがわ 柚ノ木サコ ゆずのきさこ
1478 307立西 家地川 いえじがわ 抽ノ木サコ ゆのきさこ
1479 307立西 家地川 いえじがわ 横道口 よこみちぐち
1480 307立西 家地川 いえじがわ ヲヲシカ谷 ををしかだに
1481 307立西 家地川 いえじがわ ヲヲシケ谷 ををしけだに
1482 307立西 家地川 いえじがわ ヲンチ をんち
1483 307立西 家地川 いえじがわ ヲンヂ をんぢ
1484 307立西 家地川 いえじがわ ヲンヂ田 をんぢた
1485 308立西 折合 おれあい イタキ いたき
1486 308立西 折合 おれあい イタギ山 いたぎやま
1487 308立西 折合 おれあい イテノ谷 いてのたに
1488 308立西 折合 おれあい イデノ本 いでのもと
1489 308立西 折合 おれあい 大良屋式 おおよしやしき
1490 308立西 折合 おれあい 岡屋式 おかやしき
1491 308立西 折合 おれあい 尾崎山 おざきやま
1492 308立西 折合 おれあい 折合川 おれあいがわ
1493 308立西 折合 おれあい カカリヲ かかりを
1494 308立西 折合 おれあい カシタ かした
1495 308立西 折合 おれあい カハスサコ かはすさこ
1496 308立西 折合 おれあい 上源見山 かみげんみやま
1497 308立西 折合 おれあい カヤノキ かやのき
1498 308立西 折合 おれあい カワツサコ かわつさこ
1499 308立西 折合 おれあい ケンミ けんみ
1500 308立西 折合 おれあい ケンミ下源見山 けんみしたげんみやま
1501 308立西 折合 おれあい 小松尾山 こまつおやま
1502 308立西 折合 おれあい 坂島山 さかしまやま
1503 308立西 折合 おれあい 猿屋大畝山 さるやおおうねやま
1504 308立西 折合 おれあい 四十畑山 しじうはたやま
1505 308立西 折合 おれあい 寺駄場 じだば
1506 308立西 折合 おれあい シモゾリ しもぞり
1507 308立西 折合 おれあい 下タナロ しもたなろ
1508 308立西 折合 おれあい 神田 じんでん
1509 308立西 折合 おれあい 大御山 だいごやま
1510 308立西 折合 おれあい タカノトヲ たかのとを
1511 308立西 折合 おれあい タキ山 たきのやま
1512 308立西 折合 おれあい 瀧山 たきやま
1513 308立西 折合 おれあい 長者ケ奈路山 ちょうじゃがなろやま
1514 308立西 折合 おれあい チョチ ちょち
1515 308立西 折合 おれあい ツリトイ つりとい
1516 308立西 折合 おれあい トリコエ とりこえ
1517 308立西 折合 おれあい ナロ畑 なろはた
1518 308立西 折合 おれあい 根木ノ尾山 ねきのおやま
1519 308立西 折合 おれあい 拂川南平山 はらいがわみなみひらやま
1520 308立西 折合 おれあい 拂川山 はらいがわやま
1521 308立西 折合 おれあい ヒソキ ひそき
1522 308立西 折合 おれあい ヒビラ山 ひびらやま
1523 308立西 折合 おれあい フカアセ ふかあせ
1524 308立西 折合 おれあい ホキ ほき
1525 308立西 折合 おれあい ヤフノヲ やふのを
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1526 308立西 折合 おれあい 留駄場 るだば
1527 406松葉川 中村 なかむら 秋伐 あきぎり
1528 406松葉川 中村 なかむら アハガサコ あはがさこ
1529 406松葉川 中村 なかむら ウルシガイチ うるしがいち
1530 406松葉川 中村 なかむら 大田 おおた
1531 406松葉川 中村 なかむら 沖ノ丸 おきのまる
1532 406松葉川 中村 なかむら 川窪 かわくぼ
1533 406松葉川 中村 なかむら 栗ガサコ くりがさこ
1534 406松葉川 中村 なかむら 小坂ノ本 こさかのもと
1535 406松葉川 中村 なかむら 小松ナロ こまつなろ
1536 406松葉川 中村 なかむら 小松山 こまつやま
1537 406松葉川 中村 なかむら 古道谷 こみちたに
1538 406松葉川 中村 なかむら 古道山 こみちやま
1539 406松葉川 中村 なかむら 谷ノ東 たにのひがし
1540 406松葉川 中村 なかむら 谷屋敷 たにやしき
1541 406松葉川 中村 なかむら トイシノ本 といしのもと
1542 406松葉川 中村 なかむら 藤四郎山 とうしろうやま
1543 406松葉川 中村 なかむら 徳才野 とくさいの
1544 406松葉川 中村 なかむら 徳才能 とくさいのう
1545 406松葉川 中村 なかむら 檜木ダバ ひのききだば
1546 406松葉川 中村 なかむら 廣岡 ひろおか
1547 406松葉川 中村 なかむら 廣岡山 ひろおかやま
1548 406松葉川 中村 なかむら 藤内 ふじのうち
1549 407松葉川 勝賀野 しょうがの アマムカエ あまむかえ
1550 407松葉川 勝賀野 しょうがの 石神ノ向 いしかみのむかい
1551 407松葉川 勝賀野 しょうがの 石ソ子 いしそこ
1552 407松葉川 勝賀野 しょうがの 岩谷 いわたに
1553 407松葉川 勝賀野 しょうがの ウシ谷 うしたに
1554 407松葉川 勝賀野 しょうがの 馬越 うまごえ
1555 407松葉川 勝賀野 しょうがの 梅木谷 うめのきだに
1556 407松葉川 勝賀野 しょうがの ウルシガ市 うるしがいち
1557 407松葉川 勝賀野 しょうがの 大谷 おおたに
1558 407松葉川 勝賀野 しょうがの 大平 おおひら
1559 407松葉川 勝賀野 しょうがの 沖分 おきのぶん
1560 407松葉川 勝賀野 しょうがの カイマエ かいまえ
1561 407松葉川 勝賀野 しょうがの カキノキサイノ かきのきさいの
1562 407松葉川 勝賀野 しょうがの カキノキサイノウ かきのきさいのう
1563 407松葉川 勝賀野 しょうがの カチノクボ かちのくぼ
1564 407松葉川 勝賀野 しょうがの 上谷 かみたに
1565 407松葉川 勝賀野 しょうがの 上谷山 かみたにやま
1566 407松葉川 勝賀野 しょうがの 神田 かんだ
1567 407松葉川 勝賀野 しょうがの キタゴイダニ きたごいだに
1568 407松葉川 勝賀野 しょうがの 木ノ下 きのした
1569 407松葉川 勝賀野 しょうがの 楠ノ木屋敷 くすのきやしき
1570 407松葉川 勝賀野 しょうがの 栗ノ木 くりのき
1571 407松葉川 勝賀野 しょうがの 耕地整理地区 ここうちせいりちく
1572 407松葉川 勝賀野 しょうがの 五助谷口 ごすけたにぐち
1573 407松葉川 勝賀野 しょうがの 五助山 ごすけやま
1574 407松葉川 勝賀野 しょうがの 小高シロ こたかしろ
1575 407松葉川 勝賀野 しょうがの 小屋谷口 こやたにぐち
1576 407松葉川 勝賀野 しょうがの コヤノダン こやのだん
1577 407松葉川 勝賀野 しょうがの 坂野谷 さかのたに
1578 407松葉川 勝賀野 しょうがの 坂本谷 さかもとたに
1579 407松葉川 勝賀野 しょうがの 作ノ花 さくのはな
1580 407松葉川 勝賀野 しょうがの 笹野 ささの
1581 407松葉川 勝賀野 しょうがの サルカエリ さるかえり
1582 407松葉川 勝賀野 しょうがの 下モスカ しもすか
1583 407松葉川 勝賀野 しょうがの 下谷 しもたに
1584 407松葉川 勝賀野 しょうがの 神田ノ上山 じんでんのかみやま
1585 407松葉川 勝賀野 しょうがの 高ウ子 たかうこ
1586 407松葉川 勝賀野 しょうがの 高シロ口 たかしろぐち
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1587 407松葉川 勝賀野 しょうがの 竹賀谷 たけがたに
1588 407松葉川 勝賀野 しょうがの 忠太谷 ちゅうただに
1589 407松葉川 勝賀野 しょうがの ツエ谷 つえだに
1590 407松葉川 勝賀野 しょうがの 寺内谷 てらうちだに
1591 407松葉川 勝賀野 しょうがの 寺ケ谷口 てらがたにぐち
1592 407松葉川 勝賀野 しょうがの 土井上 どいかみ
1593 407松葉川 勝賀野 しょうがの 仲野谷 なかのたに
1594 407松葉川 勝賀野 しょうがの 中谷口 なかのたにぐち
1595 407松葉川 勝賀野 しょうがの ナシノ木谷 なしのきだに
1596 407松葉川 勝賀野 しょうがの 西ノ谷 にしのたに
1597 407松葉川 勝賀野 しょうがの ヌタノハタ ぬたのはた
1598 407松葉川 勝賀野 しょうがの 畠ケ田 はたけがた
1599 407松葉川 勝賀野 しょうがの 畠ケ谷 はたけがたに
1600 407松葉川 勝賀野 しょうがの ハタ山 はたやま
1601 407松葉川 勝賀野 しょうがの 檜ダバ ひだば
1602 407松葉川 勝賀野 しょうがの 深谷 ふかたに
1603 407松葉川 勝賀野 しょうがの ホコノモト ほこのもと
1604 407松葉川 勝賀野 しょうがの 松本 まつもと
1605 407松葉川 勝賀野 しょうがの 美野越シ みのこし
1606 407松葉川 勝賀野 しょうがの ミヤノタニ みやのたに
1607 407松葉川 勝賀野 しょうがの 向神田 むこうじんでん
1608 407松葉川 勝賀野 しょうがの 目サフロ めさふろ
1609 407松葉川 勝賀野 しょうがの 弥十郎作 やじゅうろうさく
1610 407松葉川 勝賀野 しょうがの 柳田 やなぎだ
1611 407松葉川 勝賀野 しょうがの 山柿 やまがき
1612 407松葉川 勝賀野 しょうがの ヲチアイ をちあい
1613 407松葉川 勝賀野 しょうがの ヲチハタセイモト をちはたせいもと
1614 408松葉川 川ノ内 かわのうち 秋キレ あききれ
1615 408松葉川 川ノ内 かわのうち イセダ いせだ
1616 408松葉川 川ノ内 かわのうち イノ木谷 いのきだに
1617 408松葉川 川ノ内 かわのうち 井領田 いりょうた
1618 408松葉川 川ノ内 かわのうち 榎田 えのきだ
1619 408松葉川 川ノ内 かわのうち 大切 おおきり
1620 408松葉川 川ノ内 かわのうち 大久保 おおくぼ
1621 408松葉川 川ノ内 かわのうち 岡田屋式 おかだやしき
1622 408松葉川 川ノ内 かわのうち オビヤカ谷 おびやかだに
1623 408松葉川 川ノ内 かわのうち カゲジ かげじ
1624 408松葉川 川ノ内 かわのうち 神屋式 かみやしき
1625 408松葉川 川ノ内 かわのうち ガヤノ木 がやのき
1626 408松葉川 川ノ内 かわのうち ガヤノ木谷 がやのきだに
1627 408松葉川 川ノ内 かわのうち 川久保 かわくぼ
1628 408松葉川 川ノ内 かわのうち 川原田 かわはらだ
1629 408松葉川 川ノ内 かわのうち クチメ谷 くちめだに
1630 408松葉川 川ノ内 かわのうち クボヤシキ くぼやしき
1631 408松葉川 川ノ内 かわのうち 栗ミノ窪 くりみのくぼ
1632 408松葉川 川ノ内 かわのうち コシドノ上エ こしどののうえ
1633 408松葉川 川ノ内 かわのうち ザウザ谷 ざうざだに
1634 408松葉川 川ノ内 かわのうち サカバ さかば
1635 408松葉川 川ノ内 かわのうち シモカツラ しもかつら
1636 408松葉川 川ノ内 かわのうち 尻高山 しりたかやま
1637 408松葉川 川ノ内 かわのうち 新カイ しんかい
1638 408松葉川 川ノ内 かわのうち 神前 しんぜん
1639 408松葉川 川ノ内 かわのうち セイゴ せいご
1640 408松葉川 川ノ内 かわのうち 惣ケ谷 そうがたに
1641 408松葉川 川ノ内 かわのうち 惣吾市林 そうごいちばやし
1642 408松葉川 川ノ内 かわのうち ゾヲザ谷 ぞをざだに
1643 408松葉川 川ノ内 かわのうち 田カミ たかみ
1644 408松葉川 川ノ内 かわのうち タケノクボ たけのくぼ
1645 408松葉川 川ノ内 かわのうち 多助林 たすけばやし
1646 408松葉川 川ノ内 かわのうち 田中屋式 たなかやしき
1647 408松葉川 川ノ内 かわのうち 天王屋式 てんおうやしき



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 28/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
1648 408松葉川 川ノ内 かわのうち 天王林 てんおうりん
1649 408松葉川 川ノ内 かわのうち 藤五原 とうごはら
1650 408松葉川 川ノ内 かわのうち 堂屋式 どうやしき
1651 408松葉川 川ノ内 かわのうち 飛地 とびち
1652 408松葉川 川ノ内 かわのうち 仲谷口 なかやぐち
1653 408松葉川 川ノ内 かわのうち ナゴレ なごれ
1654 408松葉川 川ノ内 かわのうち 二本松 にほんまつ
1655 408松葉川 川ノ内 かわのうち 東惣ケ谷 ひがしそうがたに
1656 408松葉川 川ノ内 かわのうち 平内田 ひらうちだ
1657 408松葉川 川ノ内 かわのうち ホトサコ ほとさこ
1658 408松葉川 川ノ内 かわのうち ホドサコ ほどさこ
1659 408松葉川 川ノ内 かわのうち 松屋式 まつやしき
1660 408松葉川 川ノ内 かわのうち 道岡 みちおか
1661 408松葉川 川ノ内 かわのうち 弥掛作リ やかけづくり
1662 408松葉川 川ノ内 かわのうち 柳田 やなぎだ
1663 408松葉川 川ノ内 かわのうち ユキフリダ ゆきふりだ
1664 408松葉川 川ノ内 かわのうち ヲキヤシキ をきやしき
1665 408松葉川 川ノ内 かわのうち ヲビヤガ谷 をびやがだに
1666 410松葉川 作屋 さくや イゴウ谷山 いごうたにやま
1667 410松葉川 作屋 さくや 市ガ谷 いちがたに
1668 410松葉川 作屋 さくや 壱町田 いっちょうでん
1669 410松葉川 作屋 さくや 井林 いばやし
1670 410松葉川 作屋 さくや イリフ子山 いりふねやま
1671 410松葉川 作屋 さくや 岩ガラ いわがら
1672 410松葉川 作屋 さくや 岩ガラ山 いわがらやま
1673 410松葉川 作屋 さくや 岩松山 いわまつやま
1674 410松葉川 作屋 さくや 上ノ谷 うえのたに
1675 410松葉川 作屋 さくや ウバタ うばだ
1676 410松葉川 作屋 さくや ウルシノ窪 うるしのくぼ
1677 410松葉川 作屋 さくや 上ハダバ うわはだば
1678 410松葉川 作屋 さくや 枝折山 えたれおりやま
1679 410松葉川 作屋 さくや 大蔵屋敷 おおくらやしき
1680 410松葉川 作屋 さくや 大谷 おおたに
1681 410松葉川 作屋 さくや 大駄場 おおたば
1682 410松葉川 作屋 さくや 大ナロ おおなろ
1683 410松葉川 作屋 さくや 奥西ノ川山 おくにしのかわやま
1684 410松葉川 作屋 さくや ヲ干段 おひだん
1685 410松葉川 作屋 さくや オリ坂 おりさか
1686 410松葉川 作屋 さくや 梯谷 かきたに
1687 410松葉川 作屋 さくや 柿ノ木平 かきのきひら
1688 410松葉川 作屋 さくや 柿谷 かきのたに
1689 410松葉川 作屋 さくや 鍛治屋敷 かじやしき
1690 410松葉川 作屋 さくや 鎌田 かまた
1691 410松葉川 作屋 さくや 上平田 かみひらた
1692 410松葉川 作屋 さくや 上ボキ かみぼき
1693 410松葉川 作屋 さくや 上屋敷 かみやしき
1694 410松葉川 作屋 さくや カラ谷 からたに
1695 410松葉川 作屋 さくや 神主屋敷 かんぬしやしき
1696 410松葉川 作屋 さくや 熊赤田 くまあかだ
1697 410松葉川 作屋 さくや 熊ノ谷 くまのたに
1698 410松葉川 作屋 さくや 慶蔵安 けいぞうあん
1699 410松葉川 作屋 さくや ゲゾヲ げぞを
1700 410松葉川 作屋 さくや 幸八屋敷 こうややしき
1701 410松葉川 作屋 さくや 黒土ノ窪 こくどのくぼ
1702 410松葉川 作屋 さくや 五社料 ごしゃりょう
1703 410松葉川 作屋 さくや ゴシロ山 ごしろやま
1704 410松葉川 作屋 さくや コボシロ こぼしろ
1705 410松葉川 作屋 さくや 作ノダバ さくのだば
1706 410松葉川 作屋 さくや 桜ノ本 さくらのもと
1707 410松葉川 作屋 さくや 椎尾山 しいおやま
1708 410松葉川 作屋 さくや 枝折山 しおりやま
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1709 410松葉川 作屋 さくや シシアナ ししあな
1710 410松葉川 作屋 さくや シビタイゾウ しびたいぞう
1711 410松葉川 作屋 さくや 新大蔵 しんおおくら
1712 410松葉川 作屋 さくや 神ノ谷 しんのたに
1713 410松葉川 作屋 さくや 水持山 すいじやま
1714 410松葉川 作屋 さくや 清七屋敷 せいしちやしき
1715 410松葉川 作屋 さくや セト山 せとやま
1716 410松葉川 作屋 さくや 瀧平 たきひら
1717 410松葉川 作屋 さくや ダバ屋敷 だばやしき
1718 410松葉川 作屋 さくや 寺田 てらだ
1719 410松葉川 作屋 さくや 長田 ながた
1720 410松葉川 作屋 さくや 中山 なかやま
1721 410松葉川 作屋 さくや ナガレヤ ながれや
1722 410松葉川 作屋 さくや 西ノ川口 にしのかわぐち
1723 410松葉川 作屋 さくや 西ノ川ダバ にしのかわだば
1724 410松葉川 作屋 さくや 西ノ川山 にしのかわやま
1725 410松葉川 作屋 さくや 弐升ナベ にしょうなべ
1726 410松葉川 作屋 さくや 乃田山 のだやま
1727 410松葉川 作屋 さくや 野中屋敷 のなかやしき
1728 410松葉川 作屋 さくや 伴吉屋敷 ばんきちやしき
1729 410松葉川 作屋 さくや ビシャゴ びしゃご
1730 410松葉川 作屋 さくや ビシヤゴ谷 びしやごだに
1731 410松葉川 作屋 さくや 広瀬駄場 ひろせだば
1732 410松葉川 作屋 さくや フマデン ふまでん
1733 410松葉川 作屋 さくや ブンジャウ ぶんじゃう
1734 410松葉川 作屋 さくや 防ケ市 ぼうがいち
1735 410松葉川 作屋 さくや 戍ケ谷 ぼがだに
1736 410松葉川 作屋 さくや ホコノコシ ほこのこし
1737 410松葉川 作屋 さくや 堀切 ほりきり
1738 410松葉川 作屋 さくや マザイ谷 まざいたに
1739 410松葉川 作屋 さくや 松ノ本 まつのもと
1740 410松葉川 作屋 さくや 水木谷 みずきだに
1741 410松葉川 作屋 さくや 三月田 みつきだ
1742 410松葉川 作屋 さくや 宮ノ谷 みやのたに
1743 410松葉川 作屋 さくや 宮ノ前 みやのまえ
1744 410松葉川 作屋 さくや 柳立目 やなぎだてめ
1745 410松葉川 作屋 さくや 和田 わだ
1746 411松葉川 米奥 よねおく 荒田 あらた
1747 411松葉川 米奥 よねおく 石原田 いしはらだ
1748 411松葉川 米奥 よねおく 井ノ口 いのくち
1749 411松葉川 米奥 よねおく 入ル谷 いるたに
1750 411松葉川 米奥 よねおく 入ル谷山 いるたにやま
1751 411松葉川 米奥 よねおく 植松 うえまつ
1752 411松葉川 米奥 よねおく 牛ノ子谷 うしのこだに
1753 411松葉川 米奥 よねおく ウルシ谷 うるしだに
1754 411松葉川 米奥 よねおく 大上ゾリ おおかみぞり
1755 411松葉川 米奥 よねおく 大久保 おおくぼ
1756 411松葉川 米奥 よねおく 大コバ おおこば
1757 411松葉川 米奥 よねおく 大谷山 おおたにやま
1758 411松葉川 米奥 よねおく 大松 おおまつ
1759 411松葉川 米奥 よねおく 岡屋敷 おかやしき
1760 411松葉川 米奥 よねおく 沖代 おきしろ
1761 411松葉川 米奥 よねおく 沖野々 おきのの
1762 411松葉川 米奥 よねおく 奥シン高 おくしんだか
1763 411松葉川 米奥 よねおく ヲクノ谷口 おくたにぐち
1764 411松葉川 米奥 よねおく 奥ノ谷 おくのたに
1765 411松葉川 米奥 よねおく カゲタ かげた
1766 411松葉川 米奥 よねおく 上カケタ かみかけた
1767 411松葉川 米奥 よねおく カヤノ木 かやのき
1768 411松葉川 米奥 よねおく 北影田 きたかげた
1769 411松葉川 米奥 よねおく 北屋式 きたやしき
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1770 411松葉川 米奥 よねおく 楠バ谷 くすのきばだに
1771 411松葉川 米奥 よねおく 窪屋式 くぼやしき
1772 411松葉川 米奥 よねおく クマノ谷 くまのだに
1773 411松葉川 米奥 よねおく 黒平才能 くろひらさいのう
1774 411松葉川 米奥 よねおく クロヲ谷 くろをだに
1775 411松葉川 米奥 よねおく 桑ノ谷 くわのたに
1776 411松葉川 米奥 よねおく 小越山 こえつやま
1777 411松葉川 米奥 よねおく 小越 こごえ
1778 411松葉川 米奥 よねおく 越ノ下モ こしのしも
1779 411松葉川 米奥 よねおく 越ノ元 こしのもと
1780 411松葉川 米奥 よねおく 五代地 ごしろち
1781 411松葉川 米奥 よねおく 小家ノ谷 こやのたに
1782 411松葉川 米奥 よねおく 榊ノ谷 さかきのたに
1783 411松葉川 米奥 よねおく 椎尾山 しいおやま
1784 411松葉川 米奥 よねおく 椎ノ木森 しいのきもり
1785 411松葉川 米奥 よねおく 四十郎山 しじゅうろうやま
1786 411松葉川 米奥 よねおく 下屋式 しもやしき
1787 411松葉川 米奥 よねおく シャシャブ谷 しゃしゃぶたに
1788 411松葉川 米奥 よねおく 女郎谷山 じょろうたにやま
1789 411松葉川 米奥 よねおく シロハナ しろはな
1790 411松葉川 米奥 よねおく 新道 しんどう
1791 411松葉川 米奥 よねおく 須行谷 すぎょうだに
1792 411松葉川 米奥 よねおく 畝月埜 せづきの
1793 411松葉川 米奥 よねおく タキ山 たきやま
1794 411松葉川 米奥 よねおく 立石 たていし
1795 411松葉川 米奥 よねおく 谷口 たにぐち
1796 411松葉川 米奥 よねおく ツエノ谷 つえのたに
1797 411松葉川 米奥 よねおく ツバ原 つばはら
1798 411松葉川 米奥 よねおく 堂ノ越 どうごえ
1799 411松葉川 米奥 よねおく 道泉 どうせん
1800 411松葉川 米奥 よねおく 仲井 なかい
1801 411松葉川 米奥 よねおく 中上ゾリ なかかみぞり
1802 411松葉川 米奥 よねおく 長谷 ながたに
1803 411松葉川 米奥 よねおく 仲谷 なかのたに
1804 411松葉川 米奥 よねおく 中ノ山 なかのやま
1805 411松葉川 米奥 よねおく 中屋式 なかやしき
1806 411松葉川 米奥 よねおく 中山 なかやま
1807 411松葉川 米奥 よねおく 西方谷 にしかただに
1808 411松葉川 米奥 よねおく 汢ノ尾 ぬたのお
1809 411松葉川 米奥 よねおく 白皇 はくこう
1810 411松葉川 米奥 よねおく 花屋 はなや
1811 411松葉川 米奥 よねおく 引地 ひきち
1812 411松葉川 米奥 よねおく ヒサギ谷 ひさきだに
1813 411松葉川 米奥 よねおく 檜ノ谷 ひのきのたに
1814 411松葉川 米奥 よねおく 冨留処山 ふるしょうやま
1815 411松葉川 米奥 よねおく ホキ元屋敷 ほきもとやしき
1816 411松葉川 米奥 よねおく 佛ノ窪 ほとけのくぼ
1817 411松葉川 米奥 よねおく ホヲノクボ ほをのくぼ
1818 411松葉川 米奥 よねおく 見花山 みはなやま
1819 411松葉川 米奥 よねおく 宮ノ谷 みやのたに
1820 411松葉川 米奥 よねおく 宮ノ前 みやのまえ
1821 411松葉川 米奥 よねおく 明重 めいじゅう
1822 411松葉川 米奥 よねおく 眼渕 めぶち
1823 411松葉川 米奥 よねおく 守屋ケ谷 もりやがだに
1824 411松葉川 米奥 よねおく 柳ケ谷 やなぎがだに
1825 411松葉川 米奥 よねおく 柳ノ平 やなぎのひら
1826 411松葉川 米奥 よねおく 山神坊 やまがみのぼう
1827 411松葉川 米奥 よねおく 山神駄場 やまのかみだば
1828 411松葉川 米奥 よねおく ヲリコエ をりこえ
1829 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 青畑 あおはた
1830 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 明り山 あかりやま
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1831 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ アリノ谷 ありのたに
1832 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 石神山 いしがみやま
1833 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 井ノ谷 いのたに
1834 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 井領 いりょう
1835 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上ノヤシキ うえのやしき
1836 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上エノ山 うえのやま
1837 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ウシロ山 うしろやま
1838 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 内蔵ケ谷 うちぞうがたに
1839 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上ワイ山 うわいやま
1840 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 榎サイノウ えのきさいのう
1841 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 榎ノ木駄場 えのきだば
1842 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 大内山 おおうちやま
1843 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 扇山 おおぎやま
1844 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 大畑山 おおはたやま
1845 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 沖新田 おきしんでん
1846 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 奥中津川山 おくなかつがわやま
1847 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 奥ノ谷 おくのたに
1848 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 奥ノ谷山 おくのたにやま
1849 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 尾崎山 おざきやま
1850 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 帰リ折山 かえりおりやま
1851 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上栗ノ木 かみくりのき
1852 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上栗山 かみくりやま
1853 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 上駄場 かみだば
1854 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 伽羅ノ木 からのき
1855 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 川口瀬 かわぐちせ
1856 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 官立 かんだち
1857 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ カン立山 かんたてやま
1858 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 神主屋式 かんぬしやしき
1859 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 岸ノ上 きしのうえ
1860 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 附 くいつけ
1861 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ クニ木前山 くにぎまえやま
1862 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 久保川 くぼかわ
1863 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 久保切 くぼきり
1864 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 黒岩 くろいわ
1865 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 桑ノ木サイノウ くわのきさいのう
1866 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 杭附 こうふ
1867 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 越ノ下タ こしのした
1868 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ サイノウ さいのう
1869 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 坂場 さかば
1870 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 桜ノ窪 さくらのくぼ
1871 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 三郎屋式 さぶろうやしき
1872 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 三反切 さんたんぎり
1873 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 下栗ノ木 しもくりのき
1874 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 下栗山 しもくりや
1875 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 下鈴ノ保木 しもすずのほき
1876 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 下モ渡瀬 しもとせ
1877 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 新改 しんかい
1878 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 新田 しんでん
1879 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 杉ノ木才能 すぎのきさいのう
1880 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 鈴ノ保木 すずのほき
1881 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 立石 たていし
1882 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 谷坂場 たにさかば
1883 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 地クノキ ちくのき
1884 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ツゞラヤブ つづらやぶ
1885 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 堂ケ谷 どうがたに
1886 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 轟ケ市 とどろきがいち
1887 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中井 なかい
1888 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中駄場 なかだば
1889 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 奥中津川下モ切レ なかつがわしもきりれ
1890 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中津川東新山 なかつがわひがししんざん
1891 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中津川山 なかつがわやま
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1892 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中屋敷 なかやしき
1893 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 中山 なかやま
1894 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 西谷 にしたに
1895 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 入道山 にゅうどうやま
1896 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヌケ切山 ぬけきりやま
1897 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ノウノキ谷 のうのきだに
1898 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ノダ のだ
1899 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 白皇 はくおう
1900 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 白皇地 はくおうじ
1901 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヒエノ谷 ひえのたに
1902 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 引知山 ひきちやま
1903 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヒノ口 ひのくち
1904 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヒノヒラ ひのひら
1905 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 表ケ内山 ひょうがうちやま
1906 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 広戸 ひろと
1907 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヒロノ ひろの
1908 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ フカサコ ふかさこ
1909 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 藤平畑山 ふじひらはたやま
1910 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 佛ケ森 ぶつがもり
1911 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 保木ノ上エ ほきのうえ
1912 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 堀川 ほりかわ
1913 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 堀り切 ほりきり
1914 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 堀切 ほりぎれ
1915 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 松ノ前 まつのまえ
1916 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 水谷 みずたに
1917 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 道ノ下 みちのした
1918 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 宮ノ前 みやのまえ
1919 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 三良屋敷 みよしやしき
1920 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ムクノキ むくのき
1921 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 森ケ内 もりがうち
1922 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 森ケ内山 もりがうちやま
1923 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヤ子ゾエ やこぞえ
1924 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 八瀬井ノ やつせいの
1925 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヤネゾエ やねぞえ
1926 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ 湯ノ谷山 ゆのたにやま
1927 412松葉川 窪川中津川 くぼかわなかつかわ ヲリゴエ をりごえ
1928 413松葉川 日野地 ひのじ 相ケ峠 あいがとうげ
1929 413松葉川 日野地 ひのじ 荒神床 あらがみどこ
1930 413松葉川 日野地 ひのじ 石神ノ越 いしがみのごえ
1931 413松葉川 日野地 ひのじ 牛房佐吉 うしふさのさこ
1932 413松葉川 日野地 ひのじ 後ロ川 うしろがわ
1933 413松葉川 日野地 ひのじ ウツゲ谷 うつげだに
1934 413松葉川 日野地 ひのじ 上ハ井セキノ東 うはいせきのひがし
1935 413松葉川 日野地 ひのじ 大本谷東路 おおもとたにひがしみち
1936 413松葉川 日野地 ひのじ 尾崎 おざき
1937 413松葉川 日野地 ひのじ 柿谷越戸 かきのたにえつど
1938 413松葉川 日野地 ひのじ 柿谷ノ西路 かきのたにのにしみち
1939 413松葉川 日野地 ひのじ 柿谷ノ東路 かきのたにのひがしみち
1940 413松葉川 日野地 ひのじ 梶原 かじはら
1941 413松葉川 日野地 ひのじ 上ミクボ かみくぼ
1942 413松葉川 日野地 ひのじ 神西 かみにし
1943 413松葉川 日野地 ひのじ 神西駄場 かみにしのだば
1944 413松葉川 日野地 ひのじ 上ハギレ かみはぎれ
1945 413松葉川 日野地 ひのじ 旧井林山 きゅういばやしやま
1946 413松葉川 日野地 ひのじ 牛房佐古 ぎゅうぼうさこ
1947 413松葉川 日野地 ひのじ 窪切 くぼきり
1948 413松葉川 日野地 ひのじ 小キレ こきれ
1949 413松葉川 日野地 ひのじ 古味ノ平 こみのひら
1950 413松葉川 日野地 ひのじ 五味ノ平 ごみのへい
1951 413松葉川 日野地 ひのじ コヲラバタ こをらばた
1952 413松葉川 日野地 ひのじ 障子ケ尾 しょうじがお
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1953 413松葉川 日野地 ひのじ 新改 しんかい
1954 413松葉川 日野地 ひのじ シンガイ しんがい
1955 413松葉川 日野地 ひのじ 新道谷東路 しんどうだにひがしみち
1956 413松葉川 日野地 ひのじ スゲヲガイチ すげをがいち
1957 413松葉川 日野地 ひのじ セチキ谷東路 せちきだにひがしみち
1958 413松葉川 日野地 ひのじ 竹屋敷 たけやしき
1959 413松葉川 日野地 ひのじ 竹屋敷畝 たけやしきせ
1960 413松葉川 日野地 ひのじ 谷口 たにぐち
1961 413松葉川 日野地 ひのじ 谷田 たにだ
1962 413松葉川 日野地 ひのじ 田ノ畝 たのせ
1963 413松葉川 日野地 ひのじ 田ノ畝ホキ たのせほき
1964 413松葉川 日野地 ひのじ 中在所山 ちゅうざいしょやま
1965 413松葉川 日野地 ひのじ ドヲガ谷ノ西 どうがたにのにし
1966 413松葉川 日野地 ひのじ 燈臺ノ本 とうだいのもと
1967 413松葉川 日野地 ひのじ 堂谷東畝 どうやひがしうね
1968 413松葉川 日野地 ひのじ 登尾 とお
1969 413松葉川 日野地 ひのじ 中ノ地 なかのち
1970 413松葉川 日野地 ひのじ ナベイシ なべいし
1971 413松葉川 日野地 ひのじ 西ノ前 にしのまえ
1972 413松葉川 日野地 ひのじ 西屋敷 にしやしき
1973 413松葉川 日野地 ひのじ ニタ又 にたまた ふたまた
1974 413松葉川 日野地 ひのじ ニラクサ にらくさ
1975 413松葉川 日野地 ひのじ ハセデグチ はせでぐち
1976 413松葉川 日野地 ひのじ 東川 ひがしがわ
1977 413松葉川 日野地 ひのじ 本山 ひもとやま
1978 413松葉川 日野地 ひのじ フタサデ ふたさで
1979 413松葉川 日野地 ひのじ 古田 ふるた
1980 413松葉川 日野地 ひのじ 松木ケ奈路 まつきがなろ
1981 413松葉川 日野地 ひのじ 松葉川 まつばがわ
1982 413松葉川 日野地 ひのじ 丸山 まるやま
1983 413松葉川 日野地 ひのじ 宮木 みやき
1984 413松葉川 日野地 ひのじ 森ノ後 もりのうしろ
1985 413松葉川 日野地 ひのじ 森ノ後口山 もりのうしろぐちやま
1986 413松葉川 日野地 ひのじ 森ノ東 もりのひがし
1987 413松葉川 日野地 ひのじ ヤカシロ やかしろ
1988 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 幾蔵屋式 いくぞうやしき
1989 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 井ノ上 いのうえ
1990 414松葉川 上秋丸 かみあきまる イノキノ いのきの
1991 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 井ノダバ いのだば
1992 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 井ルダイノ本 いるだいのほん
1993 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 岩蔵屋式 いわくらやしき
1994 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 馬木屋敷 うまきやしき
1995 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大谷 おおたに
1996 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大谷口 おおたにぐち
1997 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大谷日平山 おおたににちひらやま
1998 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大谷山 おおたにやま
1999 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大ノ畝 おおのせ
2000 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 大平 おおひら
2001 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 岡田分ノ上 おかだぶんのうえ
2002 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 奥之谷 おくのたに
2003 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 於徳屋敷 おとくやしき
2004 414松葉川 上秋丸 かみあきまる カイ廻リ かいまわり
2005 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 鏡田 かがみだ
2006 414松葉川 上秋丸 かみあきまる カゲヂ かげぢ
2007 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 影平山 かげひらやま
2008 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 樫木谷口 かしのきたにぐち
2009 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 上ハ井関ノ上 かみはいせきのうえ
2010 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 上ハ窪 かみはくぼ
2011 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 九右衛門屋式 きゅううえもんしき
2012 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 九右衛門屋敷 きゅうえもんやしき
2013 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 銀蔵ヤシキ ぎんぞうやしき
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2014 414松葉川 上秋丸 かみあきまる クラカリ谷口 くらかりたにぐち
2015 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 黒ノ鼻山 くろのはなやま
2016 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 黒バナ くろばな
2017 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 源八切 げんはちきり
2018 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コエノ峯 こえのみね
2019 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コエヤシキ こえやしき
2020 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 子ゴトコ こごとこ
2021 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 小尻高 こしりたか
2022 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 小松尾谷口 こまつおたにぐち
2023 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コヤノ谷 こやのたに
2024 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コヤノ谷山 こやのたにやま
2025 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コヤノナロ こやのなろ
2026 414松葉川 上秋丸 かみあきまる コヲノサコ こをのさこ
2027 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 権右衛門屋式 ごんうえもんやしき
2028 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 坂ノ畝 さかのせ
2029 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 坂本 さかもと
2030 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サコヂ奥 さこぢおく
2031 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サコヂノ奥 さこぢのおく
2032 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サコヂヤシキ さこぢやしき
2033 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サコヲ畑 さこをばたけ
2034 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サルゴ谷 さるごたに
2035 414松葉川 上秋丸 かみあきまる サルゴ谷口 さるごたにぐち
2036 414松葉川 上秋丸 かみあきまる シウシウ谷 しうしうだに
2037 414松葉川 上秋丸 かみあきまる シャシャブゴエ しゃしゃぶごえ
2038 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 車瀬ノ上 しゃせのうえ
2039 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 尻高 しりたか
2040 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 菅野々山 すがののやま
2041 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 辻ケ谷奥 つじがたにおく
2042 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 辻ケ谷口 つじがたにぐち
2043 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ツゞラノ平 つづらのひら
2044 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 鶴井谷 つるいだに
2045 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 鶴井谷口 つるいたにぐち
2046 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 鶴井ノ平 つるいのひら
2047 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 寺ヶ谷 てらがたに
2048 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 寺ノ駄場 てらのだば
2049 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 土居ノ前 どいのまえ
2050 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 堂ノ峯 どうのみね
2051 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ドヲシヨ畑 どをしよはた
2052 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 長尾 ながお
2053 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 中谷口下モ なかたにぐちしも
2054 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 中渡瀬ノ上 なかとせのうえ
2055 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 長トロ ながとろ
2056 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 中間屋敷 なかまやしき
2057 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 七ノ窪 ななのくぼ
2058 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ニザイ畑 にざいはた
2059 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 入道渕ノ上 にゅうどうぶちのうえ
2060 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 花ノ木山 はなのきやま
2061 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 桧木山 ひきやま
2062 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 桧尾 ひび
2063 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 弘瀬ノ上 ひろせのうえ
2064 414松葉川 上秋丸 かみあきまる フトヲ ふとを
2065 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 船付ノ上 ふなつきのうえ
2066 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 堀明ノ畝 ほりあけのうね
2067 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ホリアケノ畝 ほりあけのせ
2068 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ホヲジ坂 ほをじさか
2069 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ホヲジ谷 ほをじたに
2070 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 本モ谷 ほんもだに
2071 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ミシロ谷 みしろたに
2072 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 宮ノ谷口 みやのたにぐち
2073 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 宮ノ前 みやのまえ
2074 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 名元屋敷 めいげんやしき
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2075 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 八百助ヤシキ やおすけやしき
2076 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 山神ノ下 やまかみのした
2077 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 山ノ下 やまのした
2078 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 山伏塚ノ本 やまぶしつかのもと
2079 414松葉川 上秋丸 かみあきまる 四ッ辻ノ本 よつつじのもと
2080 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ヲソコエ谷口 をそこえたにぐち
2081 414松葉川 上秋丸 かみあきまる ヲソコエノ谷口 をそこえのたにぐち
2082 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 石ガサコ いしがさこ
2083 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 今井山 いまいやま
2084 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう エンヅカ谷 えんづかだに
2085 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 大隅谷 おおすみたに
2086 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 大スミ山 おおすみやま
2087 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 大ヒラ山 おおひらやま
2088 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 沖ノ元 おきのもと
2089 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう カゲヒラ山 かげひらやま
2090 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう カザヤシキ かざやしき
2091 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 休場 きゅうば
2092 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう キリコノ上 きりこのうえ
2093 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 銀兵衛ヤシキ ぎんべえやしき
2094 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう クロハザ くろはざ
2095 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 後家ヤシキ ごけやしき
2096 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 小笹ノ駄場 こざさのだば
2097 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 才能 さいのう
2098 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 坂元 さかもと
2099 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 茂六山 しげろくやま
2100 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 下ダバ しもだば
2101 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 十蔵アン じゅうぞうあん
2102 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 菅野々山 すがののやま
2103 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 蔵六山 ぞうろくやま
2104 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう タキケ谷 たきけだに
2105 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう タキ元山 たきもとやま
2106 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 竹ノ後口山 たけのうしろくちやま
2107 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 竹ノハナ たけのはな
2108 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 堂ケ谷 どうがだに
2109 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 堂野々 どうのの
2110 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 仲駄場 なかだば
2111 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 西ゲサコ にしげさこ
2112 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ハケ谷 はけだに
2113 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ヒジリ神山 ひじりかみやま
2114 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ヒメヤシキ ひめやしき
2115 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう フ子サコ山 ふこさこやま
2116 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ブタイノ元 ぶたいのもと
2117 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ホヲジノ越山 ほうじのえつざん
2118 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ホキ谷山 ほきだにやま
2119 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう ホヲジノ越 ほをじのこし
2120 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 松ノ元 まつのもと
2121 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 的ノ元 まとのもと
2122 415松葉川 壱斗俵 いっとひょう 六兵衛ヤシキ ろくべえやしき
2123 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 荒岩 あらいわ
2124 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 後口松岡 うしろくちまつおか
2125 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 馬木瀬 うまのきせ
2126 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 榎木田 えのきだ
2127 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 大隅谷 おおすみだに
2128 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 沖屋敷 おきやしき
2129 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 奥寺ケ谷 おくでらがたに
2130 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 鍵ノ谷 かぎのたに
2131 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ カタシガ谷 かたしがたに
2132 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 上ミ大田 かみおおた
2133 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ カミスキ かみすき
2134 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ カレ楠 かれくすのき
2135 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 小家ノ谷 こけのたに
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2136 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 古屋影平山 こやかげひらやま
2137 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 古屋谷山 こやたにやま
2138 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 才能 さいのう
2139 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 坂ノ谷 さかのたに
2140 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ ジケ じけ
2141 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ ジケノスソ じけのすそ
2142 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 下モ大田 しもおおた
2143 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 下モ小田 しもおだ
2144 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 総内川 そううちかわ
2145 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 総内川山 そううちかわやま
2146 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 総内山 そううちやま
2147 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 立石 たていし
2148 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 寺ケ谷 てらがだに
2149 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 鳥ノ奈路 とりのなろ
2150 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 仲新開 なかしんかい
2151 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 仲間屋敷 なかまやしき
2152 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 仲山 なかやま
2153 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ フキケ市 ふきけいち
2154 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 水カ谷 みずかたに
2155 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 水ケ谷 みずがたに
2156 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 三月田 みつきた
2157 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 水戸ケ谷 みとがたに
2158 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 宮ノ谷坂元 みやのたにさかもと
2159 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 宮ノ前 みやのまえ
2160 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 向イ川田 むかいかわだ
2161 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 向イ本田 むかいほんでん
2162 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 向イ山 むかいやま
2163 416松葉川 東北ノ川 ひがしきたのかわ 山ハナ やまはな
2164 417松葉川 市生原 いちうばら アトメノ下タ あとめのした
2165 417松葉川 市生原 いちうばら 荒瀬 あらせ
2166 417松葉川 市生原 いちうばら イダノ下 いだのした
2167 417松葉川 市生原 いちうばら 入船ヤシキ いりぶねやしき
2168 417松葉川 市生原 いちうばら 梅ノ木才能 うめのきさいのう
2169 417松葉川 市生原 いちうばら 大切レ おおきれ
2170 417松葉川 市生原 いちうばら 大崎 おおさき
2171 417松葉川 市生原 いちうばら 岡ノ峯 おかのみね
2172 417松葉川 市生原 いちうばら 岡ノ屋敷 おかのやしき
2173 417松葉川 市生原 いちうばら 奥シロベト おくしろべと
2174 417松葉川 市生原 いちうばら 梶田 かじた
2175 417松葉川 市生原 いちうばら 梶田東 かじたひがし
2176 417松葉川 市生原 いちうばら 上オノヲ かみおのう
2177 417松葉川 市生原 いちうばら 上切レ かみきれ
2178 417松葉川 市生原 いちうばら 上高畦 かみたかうね
2179 417松葉川 市生原 いちうばら 栗木谷 くりきだに
2180 417松葉川 市生原 いちうばら 栗ノ木谷口 くりのきだにくち
2181 417松葉川 市生原 いちうばら 小路ノ川 こうじのかわ
2182 417松葉川 市生原 いちうばら 小戸井ノ本 こといのもと
2183 417松葉川 市生原 いちうばら 権元ホキ ごんげんほき
2184 417松葉川 市生原 いちうばら 才能 さいのう
2185 417松葉川 市生原 いちうばら 下オノヲ しもおのを
2186 417松葉川 市生原 いちうばら 下高畦 しもたかうね
2187 417松葉川 市生原 いちうばら 城ガ森 じょうがもり
2188 417松葉川 市生原 いちうばら 城ケ森 じょうけもり
2189 417松葉川 市生原 いちうばら ジロベタウ じろべたう
2190 417松葉川 市生原 いちうばら シロベト山 しろべとやま
2191 417松葉川 市生原 いちうばら ツルイノクボ つるいのくぼ
2192 417松葉川 市生原 いちうばら 鳥谷山 とりたにやま
2193 417松葉川 市生原 いちうばら 長ガ田 ながた
2194 417松葉川 市生原 いちうばら 中谷口 なかたにぐち
2195 417松葉川 市生原 いちうばら 中ダバ なかだば
2196 417松葉川 市生原 いちうばら 夏ヤケ なつやけ
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2197 417松葉川 市生原 いちうばら 二本房 にほんふさ
2198 417松葉川 市生原 いちうばら 二本棒口 にほんぼうくち
2199 417松葉川 市生原 いちうばら ハザコ はざこ
2200 417松葉川 市生原 いちうばら ハチベオノ はちべおの
2201 417松葉川 市生原 いちうばら ホキノ谷 ほきのたに
2202 417松葉川 市生原 いちうばら 槇ノ瀬 まきのせ
2203 417松葉川 市生原 いちうばら 宮ノ廻リ みやのまわり
2204 417松葉川 市生原 いちうばら 宮ノ本 みやのもと
2205 417松葉川 市生原 いちうばら 弥五郎田 やごろうた
2206 417松葉川 市生原 いちうばら ヤハズダ やはずだ
2207 417松葉川 市生原 いちうばら 八坂山 やはんやま
2208 417松葉川 市生原 いちうばら 山本屋敷 やまもとやしき
2209 417松葉川 市生原 いちうばら 横田 よこた
2210 417松葉川 市生原 いちうばら ヲクジロベタウ をくじろべたう
2211 418松葉川 七里 ななさと 上リ見 あがりみ
2212 418松葉川 七里 ななさと 浅鍋山 あさなべやま
2213 418松葉川 七里 ななさと 東谷 あずまだに
2214 418松葉川 七里 ななさと 東谷山 あずまだにやま
2215 418松葉川 七里 ななさと 東屋敷 あずまやしき
2216 418松葉川 七里 ななさと 穴ケナロ あながなろ
2217 418松葉川 七里 ななさと アムダヤシキ あむだやしき
2218 418松葉川 七里 ななさと 新井屋 あらいや
2219 418松葉川 七里 ななさと 荒谷 あらだに
2220 418松葉川 七里 ななさと アリノ木 ありのき
2221 418松葉川 七里 ななさと 家ノ奥 いえのおく
2222 418松葉川 七里 ななさと 石神谷 いしがみたに
2223 418松葉川 七里 ななさと 石神谷山 いしがみだにやま
2224 418松葉川 七里 ななさと 石ノ木瀬 いしのきせ
2225 418松葉川 七里 ななさと 市川ヤシキ いちかわやしき
2226 418松葉川 七里 ななさと イヅカ谷 いづかたに
2227 418松葉川 七里 ななさと 井ノ尻 いのじり
2228 418松葉川 七里 ななさと 井マエ いまえ
2229 418松葉川 七里 ななさと 岩ノ段 いわのだん
2230 418松葉川 七里 ななさと 岩ノ本 いわのもと
2231 418松葉川 七里 ななさと 後口山 うしろぐちやま
2232 418松葉川 七里 ななさと 後山 うしろやま
2233 418松葉川 七里 ななさと ウノハイ うのはい
2234 418松葉川 七里 ななさと ウバガソ子 うばがそこ
2235 418松葉川 七里 ななさと 馬尾田 うまおだ
2236 418松葉川 七里 ななさと 漆ノ窪 うるしのくぼ
2237 418松葉川 七里 ななさと 雲田 うんでん
2238 418松葉川 七里 ななさと 越前橋 えちぜんばし
2239 418松葉川 七里 ななさと 越行ダバ えっきょうだば
2240 418松葉川 七里 ななさと 越行屋敷 えっきょうやしき
2241 418松葉川 七里 ななさと エノ木ノモト えのきのもと
2242 418松葉川 七里 ななさと 榎ヤシキ えのきやしき
2243 418松葉川 七里 ななさと エビスノ前 えびすのまえ
2244 418松葉川 七里 ななさと 大足 おおあし
2245 418松葉川 七里 ななさと 大池 おおいけ
2246 418松葉川 七里 ななさと 大切レ おおきれ
2247 418松葉川 七里 ななさと 大ギレ おおぎれ
2248 418松葉川 七里 ななさと 大久保 おおくぼ
2249 418松葉川 七里 ななさと 大才能 おおさいのう
2250 418松葉川 七里 ななさと 大田 おおた
2251 418松葉川 七里 ななさと 大西ノ川セイモト おおにしのかわせいもと
2252 418松葉川 七里 ななさと 大西ノ川松ノ本 おおにしのかわまつのもと
2253 418松葉川 七里 ななさと 大平山 おおひらやま
2254 418松葉川 七里 ななさと 岡崎 おかざき
2255 418松葉川 七里 ななさと 岡崎端 おかざきのはし
2256 418松葉川 七里 ななさと 岡田屋敷 おかだやしき
2257 418松葉川 七里 ななさと 沖野々 おきのの
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2258 418松葉川 七里 ななさと 格木 かくぎ
2259 418松葉川 七里 ななさと 影平 かげひら
2260 418松葉川 七里 ななさと 影平山 かげひらやま
2261 418松葉川 七里 ななさと 梶株 かじかぶ
2262 418松葉川 七里 ななさと 梶株谷（梶株） かじかぶだに
2263 418松葉川 七里 ななさと 柏ギレ かしわぎれ
2264 418松葉川 七里 ななさと 柏原 かしわばら
2265 418松葉川 七里 ななさと 加入道 かにゅうどう
2266 418松葉川 七里 ななさと 上池 かみいけ
2267 418松葉川 七里 ななさと 上窪 かみくぼ
2268 418松葉川 七里 ななさと 上長野 かみながの
2269 418松葉川 七里 ななさと 上ミ八合 かみはちごう
2270 418松葉川 七里 ななさと 上ミ越 かみみこし
2271 418松葉川 七里 ななさと 上溝 かみみぞ
2272 418松葉川 七里 ななさと 亀田 かめだ
2273 418松葉川 七里 ななさと 亀割谷 かめわりだに
2274 418松葉川 七里 ななさと 川久保 かわくぼ
2275 418松葉川 七里 ななさと カワヅ谷 かわづたに
2276 418松葉川 七里 ななさと 川原田 かわはらだ
2277 418松葉川 七里 ななさと 神田丸 かんだまる
2278 418松葉川 七里 ななさと 神主屋敷 かんぬしやしき
2279 418松葉川 七里 ななさと 観音堂 かんのんどう
2280 418松葉川 七里 ななさと キタウラ きたうら
2281 418松葉川 七里 ななさと キヨツカ きよつか
2282 418松葉川 七里 ななさと 杭ノ本 くいのもと
2283 418松葉川 七里 ななさと 楠ガ谷 くすのきがたに
2284 418松葉川 七里 ななさと 楠ノ木ザコ くすのきざこ
2285 418松葉川 七里 ななさと 楠堀ガ谷 くすのきほりがたに
2286 418松葉川 七里 ななさと 楠堀ケ谷口 くすのきぼりがたにぐち
2287 418松葉川 七里 ななさと 藏床 くらどこ
2288 418松葉川 七里 ななさと 栗ノ木才能 くりのきさいのう
2289 418松葉川 七里 ななさと 黒才能 くろさいのう
2290 418松葉川 七里 ななさと ノ木才ノウ くわのきさいのう
2291 418松葉川 七里 ななさと 郷ガ谷 ごうがたに
2292 418松葉川 七里 ななさと 郷ケ谷口 ごうがたにぐち
2293 418松葉川 七里 ななさと 楮株 こうぞのかぶ
2294 418松葉川 七里 ななさと 光連防 こうれんぼう
2295 418松葉川 七里 ななさと 古庫 こくら
2296 418松葉川 七里 ななさと 古城ノ上 こしろのうえ
2297 418松葉川 七里 ななさと ゴマジリ ごまじり
2298 418松葉川 七里 ななさと 米ノ川田 こめのかわだ
2299 418松葉川 七里 ななさと 小山 こやま
2300 418松葉川 七里 ななさと コヲジンノ前 こをじんのまえ
2301 418松葉川 七里 ななさと 樟太郎 ごんたろう
2302 418松葉川 七里 ななさと 今天神 こんてんじん
2303 418松葉川 七里 ななさと 才次屋敷 さいじやしき
2304 418松葉川 七里 ななさと 才能 さいのう
2305 418松葉川 七里 ななさと 左京田 さきょうだ
2306 418松葉川 七里 ななさと 櫻ケ窪 さくらがくぼ
2307 418松葉川 七里 ななさと 桜木ノ窪 さくらぎのくぼ
2308 418松葉川 七里 ななさと 櫻木ノ窪 さくらのきのくぼ
2309 418松葉川 七里 ななさと 广畑 さつまばた
2310 418松葉川 七里 ななさと サンデン さんでん
2311 418松葉川 七里 ななさと 山皇田 さんのうでん
2312 418松葉川 七里 ななさと 三ノ谷 さんのたに
2313 418松葉川 七里 ななさと 三本杉 さんぼんすぎ
2314 418松葉川 七里 ななさと シウジタ しうじた
2315 418松葉川 七里 ななさと シウシン畑 しうしんばた
2316 418松葉川 七里 ななさと 地蔵ノ元 じぞうのもと
2317 418松葉川 七里 ななさと 仕出原山 しではらやま
2318 418松葉川 七里 ななさと 芝ノ窪 しばのくぼ
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2319 418松葉川 七里 ななさと 地引谷 じびきだに
2320 418松葉川 七里 ななさと 嶋田 しまだ
2321 418松葉川 七里 ななさと 下神田 しもかみだ
2322 418松葉川 七里 ななさと 下川口 しもかわぐち
2323 418松葉川 七里 ななさと 下切レ しもきれ
2324 418松葉川 七里 ななさと 下窪 しもくぼ
2325 418松葉川 七里 ななさと シモコウダゾエ しもこうだぞえ
2326 418松葉川 七里 ななさと 下シャウカウ しもしゃうかう
2327 418松葉川 七里 ななさと 下長野 しもながの
2328 418松葉川 七里 ななさと 下ノ平 しものひら
2329 418松葉川 七里 ななさと 下モ本田 しもほんだ
2330 418松葉川 七里 ななさと シャウカウ しゃうかう
2331 418松葉川 七里 ななさと 重七屋式 じゅうしちやしき
2332 418松葉川 七里 ななさと 常助屋敷 じょうすけやしき
2333 418松葉川 七里 ななさと 清忍寺 しょうにんじ
2334 418松葉川 七里 ななさと 菖蒲ケ谷 しょうぶがだに
2335 418松葉川 七里 ななさと 四郎兵衛屋敷 しろうべえやしき
2336 418松葉川 七里 ななさと 城ケ谷 しろがたに
2337 418松葉川 七里 ななさと 城ガタヲ しろがたを
2338 418松葉川 七里 ななさと 城ガ森 しろがもり
2339 418松葉川 七里 ななさと 城ノ下 しろのした
2340 418松葉川 七里 ななさと 新改 しんかい
2341 418松葉川 七里 ななさと 新開 しんかい
2342 418松葉川 七里 ななさと シンガイ しんがい
2343 418松葉川 七里 ななさと 神田 じんでん
2344 418松葉川 七里 ななさと 杉ノ本 すぎのもと
2345 418松葉川 七里 ななさと 砂揚 すなば
2346 418松葉川 七里 ななさと ゼンジョウ ぜんじょう
2347 418松葉川 七里 ななさと 千日畑 せんにちばた
2348 418松葉川 七里 ななさと 高駄場 たかだば
2349 418松葉川 七里 ななさと 高野 たかの
2350 418松葉川 七里 ななさと 高野セイモト たかのせいもと
2351 418松葉川 七里 ななさと 高野谷川付合 たかのたにがわつけあい
2352 418松葉川 七里 ななさと 高野道下 たかのみちした
2353 418松葉川 七里 ななさと 高森山（松木カサコ） たかもりやま
2354 418松葉川 七里 ななさと 竹ケ谷 たけがたに
2355 418松葉川 七里 ななさと 竹吉屋敷 たけきちやしき
2356 418松葉川 七里 ななさと 竹添丸 たけぞえまる
2357 418松葉川 七里 ななさと 竹ノ端 たけのはし
2358 418松葉川 七里 ななさと 竹ノ本 たけのもと
2359 418松葉川 七里 ななさと タチデコノクボ たちでこのくぼ
2360 418松葉川 七里 ななさと 建山 たちやま
2361 418松葉川 七里 ななさと 立目谷 たてめだに
2362 418松葉川 七里 ななさと 谷ノ窪 たにのくぼ
2363 418松葉川 七里 ななさと タノ川口 たのかわぐち
2364 418松葉川 七里 ななさと 田ノ谷 たのたに
2365 418松葉川 七里 ななさと タレ石 たれいし
2366 418松葉川 七里 ななさと 長福寺 ちょうふくじ
2367 418松葉川 七里 ななさと 楮ノ木ノ本 ちょのきのもと
2368 418松葉川 七里 ななさと 鎮守田 ちんじゅだ
2369 418松葉川 七里 ななさと ツツシケ堂 つつしけどう
2370 418松葉川 七里 ななさと ツル井ガ谷 つるいがたに
2371 418松葉川 七里 ななさと ツルイガ谷 つるいがだに
2372 418松葉川 七里 ななさと ツルイガ谷口 つるいがたにくち
2373 418松葉川 七里 ななさと 鶴居ノ原 つるいのはら
2374 418松葉川 七里 ななさと ツルイノモト つるいのもと
2375 418松葉川 七里 ななさと 鶴野 つるの
2376 418松葉川 七里 ななさと デンダノ窪 でんだのくぼ
2377 418松葉川 七里 ななさと 土居 どい
2378 418松葉川 七里 ななさと 土居屋敷 どいやしき
2379 418松葉川 七里 ななさと 堂尻 どうじり
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2380 418松葉川 七里 ななさと 堂ノ川 どうのかわ
2381 418松葉川 七里 ななさと 土器谷 どきのたに
2382 418松葉川 七里 ななさと 年男田 としおだ
2383 418松葉川 七里 ななさと 冨馬田 とまだ
2384 418松葉川 七里 ななさと 虎杖谷 とらつえたに
2385 418松葉川 七里 ななさと トラマ とらま
2386 418松葉川 七里 ななさと 鳥居ノ原 とりいのはら
2387 418松葉川 七里 ななさと トヲイチ とをいち
2388 418松葉川 七里 ななさと 中岡 なかおか
2389 418松葉川 七里 ななさと 中瀬ハイノ前 なかせはいのまえ
2390 418松葉川 七里 ななさと 長谷 ながたに
2391 418松葉川 七里 ななさと 中谷 なかのたに
2392 418松葉川 七里 ななさと 長溝 ながみぞ
2393 418松葉川 七里 ななさと 中道 なかみち
2394 418松葉川 七里 ななさと 長満ケ谷 ながみつがたに
2395 418松葉川 七里 ななさと ナワテ なわて
2396 418松葉川 七里 ななさと ニイトロ にいとろ
2397 418松葉川 七里 ななさと 西岡 にしおか
2398 418松葉川 七里 ななさと 西ノ前 にしのまえ
2399 418松葉川 七里 ななさと ニノヘ にのへ
2400 418松葉川 七里 ななさと 入道谷口 にゅうどうたにぐち
2401 418松葉川 七里 ななさと 根笹野 ねざさの
2402 418松葉川 七里 ななさと 野田 のだ
2403 418松葉川 七里 ななさと 鷂野 はいたかの
2404 418松葉川 七里 ななさと 白皇ノ前 はくこうのまえ
2405 418松葉川 七里 ななさと ハザコ はざこ
2406 418松葉川 七里 ななさと ハセデロ はせでろ
2407 418松葉川 七里 ななさと 花ノ木ノナロ はなのきのなろ
2408 418松葉川 七里 ななさと 早川 はやかわ
2409 418松葉川 七里 ななさと 樋掛 ひがけ
2410 418松葉川 七里 ななさと 東平 ひがしひら
2411 418松葉川 七里 ななさと ヒキチ ひきち
2412 418松葉川 七里 ななさと 引地山 ひきちやま
2413 418松葉川 七里 ななさと ヒヂマガリ畝サキ ひじまかりうねさき
2414 418松葉川 七里 ななさと ヒナタゼ ひなたぜ
2415 418松葉川 七里 ななさと 樋ノ口 ひのぐち
2416 418松葉川 七里 ななさと 樋ノ元 ひのもと
2417 418松葉川 七里 ななさと 平谷 ひらだに
2418 418松葉川 七里 ななさと 伏者ケ谷 ふせがたに
2419 418松葉川 七里 ななさと 踏込谷 ふみこみだに
2420 418松葉川 七里 ななさと 古荒神 ふるあらがみ
2421 418松葉川 七里 ななさと 古城ノ東 ふるしろのひがし
2422 418松葉川 七里 ななさと 古城山 ふるしろやま
2423 418松葉川 七里 ななさと 風呂ノ本 ふろのもと
2424 418松葉川 七里 ななさと 弁作屋式 べんさくやしき
2425 418松葉川 七里 ななさと 防田 ぼうでん
2426 418松葉川 七里 ななさと 保喜 ほき
2427 418松葉川 七里 ななさと ホゲンダ ほげんだ
2428 418松葉川 七里 ななさと 本田クボ ほんだくぼ
2429 418松葉川 七里 ななさと 本谷 ほんたに
2430 418松葉川 七里 ななさと 孫助屋敷 まごすけやしき
2431 418松葉川 七里 ななさと 松木ガサコ まつきがさこ
2432 418松葉川 七里 ななさと 松ノ本 まつのもと
2433 418松葉川 七里 ななさと 丸山ノ下タ まるやまのした
2434 418松葉川 七里 ななさと 溝下 みぞした
2435 418松葉川 七里 ななさと 溝添 みぞぞえ
2436 418松葉川 七里 ななさと 三瀧谷口 みたきたにぐち
2437 418松葉川 七里 ななさと 三瀧山 みたきやま
2438 418松葉川 七里 ななさと 道ノ下 みちのした
2439 418松葉川 七里 ななさと 道ヨリ下モ みちよりしも
2440 418松葉川 七里 ななさと 宮ケ谷 みやがたに
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2441 418松葉川 七里 ななさと 宮ケ谷口 みやがたにぐち
2442 418松葉川 七里 ななさと 宮ノ窪 みやのくぼ
2443 418松葉川 七里 ななさと 宮ノ谷口 みやのたにぐち
2444 418松葉川 七里 ななさと 宮ノ前 みやのまえ
2445 418松葉川 七里 ななさと 明覚田 みょうかくだ
2446 418松葉川 七里 ななさと 三良屋敷 みよしやしき
2447 418松葉川 七里 ななさと ム子セキデン むこせきでん
2448 418松葉川 七里 ななさと 本谷口 もとたにぐち
2449 418松葉川 七里 ななさと ヤケヤノ川 やけやのがわ
2450 418松葉川 七里 ななさと 弥四郎田 やしろうた
2451 418松葉川 七里 ななさと 柳木尾 やなぎお
2452 418松葉川 七里 ななさと ヤナギ谷 やなぎだに
2453 418松葉川 七里 ななさと 柚木ケ窪 ゆずきがくぼ
2454 418松葉川 七里 ななさと 弓木ガクボ ゆみきがくぼ
2455 418松葉川 七里 ななさと 吉岡ヤシキ よしおかやしき
2456 418松葉川 七里 ななさと ヲキ野々 をきのの
2457 501仁井田 床鍋 とこなべ 青木ノ丸 あおきのまる
2458 501仁井田 床鍋 とこなべ 小豆谷 あずきたに
2459 501仁井田 床鍋 とこなべ 有之木 ありのき
2460 501仁井田 床鍋 とこなべ 有野木谷 ありのきたに
2461 501仁井田 床鍋 とこなべ 池 いけ
2462 501仁井田 床鍋 とこなべ 池ノ谷山 いけのたにやま
2463 501仁井田 床鍋 とこなべ 石鉄山 いしてつやま
2464 501仁井田 床鍋 とこなべ 泉 いずみ
2465 501仁井田 床鍋 とこなべ 伊武田 いたけだ
2466 501仁井田 床鍋 とこなべ 入谷 いりのたに
2467 501仁井田 床鍋 とこなべ 入レ子口 いれこぐち
2468 501仁井田 床鍋 とこなべ 岩倉 いわくら
2469 501仁井田 床鍋 とこなべ 江ノ口 えのくち
2470 501仁井田 床鍋 とこなべ 恵美酒舞 えびすまい
2471 501仁井田 床鍋 とこなべ 恵味酒ケ原 えみざけがはら
2472 501仁井田 床鍋 とこなべ エンノシマ えんのしま
2473 501仁井田 床鍋 とこなべ 大国畑 おおくにはた
2474 501仁井田 床鍋 とこなべ 大久保 おおくぼ
2475 501仁井田 床鍋 とこなべ 大島 おおしま
2476 501仁井田 床鍋 とこなべ 大谷 おおたに
2477 501仁井田 床鍋 とこなべ 大谷グチ おおたにぐち
2478 501仁井田 床鍋 とこなべ 大谷山 おおたにやま
2479 501仁井田 床鍋 とこなべ 大奈路 おおなろ
2480 501仁井田 床鍋 とこなべ 大汢山 おおぬたやま
2481 501仁井田 床鍋 とこなべ 大呑谷 おおのみだに
2482 501仁井田 床鍋 とこなべ 大屋舗 おおやしき
2483 501仁井田 床鍋 とこなべ 岡 おか
2484 501仁井田 床鍋 とこなべ 岡屋式 おかやしき
2485 501仁井田 床鍋 とこなべ 沖ノ丸 おきのまる
2486 501仁井田 床鍋 とこなべ 楓ノ本 かえでのもと
2487 501仁井田 床鍋 とこなべ 垣添 かきぞえ
2488 501仁井田 床鍋 とこなべ カキ谷 かきたに
2489 501仁井田 床鍋 とこなべ カマド下タ かまどした
2490 501仁井田 床鍋 とこなべ 上新開 かみしんかい
2491 501仁井田 床鍋 とこなべ 上ノ丸 かみのまる
2492 501仁井田 床鍋 とこなべ 上向 かみむかい
2493 501仁井田 床鍋 とこなべ 川上屋舗 かわかみやしき
2494 501仁井田 床鍋 とこなべ 川久保 かわくぼ
2495 501仁井田 床鍋 とこなべ キシノ下タ きしのした
2496 501仁井田 床鍋 とこなべ 熊野 くまの
2497 501仁井田 床鍋 とこなべ 熊野々原 くまののはら
2498 501仁井田 床鍋 とこなべ 呉地谷 くれちたに
2499 501仁井田 床鍋 とこなべ 桑原 くわはら
2500 501仁井田 床鍋 とこなべ 源太 げんた
2501 501仁井田 床鍋 とこなべ 小島 こじま
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2502 501仁井田 床鍋 とこなべ 虎杖谷 こつえだに
2503 501仁井田 床鍋 とこなべ 琴平 ことひら
2504 501仁井田 床鍋 とこなべ 小奈路 こなろ
2505 501仁井田 床鍋 とこなべ 権現 ごんげん
2506 501仁井田 床鍋 とこなべ 桜 さくら
2507 501仁井田 床鍋 とこなべ 佐竹田 さたけた
2508 501仁井田 床鍋 とこなべ 山林 さんりん
2509 501仁井田 床鍋 とこなべ 下ノ丸 したのまる
2510 501仁井田 床鍋 とこなべ 下モケ谷 しもがたに
2511 501仁井田 床鍋 とこなべ 下鎌ゲタ しもかまげた
2512 501仁井田 床鍋 とこなべ 下モ谷 しもたに
2513 501仁井田 床鍋 とこなべ 下向 しもむかい
2514 501仁井田 床鍋 とこなべ 酒造田 しゅぞうでん
2515 501仁井田 床鍋 とこなべ 城居山 しろいやま
2516 501仁井田 床鍋 とこなべ 城屋舗 しろやしき
2517 501仁井田 床鍋 とこなべ 新開 しんかい
2518 501仁井田 床鍋 とこなべ 神宮山 しんぐうやま
2519 501仁井田 床鍋 とこなべ 神宮山 じんぐうやま
2520 501仁井田 床鍋 とこなべ 高岡 たかおか
2521 501仁井田 床鍋 とこなべ 忠太 ちゅうた
2522 501仁井田 床鍋 とこなべ 土居屋舗 どいやしき
2523 501仁井田 床鍋 とこなべ 徳利山 とくりやま
2524 501仁井田 床鍋 とこなべ 轟 とどろき
2525 501仁井田 床鍋 とこなべ 土俵ノ丸 どひょうのまる
2526 501仁井田 床鍋 とこなべ 中組山 なかぐみやま
2527 501仁井田 床鍋 とこなべ 中須賀 なかすが
2528 501仁井田 床鍋 とこなべ 中ノ川 なかのかわ
2529 501仁井田 床鍋 とこなべ 中畑 なかはた
2530 501仁井田 床鍋 とこなべ 仲屋舗 なかやしき
2531 501仁井田 床鍋 とこなべ 鍋金 なべがね
2532 501仁井田 床鍋 とこなべ 仁井屋 にいや
2533 501仁井田 床鍋 とこなべ 西ノ薮 にしのやぶ
2534 501仁井田 床鍋 とこなべ 汢ノ川 ぬたのかわ
2535 501仁井田 床鍋 とこなべ 野々又 ののまた
2536 501仁井田 床鍋 とこなべ 野々又山 ののまたやま
2537 501仁井田 床鍋 とこなべ 白王ケ原 はくおうがはら
2538 501仁井田 床鍋 とこなべ 白王ノ前 はくおうのまえ
2539 501仁井田 床鍋 とこなべ 東稲口 ひがしいなくち
2540 501仁井田 床鍋 とこなべ 東屋舗 ひがしやしき
2541 501仁井田 床鍋 とこなべ 東山 ひがしやま
2542 501仁井田 床鍋 とこなべ 福造田 ふくぞうでん
2543 501仁井田 床鍋 とこなべ 福貴山 ふくたかやま
2544 501仁井田 床鍋 とこなべ 福山 ふくやま
2545 501仁井田 床鍋 とこなべ 船木野 ふなきの
2546 501仁井田 床鍋 とこなべ 分上 ぶんじょう
2547 501仁井田 床鍋 とこなべ 弁天山 べんてんやま
2548 501仁井田 床鍋 とこなべ 堀越 ほりこし
2549 501仁井田 床鍋 とこなべ 堀田ノ丸 ほりたのまる
2550 501仁井田 床鍋 とこなべ 松ケ瀬 まつがせ
2551 501仁井田 床鍋 とこなべ 間野島 まのしま
2552 501仁井田 床鍋 とこなべ 三島野丸 みしまのまる
2553 501仁井田 床鍋 とこなべ 宮ノ前 みやのまえ
2554 501仁井田 床鍋 とこなべ 籾野奈路 もみのなろ
2555 501仁井田 床鍋 とこなべ 山ノ下タ やまのした
2556 501仁井田 床鍋 とこなべ 分上山 わけかみやま
2557 501仁井田 床鍋 とこなべ ヲモダ をもだ
2558 501仁井田 床鍋 とこなべ ヲモダ山 をもだやま
2559 502仁井田 影野 かげの 井詰メ いづめ
2560 502仁井田 影野 かげの 植竹山 うえたけやま
2561 502仁井田 影野 かげの ウシ地 うしじ
2562 502仁井田 影野 かげの 大倉田 おおくらでん
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2563 502仁井田 影野 かげの 大ダバ おおだば
2564 502仁井田 影野 かげの 大屋敷 おおやしき
2565 502仁井田 影野 かげの 大屋敷山 おおやしきやま
2566 502仁井田 影野 かげの 岡屋敷 おかやしき
2567 502仁井田 影野 かげの ヲトナシ おとなし
2568 502仁井田 影野 かげの 小野 おのじり
2569 502仁井田 影野 かげの カシノ木ノ本 かしのきのもと
2570 502仁井田 影野 かげの 神屋敷 かみやしき
2571 502仁井田 影野 かげの 川原田 かわはらだ
2572 502仁井田 影野 かげの 北屋敷 きたやしき
2573 502仁井田 影野 かげの 切石ケナロ きりいしけなろ
2574 502仁井田 影野 かげの 五反切レ ごたんきれ
2575 502仁井田 影野 かげの 小野尻 このじり
2576 502仁井田 影野 かげの 小峯山 こみねやま
2577 502仁井田 影野 かげの 櫻ノ前 さくらのまえ
2578 502仁井田 影野 かげの サデガスソ さでがすそ
2579 502仁井田 影野 かげの 寺地山 じちやま
2580 502仁井田 影野 かげの シノガヒラ しのがたいら
2581 502仁井田 影野 かげの 白屋敷 しらやしき
2582 502仁井田 影野 かげの スギヤウ すぎやう
2583 502仁井田 影野 かげの 立石ノ本 たちいしのもと
2584 502仁井田 影野 かげの 立石山 たていしのやま
2585 502仁井田 影野 かげの 立石山 たていしやま
2586 502仁井田 影野 かげの 立山 たてやま
2587 502仁井田 影野 かげの 立山ノ川谷 たてやまのかわたに
2588 502仁井田 影野 かげの 谷屋敷 たにやしき
2589 502仁井田 影野 かげの 辻ノ本 つじのもと
2590 502仁井田 影野 かげの 角ケ谷山 つのがたにやま
2591 502仁井田 影野 かげの 出ケ谷 でがたに
2592 502仁井田 影野 かげの 出ノ谷 でのたに
2593 502仁井田 影野 かげの 寺ノ前 てらのまえ
2594 502仁井田 影野 かげの 仲切レ なかきれ
2595 502仁井田 影野 かげの 中ダバ なかだば
2596 502仁井田 影野 かげの 仲野 なかの
2597 502仁井田 影野 かげの 永野 ながの
2598 502仁井田 影野 かげの 仲間ヤシキ なかまやしき
2599 502仁井田 影野 かげの 仲ヤシキ なかやしき
2600 502仁井田 影野 かげの 鍋ケ谷山 なべがたにやま
2601 502仁井田 影野 かげの 西ノ沢 にしのさわ
2602 502仁井田 影野 かげの 花ノ木 はなのき
2603 502仁井田 影野 かげの 東谷山之内 ひがしたにやまのうち
2604 502仁井田 影野 かげの ヒノクボ ひのくぼ
2605 502仁井田 影野 かげの 日ノ山 ひのやま
2606 502仁井田 影野 かげの 平串山 ひらぐしやま
2607 502仁井田 影野 かげの 平串山ニ有ル ひらぐしやまにある
2608 502仁井田 影野 かげの 船倉山 ふねくらやま
2609 502仁井田 影野 かげの ホキ ほき
2610 502仁井田 影野 かげの 松ケ瀬 まつがせ
2611 502仁井田 影野 かげの 松ガナロ まつがなろ
2612 502仁井田 影野 かげの 松野本 まつのもと
2613 502仁井田 影野 かげの 宮ノ前 みやのまえ
2614 502仁井田 影野 かげの 宮ノ本 みやのもと
2615 502仁井田 影野 かげの ヤウジダ やうじだ
2616 502仁井田 影野 かげの ヤカタヤシキ やかたやしき
2617 502仁井田 影野 かげの 弥三郎田 やざぶろうでん
2618 502仁井田 影野 かげの 薮ケ谷山 やぶがたにやま
2619 502仁井田 影野 かげの 山口山 やまぐちやま
2620 502仁井田 影野 かげの 横田 よこた
2621 502仁井田 影野 かげの リヨヤシキ りよやしき
2622 503仁井田 奥呉地 おくくれじ イノ谷 いのたに
2623 503仁井田 奥呉地 おくくれじ イノ谷山 いのたにやま
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2624 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 梅原 うめばら
2625 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 大谷 おおたに
2626 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 大谷口 おおたにぐち
2627 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 大向 おおむかい
2628 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 岡屋敷 おかやしき
2629 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 影平山 かげひらやま
2630 503仁井田 奥呉地 おくくれじ カハマキ谷 かはまきたに
2631 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 上大切 かみおおぎり
2632 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 川谷山 かわたにやま
2633 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 木ノ下 きのした
2634 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 楠ケ谷 くすがたに
2635 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 楠ゲ谷 くすげたに
2636 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 栗カサコ くりかさこ
2637 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 栗ノ木ダバ くりのきだば
2638 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 黒谷 くろたに
2639 503仁井田 奥呉地 おくくれじ クロハナ くろはな
2640 503仁井田 奥呉地 おくくれじ サイノヲ さいのう
2641 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 坂谷山 さかたにやま
2642 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 坂本 さかもと
2643 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 笹ケ谷 ささがたに
2644 503仁井田 奥呉地 おくくれじ サラノナロ さらのなろ
2645 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 新改 しんかい
2646 503仁井田 奥呉地 おくくれじ スナハシリ すなはしり
2647 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ゼンキウ山 ぜんきうやま
2648 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 高山 たかやま
2649 503仁井田 奥呉地 おくくれじ タキヒラ たきひら
2650 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 瀧平山 たきひらやま
2651 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 竹ノ窪 たけのくぼ
2652 503仁井田 奥呉地 おくくれじ タヲガ谷 たをがたに
2653 503仁井田 奥呉地 おくくれじ タヲカ谷山 たをかたにやま
2654 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ヂクゲ谷 ぢくげだに
2655 503仁井田 奥呉地 おくくれじ トイノ本 といのもと
2656 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 藤次郎谷 とうじろうたに
2657 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 中山 なかやま
2658 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 西ノ奥 にしのおく
2659 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 西平山 にしひらやま
2660 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ニラガ谷 にらがだに
2661 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 萩原 はぎはら
2662 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 平野屋敷 ひらのやしき
2663 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 藤内 ふじうち
2664 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 藤内山 ふじのうちやま
2665 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 松原 まつばら
2666 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 三月田 みつきた
2667 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 向田山 むこうだやま
2668 503仁井田 奥呉地 おくくれじ モチコロバシ もちころばし
2669 503仁井田 奥呉地 おくくれじ モト田 もとだ
2670 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 屋敷 やしき
2671 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 屋敷谷 やしきたに
2672 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 柚ケ谷 ゆずがたに
2673 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ユズリハ越 ゆずりはこし
2674 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ユヅリバコエ山 ゆづりはごえやま
2675 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ユヅリバコエ山 ゆづりばこえやま
2676 503仁井田 奥呉地 おくくれじ ユヅリハ越 ゆづりはこし
2677 503仁井田 奥呉地 おくくれじ 蕨山 わらびやま
2678 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 揚虜木薮 あげろぎのやぶ
2679 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 新井ノ上 あらいのうえ
2680 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 庵ノ川 あんのかわ
2681 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 井ノ上 いのうえ
2682 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 井山 いやま
2683 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 岩ノ本 いわのもと
2684 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ ウツゲヤブ うつげやぶ
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2685 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ ウバカフトコロ うばかふところ
2686 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ ウバガフトコロ うばがふところ
2687 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 梅ノ木 うめのき
2688 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 貝福山 かいくやま
2689 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 貝足谷 かいそくだに
2690 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 隠谷 かくれたに
2691 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 嘉升谷 かますたに
2692 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 上井ノシリ かみいのしり
2693 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 上ミ道山 かみちやま
2694 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 川久保 かわくぼ
2695 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 官ノ屋式 かんのやしき
2696 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 具足谷 ぐそくたに
2697 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 下松 くだりまつ
2698 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 下リ山 くだりやま
2699 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 具福山 ぐふくやま
2700 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 栗ケサコ くりがさこ
2701 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 黒竹薮 くろちくやぶ
2702 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 見小野 けんおの
2703 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 寿キ谷 ことぶきたに
2704 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 苣ノ木 ごのき
2705 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 小槙屋式 こまきやしき
2706 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 権右エ門屋敷 ごんうえもんやしき
2707 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ ゴンタ山 ごんたやま
2708 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 坂ノ谷 さかのたに
2709 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 坂本 さかもと
2710 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 笹野川 ささのかわ
2711 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 笹野山 ささのやま
2712 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ シノベヤブ しのべやぶ
2713 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 朱々谷 しゅじゅたに
2714 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 神屋敷 しんやしき
2715 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 外宮 そとみや
2716 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ チシャノキ ちしゃのき
2717 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ チシヤノキ ちしやのき
2718 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 茶ノ木添 ちゃのきぞえ
2719 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 茶引渕 ちゃびきぶち
2720 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 藤次郎谷 とうじろうたに
2721 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 西井ノ本 にしいのもと
2722 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 仁良ケ谷 にらがたに
2723 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 古畑 ふるはた
2724 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 程野口 ほどのくち
2725 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 保トノ山 ほとのやま
2726 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 堀換 ほりかえ
2727 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 松ケ平 まつがひら
2728 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 松ケ平山 まつがひらやま
2729 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 松ノ本 まつのもと
2730 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 三十城 みそしろ
2731 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 見福山 みふくやま
2732 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 山ノ神谷 やまのがみたに
2733 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 山ノ神山 やまのかみやま
2734 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 両井上 りょういかみ
2735 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 両井の上 りょういのうえ
2736 504仁井田 魚ノ川 うおのかわ 両井ノ本 りょういのもと
2737 505仁井田 下呉地 しもくれじ 合水谷 あいみずたに
2738 505仁井田 下呉地 しもくれじ イチクルシ山 いちくるしやま
2739 505仁井田 下呉地 しもくれじ 内宮 うちのみや
2740 505仁井田 下呉地 しもくれじ 大切 おおぎれ
2741 505仁井田 下呉地 しもくれじ 大杖山 おおつえやま
2742 505仁井田 下呉地 しもくれじ 大西 おおにし
2743 505仁井田 下呉地 しもくれじ 大畑 おおはた
2744 505仁井田 下呉地 しもくれじ 大平山 おおひらやま
2745 505仁井田 下呉地 しもくれじ 岡谷 おかたに
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2746 505仁井田 下呉地 しもくれじ 岡ノ奥 おかのおく
2747 505仁井田 下呉地 しもくれじ 岡ノ奥山 おかのおくやま
2748 505仁井田 下呉地 しもくれじ 柿ノ木窪 かきのきくぼ
2749 505仁井田 下呉地 しもくれじ 上岡谷山 かみおかたにやま
2750 505仁井田 下呉地 しもくれじ 神屋敷 かみやしき
2751 505仁井田 下呉地 しもくれじ 木ノ下 きのした
2752 505仁井田 下呉地 しもくれじ 杭ノ元 くいのもと
2753 505仁井田 下呉地 しもくれじ 桑原 くわばら
2754 505仁井田 下呉地 しもくれじ 形部山 けいべやま
2755 505仁井田 下呉地 しもくれじ 権田 ごんだ
2756 505仁井田 下呉地 しもくれじ 坂本山 さかもとやま
2757 505仁井田 下呉地 しもくれじ 下影野 しもかげの
2758 505仁井田 下呉地 しもくれじ 下影野山 しもかげのやま
2759 505仁井田 下呉地 しもくれじ 杉ノ谷山 すぎのたにやま
2760 505仁井田 下呉地 しもくれじ ソウシダ そうしだ
2761 505仁井田 下呉地 しもくれじ 外宮 そとみや
2762 505仁井田 下呉地 しもくれじ タクミバタ たくみばた
2763 505仁井田 下呉地 しもくれじ 寺中 てらなか
2764 505仁井田 下呉地 しもくれじ 中岡 なかおか
2765 505仁井田 下呉地 しもくれじ ヌタヤシキ ぬたやしき
2766 505仁井田 下呉地 しもくれじ 野地ノ川 のぢのかわ
2767 505仁井田 下呉地 しもくれじ 東外宮 ひがしそとのみや
2768 505仁井田 下呉地 しもくれじ 古畑 ふるはた
2769 505仁井田 下呉地 しもくれじ 堀替 ほりかえ
2770 505仁井田 下呉地 しもくれじ 槇ノ川山 まきのかわやま
2771 505仁井田 下呉地 しもくれじ 松ケ平 まつがひら
2772 505仁井田 下呉地 しもくれじ 松ケ平山 まつがひらやま
2773 505仁井田 下呉地 しもくれじ 間土 まつち
2774 505仁井田 下呉地 しもくれじ 松ノ本 まつのもと
2775 505仁井田 下呉地 しもくれじ ミコノ みこの
2776 505仁井田 下呉地 しもくれじ ミコノ山 みこのやま
2777 505仁井田 下呉地 しもくれじ 横枕 よこまくら
2778 505仁井田 下呉地 しもくれじ 両井ノ本 りょういのもと
2779 506仁井田 替坂本 かえざかもと アリノ木窪 ありのきくぼ
2780 506仁井田 替坂本 かえざかもと 岩ノ本 いわのもと
2781 506仁井田 替坂本 かえざかもと 大窪 おおくぼ
2782 506仁井田 替坂本 かえざかもと 大田 おおた
2783 506仁井田 替坂本 かえざかもと 大畑 おおはた
2784 506仁井田 替坂本 かえざかもと 折尾 おりお
2785 506仁井田 替坂本 かえざかもと 折尾山 おれおやま
2786 506仁井田 替坂本 かえざかもと 柿ノ木窪 かきのぼ
2787 506仁井田 替坂本 かえざかもと カツ子岡 かつこおか
2788 506仁井田 替坂本 かえざかもと 神屋敷 かみやしき
2789 506仁井田 替坂本 かえざかもと カモン谷 かもんだに
2790 506仁井田 替坂本 かえざかもと 北屋式山 きたやしきやま
2791 506仁井田 替坂本 かえざかもと 具足谷 ぐそくたに
2792 506仁井田 六反地 かえざかもと 桑山 くわやま
2793 506仁井田 替坂本 かえざかもと サカバヤシ さかばやし
2794 506仁井田 替坂本 かえざかもと 櫻ノ間 さくらのま
2795 506仁井田 替坂本 かえざかもと 定足山 さだあしやま
2796 506仁井田 替坂本 かえざかもと 下岡 しもおか
2797 506仁井田 替坂本 かえざかもと タクミハタ たくみはた
2798 506仁井田 替坂本 かえざかもと 谷屋式山 たにやしきやま
2799 506仁井田 替坂本 かえざかもと ツエノ野 つえのの
2800 506仁井田 替坂本 かえざかもと 中岡 なかおか
2801 506仁井田 替坂本 かえざかもと 長サコ ながさこ
2802 506仁井田 替坂本 かえざかもと 長サコ山 ながさこやま
2803 506仁井田 替坂本 かえざかもと 中谷 なかたに
2804 506仁井田 替坂本 かえざかもと ナツチ なつち
2805 506仁井田 替坂本 かえざかもと 汢岡山 ぬたおかやま
2806 506仁井田 替坂本 かえざかもと ハタゴ谷 はたごだに
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2807 506仁井田 替坂本 かえざかもと 又タ岡 またおか
2808 506仁井田 替坂本 かえざかもと ミサキノ本 みさきのもと
2809 506仁井田 替坂本 かえざかもと 宮ノ地 みやのじ
2810 506仁井田 替坂本 かえざかもと 弥太郎谷 やたろうたに
2811 506仁井田 替坂本 かえざかもと 山形 やまがた
2812 506仁井田 替坂本 かえざかもと 六反ダ ろくたんだ
2813 507仁井田 六反地 ろくたんじ 合水谷 あいみずたに
2814 507仁井田 六反地 ろくたんじ 合水口 あいみなくち
2815 507仁井田 六反地 ろくたんじ 石黒ノ本 いしぐろのもと
2816 507仁井田 六反地 ろくたんじ 石黒本 いしくろもと
2817 507仁井田 六反地 ろくたんじ 井ノ上 いのうえ
2818 507仁井田 六反地 ろくたんじ 牛ヅカノ本 うしづかのもと
2819 507仁井田 六反地 ろくたんじ 柿ノ木ノ本 かきのきのもと
2820 507仁井田 六反地 ろくたんじ 上新田 かみしんでん
2821 507仁井田 六反地 ろくたんじ 京田 きょうた
2822 507仁井田 六反地 ろくたんじ 久保タ くぼた
2823 507仁井田 六反地 ろくたんじ 倉木谷口 くらきたにぐち
2824 507仁井田 六反地 ろくたんじ 栗ノ木窪 くりのきくぼ
2825 507仁井田 六反地 ろくたんじ 桑原 くわはら
2826 507仁井田 六反地 ろくたんじ クワバラ谷口 くわはらたにぐち
2827 507仁井田 六反地 ろくたんじ 戸樋ノ本 こといのもと
2828 507仁井田 六反地 ろくたんじ 小向 こむかい
2829 507仁井田 六反地 ろくたんじ 古屋 こや
2830 507仁井田 六反地 ろくたんじ 善長駄場 ぜんちょうだば
2831 507仁井田 六反地 ろくたんじ 瀧山 たきやま
2832 507仁井田 六反地 ろくたんじ 鳥ノダバ とりのだば
2833 507仁井田 六反地 ろくたんじ 長山前 ながやままえ
2834 507仁井田 六反地 ろくたんじ 野田ノ前 のだのまえ
2835 507仁井田 六反地 ろくたんじ 松ノ本 まつのもと
2836 507仁井田 六反地 ろくたんじ 山神ノシタ やまかみのした
2837 507仁井田 六反地 ろくたんじ 山崎 やまさき
2838 507仁井田 六反地 ろくたんじ ユヅリ葉ノ本 ゆづりはのもと
2839 508仁井田 仁井田 にいだ 有ノ木ノ本 ありのきのもと
2840 508仁井田 仁井田 にいだ 池ノ谷 いけのたに
2841 508仁井田 仁井田 にいだ イサイ川 いさいかわ
2842 508仁井田 仁井田 にいだ 石ゾ子 いしぞこ
2843 508仁井田 仁井田 にいだ イタヅリ田 いたづりた
2844 508仁井田 仁井田 にいだ 稲井 いない
2845 508仁井田 仁井田 にいだ 岩ノ本 いわのもと
2846 508仁井田 仁井田 にいだ 後口窪 うしろぐちくぼ
2847 508仁井田 仁井田 にいだ 後口山 うしろぐちやま
2848 508仁井田 仁井田 にいだ 上ハ中野 うはなかの
2849 508仁井田 仁井田 にいだ 梅ノ木谷 うめのきたに
2850 508仁井田 仁井田 にいだ 栄城田 えいじょうた
2851 508仁井田 仁井田 にいだ 永泉畑 えいせんばた
2852 508仁井田 仁井田 にいだ 水分 えいぶん
2853 508仁井田 仁井田 にいだ 狼谷 おおかみたに
2854 508仁井田 仁井田 にいだ 大田 おおた
2855 508仁井田 仁井田 にいだ 大平 おおひら
2856 508仁井田 仁井田 にいだ 大ヤケソ おおやけそ
2857 508仁井田 仁井田 にいだ 小倉木谷 おぐらきのたに
2858 508仁井田 仁井田 にいだ 小倉木 おぐらのき
2859 508仁井田 仁井田 にいだ 尾上 おのうえ
2860 508仁井田 仁井田 にいだ 垣ノ内 かきのうち
2861 508仁井田 仁井田 にいだ 柿ノ木ノ窪 かきのきのくぼ
2862 508仁井田 仁井田 にいだ 影田 かげた
2863 508仁井田 仁井田 にいだ カゲダ かげだ
2864 508仁井田 仁井田 にいだ カケダ山 かけだやま
2865 508仁井田 仁井田 にいだ 片木澤 かたきさわ
2866 508仁井田 仁井田 にいだ 葛籠谷 かつりゅうだに
2867 508仁井田 仁井田 にいだ 上シンカイ かみしんかい
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2868 508仁井田 仁井田 にいだ 上屋式 かみやしき
2869 508仁井田 仁井田 にいだ 川原田 かわはらだ
2870 508仁井田 仁井田 にいだ 菊ノ才能 きくのさいのう
2871 508仁井田 仁井田 にいだ 岸田 きしだ
2872 508仁井田 仁井田 にいだ 木原 きはら
2873 508仁井田 仁井田 にいだ 牛王ノ本 ぎゅうおうのもと
2874 508仁井田 仁井田 にいだ ギワイタ ぎわいた
2875 508仁井田 仁井田 にいだ 窪田丸 くぼたまる
2876 508仁井田 仁井田 にいだ 熊ケ写 くまがしゃ
2877 508仁井田 仁井田 にいだ 倉木 くらき
2878 508仁井田 仁井田 にいだ 黒石谷 くろいしたに
2879 508仁井田 仁井田 にいだ 耕田丸 こうたまる
2880 508仁井田 仁井田 にいだ 小奈良地 こなろじ
2881 508仁井田 仁井田 にいだ コムカイ こむかい
2882 508仁井田 仁井田 にいだ 坂本 さかもと
2883 508仁井田 仁井田 にいだ 笹保呂 ささほろ
2884 508仁井田 仁井田 にいだ 定足 さだあし
2885 508仁井田 仁井田 にいだ サデ場ノ下 さでばのした
2886 508仁井田 仁井田 にいだ サンスケ さんすけ
2887 508仁井田 仁井田 にいだ 椎ノ木ノ下 しいのきのした
2888 508仁井田 仁井田 にいだ 師子場 ししば
2889 508仁井田 仁井田 にいだ 下タ切 したきり
2890 508仁井田 仁井田 にいだ 清水田 しみずた
2891 508仁井田 仁井田 にいだ 下中野 しもなかの
2892 508仁井田 仁井田 にいだ 下ヤシキ しもやしき
2893 508仁井田 仁井田 にいだ 次郎間谷 じろうまだに
2894 508仁井田 仁井田 にいだ 城ノ端 しろのはし
2895 508仁井田 仁井田 にいだ 深谷 しんたに
2896 508仁井田 仁井田 にいだ 深谷山 しんたにやま
2897 508仁井田 仁井田 にいだ シンドリバタ しんどりばた
2898 508仁井田 仁井田 にいだ 砂ケ瀬 すながせ
2899 508仁井田 仁井田 にいだ 清玉庵 せいぎょくあん
2900 508仁井田 仁井田 にいだ 高岡 たかおか
2901 508仁井田 仁井田 にいだ 寳田 たからだ
2902 508仁井田 仁井田 にいだ 田中ノ窪 たなかのくぼ
2903 508仁井田 仁井田 にいだ 棚田ノ下 たなだのした
2904 508仁井田 仁井田 にいだ 玉川田 たまかわだ
2905 508仁井田 仁井田 にいだ 茶臼山 ちゃうすやま
2906 508仁井田 仁井田 にいだ 陳カ森 ちんがもり
2907 508仁井田 仁井田 にいだ 追退谷 ついたいたに
2908 508仁井田 仁井田 にいだ 追退谷山 ついたいたにやま
2909 508仁井田 仁井田 にいだ ツバ原 つばはら
2910 508仁井田 仁井田 にいだ 寺カ谷 てらがたに
2911 508仁井田 仁井田 にいだ テンノコエ山 てんのこえやま
2912 508仁井田 仁井田 にいだ 道尻 どうじり
2913 508仁井田 仁井田 にいだ ドウメン どうめん
2914 508仁井田 仁井田 にいだ 都色屋式 としょくやしき
2915 508仁井田 仁井田 にいだ 鳥ノ駄場 とりのだば
2916 508仁井田 仁井田 にいだ 中切 なかぎり
2917 508仁井田 仁井田 にいだ ナガザコ ながざこ
2918 508仁井田 仁井田 にいだ 中島 なかじま
2919 508仁井田 仁井田 にいだ 長田 ながた
2920 508仁井田 仁井田 にいだ 南都 なんと
2921 508仁井田 仁井田 にいだ 西影田 にしかげた
2922 508仁井田 仁井田 にいだ 入道 にゅうどう
2923 508仁井田 仁井田 にいだ 入道谷 にゅうどうたに
2924 508仁井田 仁井田 にいだ 根木ノ川 ねきのかわ
2925 508仁井田 仁井田 にいだ 野田 のだ
2926 508仁井田 仁井田 にいだ 長谷 はせ
2927 508仁井田 仁井田 にいだ 林カ谷 はやしがたに
2928 508仁井田 仁井田 にいだ 林ケ谷山 はやしがたにやま
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2929 508仁井田 仁井田 にいだ ヒイラギ谷 ひいらぎたに
2930 508仁井田 仁井田 にいだ 東野 ひがしの
2931 508仁井田 仁井田 にいだ 久茂田 ひさしげた
2932 508仁井田 仁井田 にいだ 檜ダバ ひだば
2933 508仁井田 仁井田 にいだ 広田 ひろた
2934 508仁井田 仁井田 にいだ 広野 ひろの
2935 508仁井田 仁井田 にいだ 冨家 ふけ
2936 508仁井田 仁井田 にいだ 札建場 ふだたてば
2937 508仁井田 仁井田 にいだ 坊次郎 ぼうじろう
2938 508仁井田 仁井田 にいだ 防次郎谷 ぼうじろうたに
2939 508仁井田 仁井田 にいだ ホキノ口 ほきのくち
2940 508仁井田 仁井田 にいだ ホコノ谷 ほこのたに
2941 508仁井田 仁井田 にいだ ホコノ谷山 ほこのたにやま
2942 508仁井田 仁井田 にいだ 本モ谷 ほんもたに
2943 508仁井田 仁井田 にいだ 松角 まつかど
2944 508仁井田 仁井田 にいだ 松ノ下 まつのした
2945 508仁井田 仁井田 にいだ 松ノ本 まつのもと
2946 508仁井田 仁井田 にいだ 南谷 みなみたに
2947 508仁井田 仁井田 にいだ 宮ノ下 みやのした
2948 508仁井田 仁井田 にいだ 宮ノ谷 みやのたに
2949 508仁井田 仁井田 にいだ 鞭カ坂 むちかざか
2950 508仁井田 仁井田 にいだ 本原 もとはら
2951 508仁井田 仁井田 にいだ 柳田 やなぎた
2952 508仁井田 仁井田 にいだ 柳ノ本 やなぎのもと
2953 508仁井田 仁井田 にいだ 山伏ダバ やまふせだば
2954 508仁井田 仁井田 にいだ 弓場 ゆみば
2955 508仁井田 仁井田 にいだ 籠ケ谷 りゅうがだに
2956 508仁井田 仁井田 にいだ ヲリヲ をりら
2957 509仁井田 小向 こむかい エリハナ えりはな
2958 509仁井田 小向 こむかい エリバナ えりばな
2959 509仁井田 小向 こむかい 扇田 おおぎだ
2960 509仁井田 小向 こむかい 大切 おおぎり
2961 509仁井田 小向 こむかい 小橋 おばし
2962 509仁井田 小向 こむかい カヂノクボ かぢのくぼ
2963 509仁井田 小向 こむかい カミヤシキ かみやしき
2964 509仁井田 小向 こむかい 窪田 くぼた
2965 509仁井田 小向 こむかい 小日比原 こひびはら
2966 509仁井田 小向 こむかい 島崎 しまざき
2967 509仁井田 小向 こむかい 下モシンガイ しもしんがい
2968 509仁井田 小向 こむかい シロガハナ しろがはな
2969 509仁井田 小向 こむかい シンガイ しんがい
2970 509仁井田 小向 こむかい 杉ノナロ すぎのなろ
2971 509仁井田 小向 こむかい ソヲノカイ そをのかい
2972 509仁井田 小向 こむかい 角田 つのだ
2973 509仁井田 小向 こむかい 天神ノナロ てんじんのなろ
2974 509仁井田 小向 こむかい 長谷 ながたに
2975 509仁井田 小向 こむかい 中丸 なかのまる
2976 509仁井田 小向 こむかい 中ヤシキ なかやしき
2977 509仁井田 小向 こむかい 西ノ窪 にしのくぼ
2978 509仁井田 小向 こむかい 古屋敷 ふるやしき
2979 509仁井田 小向 こむかい 丸田 まるた
2980 509仁井田 小向 こむかい 三ッ畑 みっはた
2981 509仁井田 小向 こむかい 山ノ下タ やまのした
2982 510仁井田 平串 ひらぐし 赤草ノ奈路 あかくさのなろ
2983 510仁井田 平串 ひらぐし 阿茶落 あちゃら
2984 510仁井田 平串 ひらぐし 嵐山 あらしやま
2985 510仁井田 平串 ひらぐし 庵ノ前 あんのまえ
2986 510仁井田 平串 ひらぐし 伊豆奥 いずのおく
2987 510仁井田 平串 ひらぐし 伊豆ノ谷 いずのたに
2988 510仁井田 平串 ひらぐし 出雲 いずも
2989 510仁井田 平串 ひらぐし 今宮田 いまみやた
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2990 510仁井田 平串 ひらぐし 後口山 うしろくちやま
2991 510仁井田 平串 ひらぐし 梅ケ端 うめがはた
2992 510仁井田 平串 ひらぐし 大谷口 おおたにぐち
2993 510仁井田 平串 ひらぐし 大谷山 おおたにやま
2994 510仁井田 平串 ひらぐし 大場ノ窪 おおばのくぼ
2995 510仁井田 平串 ひらぐし 大道切 おおみちきれ
2996 510仁井田 平串 ひらぐし 岡屋敷 おかやしき
2997 510仁井田 平串 ひらぐし 沖屋敷 おきやしき
2998 510仁井田 平串 ひらぐし 格谷 かくたに
2999 510仁井田 平串 ひらぐし 格山 かくやま
3000 510仁井田 平串 ひらぐし 上切 かみきり
3001 510仁井田 平串 ひらぐし 上ミ長田 かみながた
3002 510仁井田 平串 ひらぐし 川窪 かわくぼ
3003 510仁井田 平串 ひらぐし 九升蒔才能 きゅうしょうまきさいのう
3004 510仁井田 平串 ひらぐし 黒ケ谷 くろがたに
3005 510仁井田 平串 ひらぐし 佐賀谷 さがたに
3006 510仁井田 平串 ひらぐし 坂元 さかもと
3007 510仁井田 平串 ひらぐし 笹岡屋敷 ささおかやしき
3008 510仁井田 平串 ひらぐし 四角田 しかくた
3009 510仁井田 平串 ひらぐし 持田 じた
3010 510仁井田 平串 ひらぐし 下モ長田 しもながた
3011 510仁井田 平串 ひらぐし 下ノ端 しものはた
3012 510仁井田 平串 ひらぐし 障子田 しょうじた
3013 510仁井田 平串 ひらぐし 石指 せきし
3014 510仁井田 平串 ひらぐし 大庭田 だいていだん
3015 510仁井田 平串 ひらぐし 大坊山 だいぼうやま
3016 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾 たかお
3017 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その２ たかおその
3018 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その３ たかおその
3019 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その４ たかおその
3020 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その５ たかおその
3021 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その６ たかおその
3022 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その７ たかおその
3023 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その８ たかおその
3024 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その９ たかおその
3025 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その１０ たかおその
3026 510仁井田 平串 ひらぐし 高尾その１１ たかおその
3027 510仁井田 平串 ひらぐし 竹ノ端 たけのはし
3028 510仁井田 平串 ひらぐし 田代 たしろ
3029 510仁井田 平串 ひらぐし 田城屋敷 たしろやしき
3030 510仁井田 平串 ひらぐし 田代山 たしろやま
3031 510仁井田 平串 ひらぐし 庭草田 ていそうでん
3032 510仁井田 平串 ひらぐし 堂ノ前 どうのまえ
3033 510仁井田 平串 ひらぐし 中越谷 なかごしたに
3034 510仁井田 平串 ひらぐし 中越山 なかごしやま
3035 510仁井田 平串 ひらぐし 中苗代 なかなえしろ
3036 510仁井田 平串 ひらぐし 中長田 なかながた
3037 510仁井田 平串 ひらぐし 仲間屋敷 なかまやしき
3038 510仁井田 平串 ひらぐし 野中 のなか
3039 510仁井田 平串 ひらぐし 幡多ケ谷 はたがたに
3040 510仁井田 平串 ひらぐし 日裏 ひうら
3041 510仁井田 平串 ひらぐし 檜ノ本 ひのきのもと
3042 510仁井田 平串 ひらぐし 樋ノ口 ひのくち
3043 510仁井田 平串 ひらぐし 樋ノ谷 ひのたに
3044 510仁井田 平串 ひらぐし 比羅曽 ひらそね
3045 510仁井田 平串 ひらぐし 不用駄場 ふようだば
3046 510仁井田 平串 ひらぐし 不里駄場 ふりだば
3047 510仁井田 平串 ひらぐし 紅岩 べにいわ
3048 510仁井田 平串 ひらぐし 帽子折 ぼうしおれ
3049 510仁井田 平串 ひらぐし 松ケ端 まつがはた
3050 510仁井田 平串 ひらぐし 松ノ下モ地 まつのしもち
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3051 510仁井田 平串 ひらぐし 爼田 まないた
3052 510仁井田 平串 ひらぐし 民部多 みぶた
3053 510仁井田 平串 ひらぐし 三船田 みふねた
3054 510仁井田 平串 ひらぐし 柳ノ窪 やなぎのくぼ
3055 511仁井田 富岡 とみおか 井口才能 いのくちさいのう
3056 511仁井田 富岡 とみおか 後山 うしろやま
3057 511仁井田 富岡 とみおか 沖駄場 おきだば
3058 511仁井田 富岡 とみおか 上ガワレギ かみがわれぎ
3059 511仁井田 富岡 とみおか 上長田 かみながた
3060 511仁井田 富岡 とみおか 下越ノ端 しもえつのはし
3061 511仁井田 富岡 とみおか 下ガウレギ しもがうれぎ
3062 511仁井田 富岡 とみおか 下長田 しもながた
3063 511仁井田 富岡 とみおか 下ノ駄場 しものだば
3064 511仁井田 富岡 とみおか 鳥井駄場 とりいだば
3065 511仁井田 富岡 とみおか 中長田 なかながた
3066 511仁井田 富岡 とみおか 松ノ下地 まつのしもち
3067 512仁井田 中ノ越 なかのこえ エリハナ えりはな
3068 512仁井田 中ノ越 なかのこえ エリバナ えりばな
3069 512仁井田 中ノ越 なかのこえ カシヤシキ かしやしき
3070 512仁井田 中ノ越 なかのこえ カヂノクボ かぢのくぼ
3071 512仁井田 中ノ越 なかのこえ カミヤシキ かみやしき
3072 512仁井田 中ノ越 なかのこえ シロガハナ しろがはな
3073 512仁井田 中ノ越 なかのこえ ジロガハナ じろがはな
3074 512仁井田 中ノ越 なかのこえ シンカイ しんかい
3075 512仁井田 中ノ越 なかのこえ ソヲノカイ そをのかい
3076 512仁井田 中ノ越 なかのこえ 中丸 なかまる
3077 512仁井田 中ノ越 なかのこえ 中ヤシキ なかやしき
3078 512仁井田 中ノ越 なかのこえ 西ノクボ にしのくぼ
3079 512仁井田 中ノ越 なかのこえ 山ノ下タ やまのした
3080 601東又 黒石 くろいし 青木 あおき
3081 601東又 黒石 くろいし 足毛馬 あしもうば
3082 601東又 黒石 くろいし 荒神畑 あらがみはた
3083 601東又 黒石 くろいし 蟻木 ありき
3084 601東又 黒石 くろいし 蟻ノ木 ありのき
3085 601東又 黒石 くろいし 庵ノ前 あんのまえ
3086 601東又 黒石 くろいし 石ケ森 いしがもり
3087 601東又 黒石 くろいし 市野谷 いちのたに
3088 601東又 黒石 くろいし 市ノ又 いちのまた
3089 601東又 黒石 くろいし 井口 いのくち
3090 601東又 黒石 くろいし 井ノ脇 いのわき
3091 601東又 黒石 くろいし 入田 いりた
3092 601東又 黒石 くろいし 岩ノ本 いわのもと
3093 601東又 黒石 くろいし 内 うちまくら
3094 601東又 黒石 くろいし 馬吾郎 うまごろう
3095 601東又 黒石 くろいし 榎畑 えのきばた
3096 601東又 黒石 くろいし 江渕 えぶち
3097 601東又 黒石 くろいし 円豆端 えんずはた
3098 601東又 黒石 くろいし 大窪山 おおくぼやま
3099 601東又 黒石 くろいし 大埇 おおそね
3100 601東又 黒石 くろいし 大田 おおた
3101 601東又 黒石 くろいし 大本山 おおもとやま
3102 601東又 黒石 くろいし 岡夷 おかい
3103 601東又 黒石 くろいし 岡ノ前 おかのまえ
3104 601東又 黒石 くろいし 岡山 おかやま
3105 601東又 黒石 くろいし 於児作り おこづくり
3106 601東又 黒石 くろいし 於藤畑 おふじばた
3107 601東又 黒石 くろいし 鍛治屋敷 かじやしき
3108 601東又 黒石 くろいし 桂谷 かつらのたに
3109 601東又 黒石 くろいし 山 かつらやま
3110 601東又 黒石 くろいし 上窪田 かみくぼた
3111 601東又 黒石 くろいし 岸田 きしだ
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3112 601東又 黒石 くろいし コケノ川 こけのかわ
3113 601東又 黒石 くろいし 小堀 こほり
3114 601東又 黒石 くろいし 小松越 こまつこし
3115 601東又 黒石 くろいし 紺屋々敷 こんややしき
3116 601東又 黒石 くろいし 坂塩 さかしお
3117 601東又 黒石 くろいし 坂場 さかば
3118 601東又 黒石 くろいし 坂元 さかもと
3119 601東又 黒石 くろいし 坂口 さきぐち
3120 601東又 黒石 くろいし 下タ駄場 しただば
3121 601東又 黒石 くろいし 治部 じべ
3122 601東又 黒石 くろいし 島崎 しまさき
3123 601東又 黒石 くろいし 下毛川 しもかわ
3124 601東又 黒石 くろいし 下窪田 しもくぼた
3125 601東又 黒石 くろいし 下石指 しもせきし
3126 601東又 黒石 くろいし 下西野地 しもにしのち
3127 601東又 黒石 くろいし スダノハザコ すだのはざこ
3128 601東又 黒石 くろいし 石指 せきし
3129 601東又 黒石 くろいし 畝畑山 せはたやま
3130 601東又 黒石 くろいし 外 そとまくら
3131 601東又 黒石 くろいし 外屋敷 そとやしき
3132 601東又 黒石 くろいし 大庭込 だいていこむ
3133 601東又 黒石 くろいし 鷹ノ奈路 たかのなろ
3134 601東又 黒石 くろいし 宝山ノ端 たからやまのはた
3135 601東又 黒石 くろいし 武兵屋敷 たけえやしき
3136 601東又 黒石 くろいし 竹ノ後口 たけのうしろくち
3137 601東又 黒石 くろいし 茶園畑 ちゃえんはた
3138 601東又 黒石 くろいし 津野田 つのた
3139 601東又 黒石 くろいし 椿 つばき
3140 601東又 黒石 くろいし 東城 とうじょう
3141 601東又 黒石 くろいし 藤畔 とうはん
3142 601東又 黒石 くろいし 堂面 どうめん
3143 601東又 黒石 くろいし 突合 とつごう
3144 601東又 黒石 くろいし 戸樋箇瀬 とひかせ
3145 601東又 黒石 くろいし 鳥落チ とりおち
3146 601東又 黒石 くろいし 西大埇 にしおおそね
3147 601東又 黒石 くろいし 西岡山 にしおかやま
3148 601東又 黒石 くろいし 西野地 にしのち
3149 601東又 黒石 くろいし 西野地山 にしのちやま
3150 601東又 黒石 くろいし 葉朽本 はくちのもと
3151 601東又 黒石 くろいし 波佐古 はさこ
3152 601東又 黒石 くろいし 姫ケ森 ひめがもり
3153 601東又 黒石 くろいし 平田 ひらた
3154 601東又 黒石 くろいし 布加里 ふかり
3155 601東又 黒石 くろいし 船場 ふねば
3156 601東又 黒石 くろいし 水湧 みずわき
3157 601東又 黒石 くろいし 溝間 みぞま
3158 601東又 黒石 くろいし 宮ノ串 みやのくし
3159 601東又 黒石 くろいし 明神谷 みょうじんたに
3160 601東又 黒石 くろいし 向屋敷 むかいやしき
3161 601東又 黒石 くろいし 柳サコ やなぎさこ
3162 601東又 黒石 くろいし 弥八才能 やはちさいのう
3163 601東又 黒石 くろいし 山崎屋敷 やまさきやしき
3164 601東又 黒石 くろいし 山ノ内 やまのうち
3165 601東又 黒石 くろいし 山ノ下 やまのした
3166 601東又 黒石 くろいし 山瀬 やまのせ
3167 601東又 黒石 くろいし 横田 よこた
3168 602東又 本堂 ほんどう 合田 あいた
3169 602東又 本堂 ほんどう 赤土越 あかつちごえ
3170 602東又 本堂 ほんどう 跡島田 あとしまた
3171 602東又 本堂 ほんどう 蟻ノ木 ありのき
3172 602東又 本堂 ほんどう 石ケ森 いしがもり
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3173 602東又 本堂 ほんどう 市ノ谷 いちのたに
3174 602東又 本堂 ほんどう ウシロ谷 うしろたに
3175 602東又 本堂 ほんどう 畝畑山 うねはたやま
3176 602東又 本堂 ほんどう 梅ノ木久保 うめのきくぼ
3177 602東又 本堂 ほんどう 梅ノ木才能 うめのきさいのう
3178 602東又 本堂 ほんどう 円ノ本 えんのもと
3179 602東又 本堂 ほんどう 大倉 おおくら
3180 602東又 本堂 ほんどう 大ツ おおつ
3181 602東又 本堂 ほんどう 岡本 おかもと
3182 602東又 本堂 ほんどう 貝持谷 かいじだに
3183 602東又 本堂 ほんどう 貝持谷口 かいじたにぐち
3184 602東又 本堂 ほんどう 柿ノ本 かきのもと
3185 602東又 本堂 ほんどう 影平山 かげひらやま
3186 602東又 本堂 ほんどう カサハリ川 かさはりがわ
3187 602東又 本堂 ほんどう カナヂ かなぢ
3188 602東又 本堂 ほんどう 鎌池ノ尻 かまいけのしり
3189 602東又 本堂 ほんどう 上畝畑 かみうねばたけ
3190 602東又 本堂 ほんどう 上スサキ かみすさき
3191 602東又 本堂 ほんどう 神戸口 かみとくち
3192 602東又 本堂 ほんどう 上山ノ下 かみやまのした
3193 602東又 本堂 ほんどう 川原田 かわはらだ
3194 602東又 本堂 ほんどう キシノ下 きしのした
3195 602東又 本堂 ほんどう 北ソイノノ きたそいのの
3196 602東又 本堂 ほんどう 北脇窪山 きたわきくぼやま
3197 602東又 本堂 ほんどう クイ原 くいはら
3198 602東又 本堂 ほんどう 黒石村飛入 くろいしむらとびいり
3199 602東又 本堂 ほんどう 黒石村飛入石ウロ くろいしむらとびいりせきうろ

3200 602東又 本堂 ほんどう 黒岩 くろいわ
3201 602東又 本堂 ほんどう ゴスケ ごすけ
3202 602東又 本堂 ほんどう 琴平山 ことひらやま
3203 602東又 本堂 ほんどう 権作屋敷 ごんさくやしき
3204 602東又 本堂 ほんどう 才能 さいのう
3205 602東又 本堂 ほんどう 佐加汐山 さかせきやま
3206 602東又 本堂 ほんどう 坂ノ口 さかのくち
3207 602東又 本堂 ほんどう 桜ノ久保 さくらくぼ
3208 602東又 本堂 ほんどう 笠松谷 さわまつたに
3209 602東又 本堂 ほんどう 篠原 しのはら
3210 602東又 本堂 ほんどう 治部屋敷 じべやしき
3211 602東又 本堂 ほんどう 島田 しまだ
3212 602東又 本堂 ほんどう 下畝畑 しもうねばたけ
3213 602東又 本堂 ほんどう 下山ノ下 しもやまのした
3214 602東又 本堂 ほんどう 十二才能 じゅうにさいのう
3215 602東又 本堂 ほんどう シヨヂ しよぢ
3216 602東又 本堂 ほんどう シヨヂ口 しよぢぐち
3217 602東又 本堂 ほんどう シヲイデ しをいで
3218 602東又 本堂 ほんどう 杉谷 すぎたに
3219 602東又 本堂 ほんどう スケノ谷口 すけのたにぐち
3220 602東又 本堂 ほんどう スサキ すさき
3221 602東又 本堂 ほんどう 生田丸 せいたまる
3222 602東又 本堂 ほんどう ソイノノ そいのの
3223 602東又 本堂 ほんどう 外キシ そときし
3224 602東又 本堂 ほんどう 竹ノ下 たけのした
3225 602東又 本堂 ほんどう 立石 たちいし
3226 602東又 本堂 ほんどう タナ分 たなわけ
3227 602東又 本堂 ほんどう 太郎左衛門 たろうざえもん
3228 602東又 本堂 ほんどう 鍛屋敷 たんやしき
3229 602東又 本堂 ほんどう 寺ケ谷 てらがたに
3230 602東又 本堂 ほんどう 寺ケ谷山 てらがたにやま
3231 602東又 本堂 ほんどう 唐人田 とうじんた
3232 602東又 本堂 ほんどう トリヲチ とりをち
3233 602東又 本堂 ほんどう 堂メン どをめん
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3234 602東又 本堂 ほんどう 中池ノシリ なかいけのしり
3235 602東又 本堂 ほんどう 長谷 ながたに
3236 602東又 本堂 ほんどう 長谷口 ながたにくち
3237 602東又 本堂 ほんどう 新屋 にいや
3238 602東又 本堂 ほんどう 野中 のなか
3239 602東又 本堂 ほんどう 橋詰 はしづめ
3240 602東又 本堂 ほんどう 東才能 ひがしさいのう
3241 602東又 本堂 ほんどう 姫ケ森 ひめがもり
3242 602東又 本堂 ほんどう 福田 ふくた
3243 602東又 本堂 ほんどう 武兵屋敷 ぶへいやしき
3244 602東又 本堂 ほんどう 古ケノ川谷 ふるがのかわたに
3245 602東又 本堂 ほんどう ホヲユウ ほをゆう
3246 602東又 本堂 ほんどう 松茸山 まつたけやま
3247 602東又 本堂 ほんどう 松ノ下 まつのした
3248 602東又 本堂 ほんどう 松ノ本 まつのもと
3249 602東又 本堂 ほんどう 南シヨヂ みなみしよぢ
3250 602東又 本堂 ほんどう 南脇窪山 みなみわきくぼやま
3251 602東又 本堂 ほんどう 宮ケ谷 みやがたに
3252 602東又 本堂 ほんどう 明神山 みょうじんやま
3253 602東又 本堂 ほんどう 柳佐古 やなぎさこ
3254 602東又 本堂 ほんどう 山崎屋敷 やまさきやしき
3255 602東又 本堂 ほんどう 山ノハナ やまのはな
3256 602東又 本堂 ほんどう 山本谷 やまもとのたに
3257 602東又 本堂 ほんどう 油田 ゆでん
3258 602東又 本堂 ほんどう 弓場 ゆみば
3259 602東又 本堂 ほんどう 與津地村飛入地幸地 よつじむらとびいりちさいち

3260 602東又 本堂 ほんどう 脇久保 わきくぼ
3261 602東又 本堂 ほんどう 脇窪口 わきくぼくち
3262 602東又 本堂 ほんどう 脇久保谷 わきくぼたに
3263 603東又 与津地 よつじ 赤稲尻 あかいなじり
3264 603東又 与津地 よつじ 麻斗地 あさとじ
3265 603東又 与津地 よつじ 池ノ谷 いけのたに
3266 603東又 与津地 よつじ 井ノ谷 いのたに
3267 603東又 与津地 よつじ 猪屋式山 いやしきやま
3268 603東又 与津地 よつじ 岩戸口 いわとぐち
3269 603東又 与津地 よつじ 産台 うぶだい
3270 603東又 与津地 よつじ 産傅 うぶでん
3271 603東又 与津地 よつじ 馬不向谷 うまふむきだに
3272 603東又 与津地 よつじ 梅ノ木窪 うめのきくぼ
3273 603東又 与津地 よつじ 大堂山 おおどうやま
3274 603東又 与津地 よつじ 大古家 おおふるいえ
3275 603東又 与津地 よつじ 大本谷 おおもとだに
3276 603東又 与津地 よつじ 岡崎ノ窪 おかざきのくぼ
3277 603東又 与津地 よつじ 岡崎ノ鼻 おかざきのはな
3278 603東又 与津地 よつじ 岡屋敷 おかやしき
3279 603東又 与津地 よつじ 奥飯田 おくいいだ
3280 603東又 与津地 よつじ 奥畑山 おくはたやま
3281 603東又 与津地 よつじ 小野 おの
3282 603東又 与津地 よつじ 皆廻り かいまわり
3283 603東又 与津地 よつじ 加治荒山 かじあらやま
3284 603東又 与津地 よつじ 梶屋敷 かじやしき
3285 603東又 与津地 よつじ 葛籠山 かつかごやま
3286 603東又 与津地 よつじ カマギリ かまぎり
3287 603東又 与津地 よつじ 神戸口 かみとぐち
3288 603東又 与津地 よつじ 亀ケ窪 かめがくぼ
3289 603東又 与津地 よつじ 亀ケ体 かめがたい
3290 603東又 与津地 よつじ 榧ノ木 がやのき
3291 603東又 与津地 よつじ ガヤノキ山 がやのきやま
3292 603東又 与津地 よつじ 川井田 かわいだ
3293 603東又 与津地 よつじ 切井 きれい
3294 603東又 与津地 よつじ 公文堂 くもんどう
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3295 603東又 与津地 よつじ 公文堂山 くもんどうやま
3296 603東又 与津地 よつじ 栗ノ木田 くりのきだ
3297 603東又 与津地 よつじ 源太郎山 げんたろうやま
3298 603東又 与津地 よつじ 幸地 こうち
3299 603東又 与津地 よつじ 幸野 こうの
3300 603東又 与津地 よつじ 興野々 こうのの
3301 603東又 与津地 よつじ 小越エ こごえ
3302 603東又 与津地 よつじ 小畑山 こはたやま
3303 603東又 与津地 よつじ 小松ケ瀬 こまつがせ
3304 603東又 与津地 よつじ 金剛野本 こんごうのもと
3305 603東又 与津地 よつじ 山椒ケ谷 さんしょうがたに
3306 603東又 与津地 よつじ 産伝 さんでん
3307 603東又 与津地 よつじ 三歩市 さんぽいち
3308 603東又 与津地 よつじ 篠原 しのはら
3309 603東又 与津地 よつじ 清水谷 しみずたに
3310 603東又 与津地 よつじ 清水ノ本 しみずのもと
3311 603東又 与津地 よつじ 下モゾリ しもぞり
3312 603東又 与津地 よつじ 次郎ケ瀬 じろうがせ
3313 603東又 与津地 よつじ 新改 しんかい
3314 603東又 与津地 よつじ 新吾地 しんごち
3315 603東又 与津地 よつじ 新田 しんでん
3316 603東又 与津地 よつじ 神田 じんでん
3317 603東又 与津地 よつじ 新屋 しんや
3318 603東又 与津地 よつじ 瀧続山 たきつづきやま
3319 603東又 与津地 よつじ 治部屋敷 たべやしき
3320 603東又 与津地 よつじ 地部野 ちべの
3321 603東又 与津地 よつじ 茶屋ノ本 ちゃやのもと
3322 603東又 与津地 よつじ 突合川 つきあわせがわ
3323 603東又 与津地 よつじ 角田 つのだ
3324 603東又 与津地 よつじ 坪ケ畦 つぼがうね
3325 603東又 与津地 よつじ 鶴ケ堂 つるがどう
3326 603東又 与津地 よつじ 寺山 てらやま
3327 603東又 与津地 よつじ 堂ケ市 どうがいち
3328 603東又 与津地 よつじ 堂ケ内 どうがうち
3329 603東又 与津地 よつじ 飛多地 とたち
3330 603東又 与津地 よつじ 轟ケ谷 とどろきがたに
3331 603東又 与津地 よつじ 轟山 とどろきやま
3332 603東又 与津地 よつじ 鳥打野 とりうちの
3333 603東又 与津地 よつじ 鳥越山 とりごえやま
3334 603東又 与津地 よつじ 鳥帽子野 とりぼうしの
3335 603東又 与津地 よつじ 長谷出口 ながせでぐち
3336 603東又 与津地 よつじ 夏焼山 なつやきやま
3337 603東又 与津地 よつじ 新屋 にいや
3338 603東又 与津地 よつじ 西坂本 にしさかもと
3339 603東又 与津地 よつじ 西ノ川 にしのかわ
3340 603東又 与津地 よつじ 萩原 はぎわら
3341 603東又 与津地 よつじ 東屋敷 ひがしやしき
3342 603東又 与津地 よつじ 樋ノ窪 ひのくぼ
3343 603東又 与津地 よつじ 日向山 ひむかいやま
3344 603東又 与津地 よつじ 船戸ケ内 ふなとがうち
3345 603東又 与津地 よつじ 文四郎 ふみしろう
3346 603東又 与津地 よつじ 古屋ケ谷 ふるやがたに
3347 603東又 与津地 よつじ 風呂 ふろ
3348 603東又 与津地 よつじ 孫四郎地 まごしろうち
3349 603東又 与津地 よつじ 松尾地 まつおじ
3350 603東又 与津地 よつじ 松ケ鼻 まつがはな
3351 603東又 与津地 よつじ 間見ケ谷 まみがたに
3352 603東又 与津地 よつじ 三島 みしま
3353 603東又 与津地 よつじ 三反切 みたんきり
3354 603東又 与津地 よつじ 本切 もとぎり
3355 603東又 与津地 よつじ 本村 もとむら
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3356 603東又 与津地 よつじ 弥宗多 やそうた
3357 603東又 与津地 よつじ 山野分 やまのぶん
3358 603東又 与津地 よつじ 横掛 よこかけ
3359 603東又 与津地 よつじ 横掛ケ よこがけ
3360 604東又 親ケ内 おやがうち 大谷山 おおたにやま
3361 604東又 親ケ内 おやがうち 岡ノ前 おかのまえ
3362 604東又 親ケ内 おやがうち 岡ノ前山 おかのまえやま
3363 604東又 親ケ内 おやがうち 奥谷 おくたに
3364 604東又 親ケ内 おやがうち 奥谷山 おくたにやま
3365 604東又 親ケ内 おやがうち 神田 こうだ
3366 604東又 親ケ内 おやがうち 小森 こもり
3367 604東又 親ケ内 おやがうち 才能 さいのう
3368 604東又 親ケ内 おやがうち 下屋敷 しもやしき
3369 604東又 親ケ内 おやがうち 宝山谷 たからやまだに
3370 604東又 親ケ内 おやがうち 竹ノ本 たけのもと
3371 604東又 親ケ内 おやがうち 塚穴ノ本 つかあなのもと
3372 604東又 親ケ内 おやがうち 戸樋口 とひぐち
3373 604東又 親ケ内 おやがうち 西ノクボ にしのくぼ
3374 604東又 親ケ内 おやがうち 野添 のぞえ
3375 604東又 親ケ内 おやがうち 野中 のなか
3376 604東又 親ケ内 おやがうち 桧才能 ひさいのう
3377 604東又 親ケ内 おやがうち 樋ノ窪 ひのくぼ
3378 604東又 親ケ内 おやがうち 平田 ひらた
3379 604東又 親ケ内 おやがうち 深沢 ふかざわ
3380 604東又 親ケ内 おやがうち 福蔵寺 ふくぞうでら
3381 604東又 親ケ内 おやがうち 風呂ノ本 ふろのもと
3382 604東又 親ケ内 おやがうち 前澤 まえさわ
3383 604東又 親ケ内 おやがうち 宮ノ下 みやのした
3384 604東又 親ケ内 おやがうち 室林 むろはやし
3385 604東又 親ケ内 おやがうち 室山谷 むろやまだに
3386 604東又 親ケ内 おやがうち 山ノ下 やまのした
3387 605東又 八千数 はっせんず 有ノ木 ありのき
3388 605東又 八千数 はっせんず アンノ谷中谷山 あんのたになかたにやま
3389 605東又 八千数 はっせんず 猪ノ数 いのかず
3390 605東又 八千数 はっせんず 猪ノ谷 いのたに
3391 605東又 八千数 はっせんず 岡崎 おかざき
3392 605東又 八千数 はっせんず 柿ノ本 かきのもと
3393 605東又 八千数 はっせんず 上ゾン かみぞん
3394 605東又 八千数 はっせんず 上ヤシキ かみやしき
3395 605東又 八千数 はっせんず 黒岩 くろいわ
3396 605東又 八千数 はっせんず 才能 さいのう
3397 605東又 八千数 はっせんず 庄次畑 しょうじはた
3398 605東又 八千数 はっせんず シヲリ山 しをりやま
3399 605東又 八千数 はっせんず 新改 しんかい
3400 605東又 八千数 はっせんず 賓山 たからやま
3401 605東又 八千数 はっせんず 瀧山 たきやま
3402 605東又 八千数 はっせんず 竹ノハナ たけのはな
3403 605東又 八千数 はっせんず 出文 でふん
3404 605東又 八千数 はっせんず 堂ケ上山 どうがうえやま
3405 605東又 八千数 はっせんず 藤ノ川　　飛地 とうのかわ
3406 605東又 八千数 はっせんず 藤ノ越 とうのこし
3407 605東又 八千数 はっせんず 堂ノ越 どうのこし
3408 605東又 八千数 はっせんず 長ザコ ながざこ
3409 605東又 八千数 はっせんず 仲ノ前 なかのまえ
3410 605東又 八千数 はっせんず 中間山 なかまやま
3411 605東又 八千数 はっせんず 西ケ峯山 にしがみねやま
3412 605東又 八千数 はっせんず 西谷 にしたに
3413 605東又 八千数 はっせんず ハザマ山 はざまやま
3414 605東又 八千数 はっせんず 畑谷山 はたけたにやま
3415 605東又 八千数 はっせんず 松原 まつばら
3416 605東又 八千数 はっせんず 耳切山 みみきりやま
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3417 605東又 八千数 はっせんず 横田 よこた
3418 605東又 八千数 はっせんず 流田 りゅうでん
3419 606東又 藤の川 ふじのかわ 池ノ上 いけのうえ
3420 606東又 藤の川 ふじのかわ 井ノ上 いのうえ
3421 606東又 藤の川 ふじのかわ 井ノ川 いのかわ
3422 606東又 藤の川 ふじのかわ 丑ノ澤 うしのさわ
3423 606東又 藤の川 ふじのかわ 後口谷 うしろぐちたに
3424 606東又 藤の川 ふじのかわ 後谷 うしろだに
3425 606東又 藤の川 ふじのかわ 榎才能 えのきさいのう
3426 606東又 藤の川 ふじのかわ 江渕 えぶち
3427 606東又 藤の川 ふじのかわ 大杉本 おおすぎもと
3428 606東又 藤の川 ふじのかわ 大谷 おおたに
3429 606東又 藤の川 ふじのかわ 岡崎 おかざき
3430 606東又 藤の川 ふじのかわ 岡鼻 おかばな
3431 606東又 藤の川 ふじのかわ 柿木ノ本 かきのきのもと
3432 606東又 藤の川 ふじのかわ 柿ノ窪 かきのくぼ
3433 606東又 藤の川 ふじのかわ 影田 かげた
3434 606東又 藤の川 ふじのかわ 上京田 かみきょうでん
3435 606東又 藤の川 ふじのかわ 上塩利 かみしおり
3436 606東又 藤の川 ふじのかわ 川原田 かわはらだ
3437 606東又 藤の川 ふじのかわ 黒瀬 くろせ
3438 606東又 藤の川 ふじのかわ 桑木 くわのき
3439 606東又 藤の川 ふじのかわ 小深山口 こぶかやまぐち
3440 606東又 藤の川 ふじのかわ コモノ本 こものもと
3441 606東又 藤の川 ふじのかわ 才能島 さいのうじま
3442 606東又 藤の川 ふじのかわ 相良谷 さがらだに
3443 606東又 藤の川 ふじのかわ 相良山 さがらやま
3444 606東又 藤の川 ふじのかわ 笹ノ越 ささのごえ
3445 606東又 藤の川 ふじのかわ 椎木谷 しいのきだに
3446 606東又 藤の川 ふじのかわ 塩辛田 しおからでん
3447 606東又 藤の川 ふじのかわ 下切 したぎれ
3448 606東又 藤の川 ふじのかわ 島田 しまだ
3449 606東又 藤の川 ふじのかわ 清水向 しみずむかえ
3450 606東又 藤の川 ふじのかわ 下藤 しもふじ
3451 606東又 藤の川 ふじのかわ 下藤ノ川 しもふじのかわ
3452 606東又 藤の川 ふじのかわ 下藤谷 しもふじのたに
3453 606東又 藤の川 ふじのかわ 正治口 しょうじぐち
3454 606東又 藤の川 ふじのかわ 城山ノ下 しろやまのした
3455 606東又 藤の川 ふじのかわ 新田 しんでん
3456 606東又 藤の川 ふじのかわ 普天田 しんてんだ
3457 606東又 藤の川 ふじのかわ 大福 だいふく
3458 606東又 藤の川 ふじのかわ 宝山 たからやま
3459 606東又 藤の川 ふじのかわ 土永田 つちながた
3460 606東又 藤の川 ふじのかわ 堂々谷 どうどうだに
3461 606東又 藤の川 ふじのかわ 堂ノ前 どうのまえ
3462 606東又 藤の川 ふじのかわ 飛田 とびた
3463 606東又 藤の川 ふじのかわ 中野 なかの
3464 606東又 藤の川 ふじのかわ 中ノ丸 なかのまる
3465 606東又 藤の川 ふじのかわ 名知田 なちだ
3466 606東又 藤の川 ふじのかわ 蜂巣 はちのす
3467 606東又 藤の川 ふじのかわ 八升蒔 はっしょうまき
3468 606東又 藤の川 ふじのかわ 半山田 はんやまだ
3469 606東又 藤の川 ふじのかわ 文才 ぶんさい
3470 606東又 藤の川 ふじのかわ 崩岸 ほうがん
3471 606東又 藤の川 ふじのかわ 保木澤 ほきざわ
3472 606東又 藤の川 ふじのかわ 本田 ほんでん
3473 606東又 藤の川 ふじのかわ 孫四郎 まごしろう
3474 606東又 藤の川 ふじのかわ 松替廻 まつがえまわし
3475 606東又 藤の川 ふじのかわ 松ノ本 まつのもと
3476 606東又 藤の川 ふじのかわ 松良 まつよし
3477 606東又 藤の川 ふじのかわ 豆代 まめしろ
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3478 606東又 藤の川 ふじのかわ 丸山 まるやま
3479 606東又 藤の川 ふじのかわ 三崎 みさき
3480 606東又 藤の川 ふじのかわ 水口谷 みずぐちだに
3481 606東又 藤の川 ふじのかわ 溝合 みぞあい
3482 606東又 藤の川 ふじのかわ 皆口谷 みなくちだに
3483 606東又 藤の川 ふじのかわ 森ノ山 もりのやま
3484 606東又 藤の川 ふじのかわ 山ノ下 やまのした
3485 606東又 藤の川 ふじのかわ 要造 ようじんつくり
3486 607東又 向川 むかいがわ 石神ノ本 いしがみのもと
3487 607東又 向川 むかいがわ 一礼谷 いちれいたに
3488 607東又 向川 むかいがわ 岩谷 いわたに
3489 607東又 向川 むかいがわ 大関ノ上 おおぜきのうえ
3490 607東又 向川 むかいがわ 岡屋敷 おかやしき
3491 607東又 向川 むかいがわ 沖屋敷 おきやしき
3492 607東又 向川 むかいがわ 川津口 かわつくち
3493 607東又 向川 むかいがわ クボタ くぼた
3494 607東又 向川 むかいがわ クボタソ子 くぼたそね
3495 607東又 向川 むかいがわ 栗木山 くりのきやま
3496 607東又 向川 むかいがわ 笹越 ささごえ
3497 607東又 向川 むかいがわ 笹野越 ささのこし
3498 607東又 向川 むかいがわ 上円 じょうえん
3499 607東又 向川 むかいがわ 白ヒゲ しろひげ
3500 607東又 向川 むかいがわ タツモト たつもと
3501 607東又 向川 むかいがわ 仲屋敷 なかやしき
3502 607東又 向川 むかいがわ 中山 なかやま
3503 607東又 向川 むかいがわ 畠ノ谷 はたけのたに
3504 607東又 向川 むかいがわ 早瀬 はやせ
3505 607東又 向川 むかいがわ 道連 みちづれ
3506 607東又 向川 むかいがわ 山ノ下 やまのした
3507 608東又 数神 かずこう 井口 いぐち
3508 608東又 数神 かずこう 石カハサコ いしかはさこ
3509 608東又 数神 かずこう 石サシ本田 いしさしほんでん
3510 608東又 数神 かずこう 井口 いのくち
3511 608東又 数神 かずこう 井ルメキ いるめき
3512 608東又 数神 かずこう 上神 うえがみ
3513 608東又 数神 かずこう 馬渡瀬 うまとせ
3514 608東又 数神 かずこう 梅ノ木川 うめのきかわ
3515 608東又 数神 かずこう 梅ノ木川ナカゾコ うめのきかわかぞこ
3516 608東又 数神 かずこう 大切レ おおきれ
3517 608東又 数神 かずこう 大サカバ おおさかば
3518 608東又 数神 かずこう 大西 おおにし
3519 608東又 数神 かずこう 岡ケ谷 おかがたに
3520 608東又 数神 かずこう 岡ノ前 おかのまえ
3521 608東又 数神 かずこう 奥古ヒビ原 おくこひびはら
3522 608東又 数神 かずこう カクレ谷山 かくれたにやま
3523 608東又 数神 かずこう カケタ かけた
3524 608東又 数神 かずこう 影平山 かげひらやま
3525 608東又 数神 かずこう 鍛治屋敷 かじやしき
3526 608東又 数神 かずこう 数家谷山 かずがたにやま
3527 608東又 数神 かずこう 数家谷 かずけだに
3528 608東又 数神 かずこう 片平山 かたひらやま
3529 608東又 数神 かずこう 上切レ かみきれ
3530 608東又 数神 かずこう 神野々 かみのの
3531 608東又 数神 かずこう カワウケデン かわうけでん
3532 608東又 数神 かずこう 杭ノ本 くいのもと
3533 608東又 数神 かずこう 久保屋敷 くぼやしき
3534 608東又 数神 かずこう 黒瀬 くろせ
3535 608東又 数神 かずこう 桑ケ谷山 くわがたにやま
3536 608東又 数神 かずこう 小坂場 こさかば
3537 608東又 数神 かずこう コヒビ原 こひびはら
3538 608東又 数神 かずこう 小日比原 こびひはら



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 59/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
3539 608東又 数神 かずこう 小日比原山 こひびはらやま
3540 608東又 数神 かずこう コヲカキ こをかき
3541 608東又 数神 かずこう 三代地 さんだいち
3542 608東又 数神 かずこう 椎ノ木谷山 しいのきたにやま
3543 608東又 数神 かずこう 下神 しもがみ
3544 608東又 数神 かずこう 下モ谷 しもたに
3545 608東又 数神 かずこう 下宮谷 しもみやたに
3546 608東又 数神 かずこう 新開 しんかい
3547 608東又 数神 かずこう スクノハサコ すくのはさこ
3548 608東又 数神 かずこう ソヲサイ そをさい
3549 608東又 数神 かずこう ゾヲサイ ぞをさい
3550 608東又 数神 かずこう 大才能 だいさいのう
3551 608東又 数神 かずこう 大門屋式 だいもんやしき
3552 608東又 数神 かずこう タキガ谷 たきがたに
3553 608東又 数神 かずこう タキバタ たきばた
3554 608東又 数神 かずこう 瀧畑山 たきはたやま
3555 608東又 数神 かずこう 竺ノ木 ぢくのき
3556 608東又 数神 かずこう 中切レ なかきれ
3557 608東又 数神 かずこう 中ドヲ山 なかどおやま
3558 608東又 数神 かずこう 中ヒビ原 なかひびはら
3559 608東又 数神 かずこう 中峯山 なかみねやま
3560 608東又 数神 かずこう ナガレハギ ながれはぎ
3561 608東又 数神 かずこう 白王山 はくおうやま
3562 608東又 数神 かずこう ハシガ谷 はしがたに
3563 608東又 数神 かずこう 橋詰 はしづめ
3564 608東又 数神 かずこう 林ケ森 はやしがもり
3565 608東又 数神 かずこう 林ケ森山 はやしがもりやま
3566 608東又 数神 かずこう 東谷 ひがしのたに
3567 608東又 数神 かずこう ヒガンデン ひがんでん
3568 608東又 数神 かずこう 古小日比原 ふるこひびはら
3569 608東又 数神 かずこう 古日比原山 ふるひびはらやま
3570 608東又 数神 かずこう 本モ屋敷 ほんもやしき
3571 608東又 数神 かずこう 松ノ本 まつのもと
3572 608東又 数神 かずこう 溝間 みぞま
3573 608東又 数神 かずこう ミノコシ みのこし
3574 608東又 数神 かずこう 宮ケ谷 みやがたに
3575 608東又 数神 かずこう 宮谷 みやたに
3576 608東又 数神 かずこう 宮谷山 みやたにやま
3577 608東又 数神 かずこう 村上 むらかみ
3578 608東又 数神 かずこう モチデン もちでん
3579 608東又 数神 かずこう 柳瀬山 やなせやま
3580 608東又 数神 かずこう 山ゾハ やまぞは
3581 608東又 数神 かずこう 山ノ下 やまのした
3582 608東又 数神 かずこう ユノ上 ゆのうえ
3583 608東又 数神 かずこう 横田 よこた
3584 609東又 奈路 なろ 青谷 あおたに
3585 609東又 奈路 なろ 荒神ノ元 あらがみのもと
3586 609東又 奈路 なろ 伊豆ノ本 いずのもと
3587 609東又 奈路 なろ 板谷 いただに
3588 609東又 奈路 なろ 大田 おおた
3589 609東又 奈路 なろ カイテン かいてん
3590 609東又 奈路 なろ 影薮 かげやぶ
3591 609東又 奈路 なろ 笠松谷 かさまつだに
3592 609東又 奈路 なろ 鍛治屋敷 かじやしき
3593 609東又 奈路 なろ 門田 かどた
3594 609東又 奈路 なろ 神ノ前 かみのまえ
3595 609東又 奈路 なろ 楠ハザコ くすのきはざこ
3596 609東又 奈路 なろ 久保田 くぼた
3597 609東又 奈路 なろ 黒岩 くろいわ
3598 609東又 奈路 なろ 古城山 こしろやま
3599 609東又 奈路 なろ 小畠 こばた
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3600 609東又 奈路 なろ 五郎太郎 ごろうたろう
3601 609東又 奈路 なろ サカバ さかば
3602 609東又 奈路 なろ 扎建 さつだて
3603 609東又 奈路 なろ シシヨウデン ししようでん
3604 609東又 奈路 なろ 下モ地 しもじ
3605 609東又 奈路 なろ 下モ谷 しもたに
3606 609東又 奈路 なろ 下モノ川 しものかわ
3607 609東又 奈路 なろ 障子ケ内 しょうじがうち
3608 609東又 奈路 なろ 商人澤 しょうにんざわ
3609 609東又 奈路 なろ 城ノ下 しろのした
3610 609東又 奈路 なろ 杉ノ岡 すぎのおか
3611 609東又 奈路 なろ 高畑 たかはた
3612 609東又 奈路 なろ 瀧野瀬 たきのせ
3613 609東又 奈路 なろ 竹ノ本 たけのもと
3614 609東又 奈路 なろ 立目 たちめ
3615 609東又 奈路 なろ 立本 たてもと
3616 609東又 奈路 なろ チシロ ちしろ
3617 609東又 奈路 なろ 土居ノ内 どいのうち
3618 609東又 奈路 なろ 堂免 どうのがれ
3619 609東又 奈路 なろ 堂ノ前 どうのまえ
3620 609東又 奈路 なろ 鳥井ノ元 とりいのもと
3621 609東又 奈路 なろ ナカヂ なかぢ
3622 609東又 奈路 なろ 西ノ久保 にしのくぼ
3623 609東又 奈路 なろ 西ノ谷 にしのたに
3624 609東又 奈路 なろ 野仲 のなか
3625 609東又 奈路 なろ 火打岡 ひうちおか
3626 609東又 奈路 なろ 東谷 ひがしだに
3627 609東又 奈路 なろ 備後地 びごち
3628 609東又 奈路 なろ 平石谷 ひらいしだに
3629 609東又 奈路 なろ 平内 ひらうち
3630 609東又 奈路 なろ 藤山 ふじのやま
3631 609東又 奈路 なろ 松ノ久保 まつのくぼ
3632 609東又 奈路 なろ 萬福寺 まんふくじ
3633 609東又 奈路 なろ 三ツケ森 みつがもり
3634 609東又 奈路 なろ ミマセ みませ
3635 609東又 奈路 なろ モエダ もえだ
3636 609東又 奈路 なろ ヲヲノヲ ををのを
3637 610東又 道徳 どうとく 浅鍋 あさなべ
3638 610東又 道徳 どうとく 家野 いえの
3639 610東又 道徳 どうとく 井出ノ奥 いでのおく
3640 610東又 道徳 どうとく 猿矢口 えんやぐち
3641 610東又 道徳 どうとく 大田 おおた
3642 610東又 道徳 どうとく 大タキ山 おおたきやま
3643 610東又 道徳 どうとく 大苗代 おおなえしろ
3644 610東又 道徳 どうとく 沖前 おきのまえ
3645 610東又 道徳 どうとく カヂ原 かじはら
3646 610東又 道徳 どうとく 上分 かみぶん
3647 610東又 道徳 どうとく 楠ノ木山 くすのきやま
3648 610東又 道徳 どうとく 口小畑山 くちこはたやま
3649 610東又 道徳 どうとく 窪 くぼ
3650 610東又 道徳 どうとく 黒岩 くろいわ
3651 610東又 道徳 どうとく 神戸口 こうべくち
3652 610東又 道徳 どうとく 小日浦山 こびうらやま
3653 610東又 道徳 どうとく コヒヤマ こひやま
3654 610東又 道徳 どうとく コビ山 こびやま
3655 610東又 道徳 どうとく 小松ケ平 こまつがひら
3656 610東又 道徳 どうとく 小松葉 こまつは
3657 610東又 道徳 どうとく 小松平山 こまつひらやま
3658 610東又 道徳 どうとく 小モト口 こもとぐち
3659 610東又 道徳 どうとく 小本山 こもとやま
3660 610東又 道徳 どうとく 才能 さいのう
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3661 610東又 道徳 どうとく サカバ さかば
3662 610東又 道徳 どうとく 重三林之下タ しげさんりんのした
3663 610東又 道徳 どうとく シタ尾 したお
3664 610東又 道徳 どうとく 下サコ しもさこ
3665 610東又 道徳 どうとく シンナス しんなす
3666 610東又 道徳 どうとく セキノ上 せきのうえ
3667 610東又 道徳 どうとく ソヲヅイノ そをづいの
3668 610東又 道徳 どうとく ソヲヅイノ谷 そをづいのたに
3669 610東又 道徳 どうとく 竹カハナ たけかはな
3670 610東又 道徳 どうとく 竹ケハナ たけはな
3671 610東又 道徳 どうとく 谷田口 たにたぐち
3672 610東又 道徳 どうとく ツエジリ つぇじり
3673 610東又 道徳 どうとく ツツラ谷口 つつらたにぐち
3674 610東又 道徳 どうとく 道尻 どうじり
3675 610東又 道徳 どうとく 東地 とうち
3676 610東又 道徳 どうとく トリチヤブ とりちやぶ
3677 610東又 道徳 どうとく トヲギウ田 とをぎうでん
3678 610東又 道徳 どうとく 中谷 なかたに
3679 610東又 道徳 どうとく 火打ケ森 ひうちがもり
3680 610東又 道徳 どうとく ヒキチ谷 ひきちたに
3681 610東又 道徳 どうとく フキノノ ふきのの
3682 610東又 道徳 どうとく 札建 ふだたて
3683 610東又 道徳 どうとく 廻リ地 まわりち
3684 610東又 道徳 どうとく 三ッ森 みつもり
3685 610東又 道徳 どうとく 三ツ森山 みつもりやま
3686 610東又 道徳 どうとく 森ノ西 もりのにし
3687 610東又 道徳 どうとく ヨヲシノウ よをしのう
3688 611東又 平野 ひらの アンノ谷山 あんのたにやま
3689 611東又 平野 ひらの 石原田 いしはらだ
3690 611東又 平野 ひらの イツノ谷 いつのだに
3691 611東又 平野 ひらの 井ノ下タ いのした
3692 611東又 平野 ひらの 岩ケ谷口 いわがたにぐち
3693 611東又 平野 ひらの ウルシカサコ うるしかさこ
3694 611東又 平野 ひらの 大谷口 おおたにぐち
3695 611東又 平野 ひらの 沖野川 おきのかわ
3696 611東又 平野 ひらの カイテ川山 かいてかわやま
3697 611東又 平野 ひらの 楓川 かえでがわ
3698 611東又 平野 ひらの カゲタ かげた
3699 611東又 平野 ひらの カジハタ かじはた
3700 611東又 平野 ひらの カシハタ山 かしはたやま
3701 611東又 平野 ひらの 梶原口 かじはらぐち
3702 611東又 平野 ひらの 上ミ長野 かみながの
3703 611東又 平野 ひらの 上ミ西野地 かみにしのじ
3704 611東又 平野 ひらの キセ谷山 きせたにやま
3705 611東又 平野 ひらの 栗ノ木ノ窪 くりのきのくぼ
3706 611東又 平野 ひらの 郷谷 ごうのたに
3707 611東又 平野 ひらの コバサコ こばさこ
3708 611東又 平野 ひらの 下モ長野 しもながの
3709 611東又 平野 ひらの 一七石 じゅうしちこく
3710 611東又 平野 ひらの ショアシ谷 しょあしたに
3711 611東又 平野 ひらの ショアシ山 しょあしやま
3712 611東又 平野 ひらの シロツイ しろつい
3713 611東又 平野 ひらの 新田 しんでん
3714 611東又 平野 ひらの スゲ すげ
3715 611東又 平野 ひらの ツキヨセ つきよせ
3716 611東又 平野 ひらの ツツラ谷 つつらたに
3717 611東又 平野 ひらの ツヅラ谷 つづらだに
3718 611東又 平野 ひらの ツマド つまど
3719 611東又 平野 ひらの ツマド山 つまどやま
3720 611東又 平野 ひらの トウケンノウ とうけんのう
3721 611東又 平野 ひらの 中間切レ なかくぎれ
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3722 611東又 平野 ひらの 中スカ なかすか
3723 611東又 平野 ひらの ナカダ なかだ
3724 611東又 平野 ひらの 長田山 なかたやま
3725 611東又 平野 ひらの 中長野 なかながの
3726 611東又 平野 ひらの 中長野山 なかながのやま
3727 611東又 平野 ひらの 西野地 にしのじ
3728 611東又 平野 ひらの 野田 のだ
3729 611東又 平野 ひらの ヒキチ ひきち
3730 611東又 平野 ひらの 平野田 ひらのた
3731 611東又 平野 ひらの 古門 ふるもん
3732 611東又 平野 ひらの 古ヤシキ ふるやしき
3733 611東又 平野 ひらの 崩岸 ほうがん
3734 611東又 平野 ひらの マサカ谷 まさかたに
3735 611東又 平野 ひらの 松ノ本 まつのもと
3736 611東又 平野 ひらの モミノキ もみのき
3737 611東又 平野 ひらの 吉井開山 よしいかいざん
3738 611東又 平野 ひらの 吉井セキノ本 よしいせきのもと
3739 611東又 平野 ひらの 六反切 ろくたんぎれ
3740 611東又 平野 ひらの ヲカハナ をかはな
3741 612東又 土居 どい 井ノ川下沢 いのかわしもさわ
3742 612東又 土居 どい 井ノ川ナメラ いのかわなめら
3743 612東又 土居 どい イモフ子 いもふね
3744 612東又 土居 どい イモフ子山 いもふねやま
3745 612東又 土居 どい カイテ川 かいてかわ
3746 612東又 土居 どい カイデ川口 かいでかわぐち
3747 612東又 土居 どい カゲタ かげた
3748 612東又 土居 どい 上ミ道免山 かみどうめんやま
3749 612東又 土居 どい 窪田 くぼた
3750 612東又 土居 どい クボヤシキ くぼやしき
3751 612東又 土居 どい 倉掛 くらがけ
3752 612東又 土居 どい 小ギレ こぎれ
3753 612東又 土居 どい コクウゾヲ こくうぞを
3754 612東又 土居 どい ココロ山 こころやま
3755 612東又 土居 どい 小松越 こまつごえ
3756 612東又 土居 どい 古モン こもん
3757 612東又 土居 どい 権現原 ごんげんはら
3758 612東又 土居 どい サルヤ谷 さるやたに
3759 612東又 土居 どい サルヤ山 さるややま
3760 612東又 土居 どい 下モ道免山 しもどうめんやま
3761 612東又 土居 どい 新作谷 しんさくたに
3762 612東又 土居 どい シンベエ田 しんべえでん
3763 612東又 土居 どい シンベエ山 しんべえやま
3764 612東又 土居 どい 宗崎ヤシキ そうさきやしき
3765 612東又 土居 どい タキノセ たきのせ
3766 612東又 土居 どい 田代丸 たしろまる
3767 612東又 土居 どい 田代向山 たしろむかいやま
3768 612東又 土居 どい 立石 たちいし
3769 612東又 土居 どい 太郎ノ前 たろうのまえ
3770 612東又 土居 どい ツエノキ山 つえのきやま
3771 612東又 土居 どい ツキアハセ つきあはせ
3772 612東又 土居 どい 土居ノ段 どいのだん
3773 612東又 土居 どい トヲカンヤシキ とをかんやしき
3774 612東又 土居 どい ドヲジリ どをじり
3775 612東又 土居 どい 中エ上ハ通 なかえかみはどうり
3776 612東又 土居 どい 中エ山 なかえやま
3777 612東又 土居 どい 橋ノ本 はしのもと
3778 612東又 土居 どい 東谷口 ひがしたにぐち
3779 612東又 土居 どい 東谷山 ひがしたにやま
3780 612東又 土居 どい ホキヤシキ ほきやしき
3781 612東又 土居 どい 堀口 ほりぐち
3782 612東又 土居 どい 水谷口 みずたにくち
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3783 612東又 土居 どい 水谷山 みずたにやま
3784 612東又 土居 どい ミドノクボ みどのくぼ
3785 612東又 土居 どい 宮ノ前 みやのまえ
3786 612東又 土居 どい 宮ノ向 みやのむかい
3787 612東又 土居 どい 山添 やまぞえ
3788 612東又 土居 どい ユゴロ ゆごろ
3789 612東又 土居 どい ヨコ田 よこた
3790 613東又 弘見 ひろみ 青木 あおき
3791 613東又 弘見 ひろみ 池田 いけだ
3792 613東又 弘見 ひろみ 岩ケ谷 いわがたに
3793 613東又 弘見 ひろみ 後山 うしろやま
3794 613東又 弘見 ひろみ ウチハルキ うちはるき
3795 613東又 弘見 ひろみ ウ子 うね
3796 613東又 弘見 ひろみ エテガトヲ えてがとを
3797 613東又 弘見 ひろみ 榎才能 えのきさいのう
3798 613東又 弘見 ひろみ 大田 おおた
3799 613東又 弘見 ひろみ 大谷口 おおたにぐち
3800 613東又 弘見 ひろみ 大谷山 おおたにやま
3801 613東又 弘見 ひろみ 大ダバ おおだば
3802 613東又 弘見 ひろみ 大ノクボ おおのくぼ
3803 613東又 弘見 ひろみ 大ヤシキ おおやしき
3804 613東又 弘見 ひろみ 小田ケ市 おだがいち
3805 613東又 弘見 ひろみ 小田ケ市山 おだがいちやま
3806 613東又 弘見 ひろみ カヂヤシキ かぢやしき
3807 613東又 弘見 ひろみ カドケサキ かどけさき
3808 613東又 弘見 ひろみ クリノキハザコ くりのきはざこ
3809 613東又 弘見 ひろみ クロタ くろた
3810 613東又 弘見 ひろみ 荒神林 こうじんばやし
3811 613東又 弘見 ひろみ コエノ谷 こえのたに
3812 613東又 弘見 ひろみ 五代田 ごしろでん
3813 613東又 弘見 ひろみ 今在家 こんざいけ
3814 613東又 弘見 ひろみ 今在家山 こんざいけやま
3815 613東又 弘見 ひろみ 敷地 しきぢ
3816 613東又 弘見 ひろみ シバ しば
3817 613東又 弘見 ひろみ スゲサワ すげさわ
3818 613東又 弘見 ひろみ スゲノ谷 すげのたに
3819 613東又 弘見 ひろみ セキノ内 せきのうち
3820 613東又 弘見 ひろみ 高樋 たかひ
3821 613東又 弘見 ひろみ 竹ケ谷 たけがたに
3822 613東又 弘見 ひろみ 谷脇山 たにわきやま
3823 613東又 弘見 ひろみ ヂヨロウダ ぢょろうだ
3824 613東又 弘見 ひろみ 天神山 てんじんやま
3825 613東又 弘見 ひろみ 中切 なかぎれ
3826 613東又 弘見 ひろみ 中込 なかごみ
3827 613東又 弘見 ひろみ 西ノ後 にしのあと
3828 613東又 弘見 ひろみ 入道口 にゅうどうぐち
3829 613東又 弘見 ひろみ ノナカ のなか
3830 613東又 弘見 ひろみ 長谷 はせ
3831 613東又 弘見 ひろみ ハルキ はるき
3832 613東又 弘見 ひろみ 飯ノ川越 はんのかわごえ
3833 613東又 弘見 ひろみ 古市 ふるいち
3834 613東又 弘見 ひろみ ホキ ほき
3835 613東又 弘見 ひろみ ホドヲカ ほどをか
3836 613東又 弘見 ひろみ 堀切土橋ノ本 ほりきりどはしのもと
3837 613東又 弘見 ひろみ 堀田ケ谷 ほりたがたに
3838 613東又 弘見 ひろみ 本田ノクボ ほんだくぼ
3839 613東又 弘見 ひろみ 松ノ本 まつのもと
3840 613東又 弘見 ひろみ 松バノクボ まつばのくぼ
3841 613東又 弘見 ひろみ マトヲバ まとをば
3842 613東又 弘見 ひろみ 丸山 まるやま
3843 613東又 弘見 ひろみ ミドヲ みどを
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3844 613東又 弘見 ひろみ 宮ノ越 みやのこし
3845 613東又 弘見 ひろみ 柳ノクボ やなぎのくぼ
3846 613東又 弘見 ひろみ 柳ノハザコ やなぎのはざこ
3847 614東又 飯ノ川 はんのかわ 井ノ上山 いのうえやま
3848 614東又 飯ノ川 はんのかわ 後山 うしろやま
3849 614東又 飯ノ川 はんのかわ 梅ノ木ノ岡 うめのきのおか
3850 614東又 飯ノ川 はんのかわ 落合 おちあい
3851 614東又 飯ノ川 はんのかわ 影地山 かげちやま
3852 614東又 飯ノ川 はんのかわ カゲノヂ かげのぢ
3853 614東又 飯ノ川 はんのかわ 傘松ノ下 かさまつのした
3854 614東又 飯ノ川 はんのかわ 上中山 かみなかやま
3855 614東又 飯ノ川 はんのかわ 川原田 かわはらた
3856 614東又 飯ノ川 はんのかわ 北坂本山 きたさかもとやま
3857 614東又 飯ノ川 はんのかわ クロノ岡 くろのおか
3858 614東又 飯ノ川 はんのかわ クロノクボ くろのくぼ
3859 614東又 飯ノ川 はんのかわ 小越谷山 こごえたにやま
3860 614東又 飯ノ川 はんのかわ 小越 ここし
3861 614東又 飯ノ川 はんのかわ 小松越山 こまつこしやま
3862 614東又 飯ノ川 はんのかわ 西行松 さいぎょうまつ
3863 614東又 飯ノ川 はんのかわ 坂バ さかば
3864 614東又 飯ノ川 はんのかわ 坂本 さかもと
3865 614東又 飯ノ川 はんのかわ 桜田 さくらだ
3866 614東又 飯ノ川 はんのかわ 笹ノ岡 ささのおか
3867 614東又 飯ノ川 はんのかわ 下中山 しもなかやま
3868 614東又 飯ノ川 はんのかわ ソリ そり
3869 614東又 飯ノ川 はんのかわ 田神岡 たかみおか
3870 614東又 飯ノ川 はんのかわ 田神ノ窪 たかみのくぼ
3871 614東又 飯ノ川 はんのかわ 谷田口 たにたぐち
3872 614東又 飯ノ川 はんのかわ 道穴 どうけつ
3873 614東又 飯ノ川 はんのかわ 中井 なかい
3874 614東又 飯ノ川 はんのかわ 中谷山 なかたにやま
3875 614東又 飯ノ川 はんのかわ 奈路ノ後 なろのあと
3876 614東又 飯ノ川 はんのかわ 西坂本 にしさかもと
3877 614東又 飯ノ川 はんのかわ 西ムロノコシ にしむろのこし
3878 614東又 飯ノ川 はんのかわ ヒシャゴ谷 ひしゃごたに
3879 614東又 飯ノ川 はんのかわ 日室 ひむろ
3880 614東又 飯ノ川 はんのかわ 平内畑 ひらうちはた
3881 614東又 飯ノ川 はんのかわ 道合 みちあい
3882 614東又 飯ノ川 はんのかわ 美ノ越 みのこし
3883 614東又 飯ノ川 はんのかわ 見ノ越 みのこし
3884 614東又 飯ノ川 はんのかわ ムメノ木ヲカ むめのきをか
3885 614東又 飯ノ川 はんのかわ 室ノ越 むろのこし
3886 614東又 飯ノ川 はんのかわ モチ谷 もちたに
3887 614東又 飯ノ川 はんのかわ モチ谷山 もちたにやま
3888 614東又 飯ノ川 はんのかわ モ々木サコ もものきさこ
3889 614東又 飯ノ川 はんのかわ 柳ノ川山 やなぎのかわやま
3890 614東又 飯ノ川 はんのかわ 柳ノ本 やなぎのもと
3891 615東又 志和峰 しわみね 石原田 いしはらだ
3892 615東又 志和峰 しわみね 井ノ本 いのもと
3893 615東又 志和峰 しわみね 後口山 うしろぐちやま
3894 615東又 志和峰 しわみね 大内ダ おおうちだ
3895 615東又 志和峰 しわみね 大キレ おおきれ
3896 615東又 志和峰 しわみね 大谷 おおたに
3897 615東又 志和峰 しわみね 大ダバ おおだば
3898 615東又 志和峰 しわみね カゲ地 かげち
3899 615東又 志和峰 しわみね 影平山 かげひらやま
3900 615東又 志和峰 しわみね 上新開 かみしんかい
3901 615東又 志和峰 しわみね 桑ノ木 くわのき
3902 615東又 志和峰 しわみね 形部田 けいべでん
3903 615東又 志和峰 しわみね 源内タ げんうちた
3904 615東又 志和峰 しわみね 小越谷 こごえだに
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3905 615東又 志和峰 しわみね 小才能 こさいのう
3906 615東又 志和峰 しわみね 笹ケ谷山 ささけだにやま
3907 615東又 志和峰 しわみね 猿郷 さるごう
3908 615東又 志和峰 しわみね 志和越 しわごえ
3909 615東又 志和峰 しわみね スダノハサコ すだのはさこ
3910 615東又 志和峰 しわみね ツマデン つまでん
3911 615東又 志和峰 しわみね 天徳庵 てんとくあん
3912 615東又 志和峰 しわみね 中新開 なかしんかい
3913 615東又 志和峰 しわみね 中谷 なかたに
3914 615東又 志和峰 しわみね 中屋敷 なかやしき
3915 615東又 志和峰 しわみね 長山 ながやま
3916 615東又 志和峰 しわみね ナベラ山 なべらやま
3917 615東又 志和峰 しわみね 西小越 にしこごえ
3918 615東又 志和峰 しわみね 野中 のなか
3919 615東又 志和峰 しわみね 畑ケ谷 はたがたに
3920 615東又 志和峰 しわみね 東山 ひがしやま
3921 615東又 志和峰 しわみね 堀ケ谷 ほりがたに
3922 615東又 志和峰 しわみね 矢井賀越 やいがごえ
3923 615東又 志和峰 しわみね 山下 やました
3924 615東又 志和峰 しわみね 横野 よこの
3925 615東又 志和峰 しわみね 吉五郎 よしごろう
3926 616東又 大鶴津 おおつるつ 大鶴津山 おおつるつやま
3927 616東又 大鶴津 おおつるつ 大ツルツ山ノ下 おおつるつやまのした
3928 616東又 大鶴津 おおつるつ カウヂ かうぢ
3929 616東又 大鶴津 おおつるつ カゲヂ山 かげぢやま
3930 616東又 大鶴津 おおつるつ 北浜林 きたはまはやし
3931 616東又 大鶴津 おおつるつ 北平山 きたひらやま
3932 616東又 大鶴津 おおつるつ 草萩原 くさはぎはら
3933 616東又 大鶴津 おおつるつ 小浦 こうら
3934 616東又 大鶴津 おおつるつ 小浦山 こうらやま
3935 616東又 大鶴津 おおつるつ ショウシ谷 しょうしたに
3936 616東又 大鶴津 おおつるつ セキノモト せきのもと
3937 616東又 大鶴津 おおつるつ チンガ谷山 ちんがたにやま
3938 616東又 大鶴津 おおつるつ チンガ谷山 ちんだたにやま
3939 616東又 大鶴津 おおつるつ ドホン畑山 どほんはたやま
3940 616東又 大鶴津 おおつるつ 浜添 はまぞい
3941 616東又 大鶴津 おおつるつ 松原屋敷 まつばらやしき
3942 616東又 大鶴津 おおつるつ 南平山 みなみひらやま
3943 617東又 小鶴津 こつるつ イノ谷 いのたに
3944 617東又 小鶴津 こつるつ 大平山 おおひらやま
3945 617東又 小鶴津 こつるつ 北灘山 きたなだやま
3946 617東又 小鶴津 こつるつ 小鶴津西山 こづるつなだにしやま
3947 617東又 小鶴津 こつるつ 小鶴濱林 こづるはまはやし
3948 617東又 小鶴津 こつるつ （山林） さんりん
3949 617東又 小鶴津 こつるつ スナタ すなた
3950 617東又 小鶴津 こつるつ セイコウ せいこう
3951 617東又 小鶴津 こつるつ 寺ノ谷 てらのたに
3952 617東又 小鶴津 こつるつ 灘西山 なだにしやま
3953 617東又 小鶴津 こつるつ 西ノ谷 にしのたに
3954 617東又 小鶴津 こつるつ 浜添 はまぞえ
3955 617東又 小鶴津 こつるつ 本モ谷山 ほんもたにやま
3956 617東又 小鶴津 こつるつ 南灘山 みなみなだやま
3957 617東又 小鶴津 こつるつ 南平山 みなみひらやま
3958 617東又 小鶴津 こつるつ 矢竹敷 やたけしき
3959 617東又 小鶴津 こつるつ 横川 よこがわ
3960 617東又 小鶴津 こつるつ ヲヲシクバイ ををしくばい
3961 618東又 志和 しわ 池ノ谷 いけのたに
3962 618東又 志和 しわ 板取山 いたどりやま
3963 618東又 志和 しわ イナバ いなば
3964 618東又 志和 しわ イノキノ いのきの
3965 618東又 志和 しわ 猪ノ口 いのくち
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3966 618東又 志和 しわ 牛ケ谷 うしがたに
3967 618東又 志和 しわ 大切 おおぎり
3968 618東又 志和 しわ 大曲谷口 おおまがりたにぐち
3969 618東又 志和 しわ 大屋敷 おおやしき
3970 618東又 志和 しわ 岡崎ノ下 おかざきのした
3971 618東又 志和 しわ 影地 かげち
3972 618東又 志和 しわ 笠ケ谷 かさがたに
3973 618東又 志和 しわ 笠ケ谷口 かさがたにぐち
3974 618東又 志和 しわ 上島ケ内 かみしまがうち
3975 618東又 志和 しわ 上ヒショケ谷 かみひしょがたに
3976 618東又 志和 しわ 川原畑 かわはらばたけ
3977 618東又 志和 しわ 神主田 かんぬしだ
3978 618東又 志和 しわ 北イノキノ きたいのきの
3979 618東又 志和 しわ 北灘 きたなだ
3980 618東又 志和 しわ 旧薬師寺門前 きゅうやくしじもんぜん
3981 618東又 志和 しわ クモテン くもてん
3982 618東又 志和 しわ 栗ノ木サコ くりのきさこ
3983 618東又 志和 しわ 黒岩 くろいわ
3984 618東又 志和 しわ 神田 こうだ
3985 618東又 志和 しわ 古城ノ下 こじょうのした
3986 618東又 志和 しわ 湖水谷 こすいたに
3987 618東又 志和 しわ ゴズイ谷 ごずいたに
3988 618東又 志和 しわ 小畑山 こはたやま
3989 618東又 志和 しわ 古宮床 こみやとこ
3990 618東又 志和 しわ 古宮床ノ北 こみやとこのきた
3991 618東又 志和 しわ 才能 さいのう
3992 618東又 志和 しわ 芝野 しばの
3993 618東又 志和 しわ シホ田 しほた
3994 618東又 志和 しわ 下島ケ内 しもしまがうち
3995 618東又 志和 しわ シャウケ谷 しゃうけだに
3996 618東又 志和 しわ シヤウケ谷 しやうけだに
3997 618東又 志和 しわ 志和川 しわかわ
3998 618東又 志和 しわ 吹ケ谷奥 すいがたにおく
3999 618東又 志和 しわ 吹口 すいくち
4000 618東又 志和 しわ 船頭 せんどう
4001 618東又 志和 しわ 大蛇フチ だいじゃふち
4002 618東又 志和 しわ 瀧ノ下 たきのした
4003 618東又 志和 しわ 天神ノ下タ てんじんのした
4004 618東又 志和 しわ 土居ノ谷 どいのたに
4005 618東又 志和 しわ 堂ケ畝 とうがうね
4006 618東又 志和 しわ 堂ケ原 とうがはら
4007 618東又 志和 しわ 堂ケ原 どうがはら
4008 618東又 志和 しわ トクゲン とくげん
4009 618東又 志和 しわ 轟 とどろき
4010 618東又 志和 しわ 堂ケ畝 どをがうね
4011 618東又 志和 しわ ドヲジリ どをじり
4012 618東又 志和 しわ 中町屋敷 なかまちやしき
4013 618東又 志和 しわ 西ノ窪 にしのくぼ
4014 618東又 志和 しわ 西ノ前 にしのまえ
4015 618東又 志和 しわ ノヲリ付 のをりつけ
4016 618東又 志和 しわ 浜屋敷 はまやしき
4017 618東又 志和 しわ ヒショケ谷 ひしょけたに
4018 618東又 志和 しわ フケ谷山 ふけたにやま
4019 618東又 志和 しわ 吹ノ谷 ふけのたに
4020 618東又 志和 しわ フケノ西野山下 ふけのにしのやました
4021 618東又 志和 しわ 古田 ふるた
4022 618東又 志和 しわ 古道 ふるみち
4023 618東又 志和 しわ 松ノ本 まつのもと
4024 618東又 志和 しわ マトウ山 まとうやま
4025 618東又 志和 しわ 南磯辺 みなみいそべ
4026 618東又 志和 しわ 南灘 みなみなだ
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4027 618東又 志和 しわ 宿ノ谷 やどのたに
4028 618東又 志和 しわ 矢野ノ谷 やののたに
4029 618東又 志和 しわ 柚ノ木谷口 ゆのきだにくち
4030 618東又 志和 しわ ヨツ谷 よつや
4031 618東又 志和 しわ 柳尾 りゅうお
4032 618東又 志和 しわ 和田 わだ
4033 618東又 志和 しわ 和田ノ谷 わだのたに
4034 618東又 志和 しわ 和田前 わだまえ
4035 700興津 興津 おきつ 荒平山 あらひらやま
4036 700興津 興津 おきつ 池ノサコ いけのさこ
4037 700興津 興津 おきつ 石橋ノ前 いしばしのまえ
4038 700興津 興津 おきつ 磯佐古江見山 いそさこえみやま
4039 700興津 興津 おきつ 内船倉 うちふなくら
4040 700興津 興津 おきつ 大戝野 おおざいの
4041 700興津 興津 おきつ 大島戸 おおしまと
4042 700興津 興津 おきつ 岡ノ前 おかのまえ
4043 700興津 興津 おきつ 上ミ木戸 かみきど
4044 700興津 興津 おきつ 神子ケ谷 かみこがたに
4045 700興津 興津 おきつ 神子ケ谷山 かみこがたにやま
4046 700興津 興津 おきつ 神子谷山 かみこたにやま
4047 700興津 興津 おきつ 北銭神山 きたぜにがみやま
4048 700興津 興津 おきつ 呉石 くれいし
4049 700興津 興津 おきつ 小島戸 こしまと
4050 700興津 興津 おきつ 小室 こむろ
4051 700興津 興津 おきつ 里屋敷 さとやしき
4052 700興津 興津 おきつ 塩木山 しおきやま
4053 700興津 興津 おきつ 島戸浜林 しまとはまりん
4054 700興津 興津 おきつ 島戸山 しまとやま
4055 700興津 興津 おきつ 新塩木 しんえんき
4056 700興津 興津 おきつ 新川 しんかわ
4057 700興津 興津 おきつ 神母野 じんぼの
4058 700興津 興津 おきつ 新六川 しんむかわ
4059 700興津 興津 おきつ 銭神山 ぜにがみやま
4060 700興津 興津 おきつ 瀧ノ下 たきのした
4061 700興津 興津 おきつ 田代 たしろ
4062 700興津 興津 おきつ 田代山 たしろやま
4063 700興津 興津 おきつ 立花谷 たちばなだに
4064 700興津 興津 おきつ 角屋敷 つのやしき
4065 700興津 興津 おきつ 中新開 なかしんかい
4066 700興津 興津 おきつ 馬場屋式 ばばやしき
4067 700興津 興津 おきつ 東屋敷 ひがしやしき
4068 700興津 興津 おきつ 古川 ふるかわ
4069 700興津 興津 おきつ 松尾地 まつおじ
4070 700興津 興津 おきつ 松尾地山 まつおちやま
4071 700興津 興津 おきつ 松崎 まつざき
4072 700興津 興津 おきつ 松ノ前 まつのまえ
4073 700興津 興津 おきつ 三崎続山 みさきつづきやま
4074 700興津 興津 おきつ 三﨑山 みさきやま
4075 700興津 興津 おきつ 南銭神山 みなみぜにがみやま
4076 700興津 興津 おきつ 水主屋敷 みなもやしき
4077 700興津 興津 おきつ 六川 むかわ
4078 700興津 興津 おきつ 六川山 むがわやま
4079 700興津 興津 おきつ 向山 むこうやま
4080 700興津 興津 おきつ 元地 もとじ
4081 700興津 興津 おきつ 元谷山 もとだにやま
4082 700興津 興津 おきつ 元地山 もとぢやま
4083 700興津 興津 おきつ 元脇 もとわき
4084 700興津 興津 おきつ 森ノ前 もりのまえ
4085 700興津 興津 おきつ 焼木谷山 やけぎたにやま
4086 700興津 興津 おきつ 焼木水谷山 やけぎみずたにやま
4087 700興津 興津 おきつ 山崎 やまさき
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4088 700興津 興津 おきつ 山崎山 やまさきやま
4089 700興津 興津 おきつ 芳ケ谷 よしがたに
4090 700興津 興津 おきつ 両島田 りょうしまだ
4091 700興津 興津 おきつ 両島田山 りょうしまだやま
4092 700興津 興津 おきつ 湾ノ内 わんのうち
4093 801大正 大正 たいしょう 阿川駄場 あがわだば
4094 801大正 大正 たいしょう 足高山 あしたかやま
4095 801大正 大正 たいしょう アラセノ上ヘ あらせのうえへ
4096 801大正 大正 たいしょう 池田 いけだ
4097 801大正 大正 たいしょう 石路 いしじ
4098 801大正 大正 たいしょう イデノ谷 いでのたに
4099 801大正 大正 たいしょう ウツケ薮 うつけやぶ
4100 801大正 大正 たいしょう 馬ノサコ うまのさこ
4101 801大正 大正 たいしょう 梅ノ木才 うめのきさい
4102 801大正 大正 たいしょう ウヤガタ うやがた
4103 801大正 大正 たいしょう ウログチ うろぐち
4104 801大正 大正 たいしょう ウログチノ上 うろぐちのうえ
4105 801大正 大正 たいしょう 榎サコ えのきさこ
4106 801大正 大正 たいしょう 江原下ヤシキ えばらしもやしき
4107 801大正 大正 たいしょう 大栗 おおぐり
4108 801大正 大正 たいしょう 大田 おおた
4109 801大正 大正 たいしょう 大立バイ おおたちばい
4110 801大正 大正 たいしょう 大谷平 おおたにひら
4111 801大正 大正 たいしょう 大平 おおひら
4112 801大正 大正 たいしょう 大平山 おおひらやま
4113 801大正 大正 たいしょう 大藤 おおふじ
4114 801大正 大正 たいしょう 大向山 おおむかいやま
4115 801大正 大正 たいしょう 奥田 おくだ
4116 801大正 大正 たいしょう 尾崎 おざき
4117 801大正 大正 たいしょう 押川 おしかわ
4118 801大正 大正 たいしょう 尾曽越ノ下タ おそごえのした
4119 801大正 大正 たいしょう 小畑山 おばたやま
4120 801大正 大正 たいしょう カゲヒラ かげひら
4121 801大正 大正 たいしょう 影平山 かげひらやま
4122 801大正 大正 たいしょう カヂヤシキ かぢやしき
4123 801大正 大正 たいしょう 門田 かどた
4124 801大正 大正 たいしょう 上頭 かみづ
4125 801大正 大正 たいしょう 亀ノ森 かめのもり
4126 801大正 大正 たいしょう 亀山 かめやま
4127 801大正 大正 たいしょう カラ谷 からたに
4128 801大正 大正 たいしょう 神主屋敷 かんぬしやしき
4129 801大正 大正 たいしょう 北亀ノ山 きたかめのやま
4130 801大正 大正 たいしょう 北栗尾 きたくりお
4131 801大正 大正 たいしょう 北路 きたじ
4132 801大正 大正 たいしょう 北森 きたもり
4133 801大正 大正 たいしょう キノツノ きのつの
4134 801大正 大正 たいしょう クハ木谷 くはきたに
4135 801大正 大正 たいしょう 久保屋敷 くぼやしき
4136 801大正 大正 たいしょう 栗尾 くりお
4137 801大正 大正 たいしょう クワ木谷 くわきたに
4138 801大正 大正 たいしょう 小井手ノ谷 こいでのたに
4139 801大正 大正 たいしょう コウダ こうだ
4140 801大正 大正 たいしょう 郡山 こおりやま
4141 801大正 大正 たいしょう 九日田 ここのかでん
4142 801大正 大正 たいしょう 五松寺中 ごしょうじなか
4143 801大正 大正 たいしょう 御所ノ森 ごしょのもり
4144 801大正 大正 たいしょう ゴダイ ごだい
4145 801大正 大正 たいしょう 小フヂ谷 こふぢたに
4146 801大正 大正 たいしょう コヲダ こをだ
4147 801大正 大正 たいしょう 今宮 こんぐう
4148 801大正 大正 たいしょう 作兵ノ畝 さくへいのうね
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4149 801大正 大正 たいしょう 椎山 しいやま
4150 801大正 大正 たいしょう シキマキ山 しきまきやま
4151 801大正 大正 たいしょう シダヲ しだを
4152 801大正 大正 たいしょう 清水 しみず
4153 801大正 大正 たいしょう 下奥田 しもおくだ
4154 801大正 大正 たいしょう 下谷山 しもたにやま
4155 801大正 大正 たいしょう 杓子 しゃくし
4156 801大正 大正 たいしょう 地吉 じよし
4157 801大正 大正 たいしょう 城山 しろやま
4158 801大正 大正 たいしょう 新土居 しんどい
4159 801大正 大正 たいしょう 杉ノ畝 すぎのうね
4160 801大正 大正 たいしょう スケノ沢 すけのさわ
4161 801大正 大正 たいしょう スゲノ澤 すげのさわ
4162 801大正 大正 たいしょう 住吉 すみよし
4163 801大正 大正 たいしょう セイモト せいもと
4164 801大正 大正 たいしょう 瀬里越ノ下タ せりこしのした
4165 801大正 大正 たいしょう ソヲヅ そをづ
4166 801大正 大正 たいしょう 孝作り たかづくり
4167 801大正 大正 たいしょう 竹ノ谷 たけのたに
4168 801大正 大正 たいしょう 竹ノナロ たけのなろ
4169 801大正 大正 たいしょう 谷ノヲク たにのをく
4170 801大正 大正 たいしょう ダバ だば
4171 801大正 大正 たいしょう 玉屋床 たまやとこ
4172 801大正 大正 たいしょう タレハ木 たれはき
4173 801大正 大正 たいしょう タンバ木 たんばぎ
4174 801大正 大正 たいしょう 忠六山 ちゅうろくやま
4175 801大正 大正 たいしょう 長楽寺 ちょうらくじ
4176 801大正 大正 たいしょう ツエノ畝 つえのうね
4177 801大正 大正 たいしょう 坪サコ つぼさこ
4178 801大正 大正 たいしょう 坪ノ尾 つぼのお
4179 801大正 大正 たいしょう 出ノ谷 でのたに
4180 801大正 大正 たいしょう 出ノ谷口 でのたにぐち
4181 801大正 大正 たいしょう テバコ てばこ
4182 801大正 大正 たいしょう 寺田 てらだ
4183 801大正 大正 たいしょう 天神ダバ てんじんだば
4184 801大正 大正 たいしょう 天神山 てんじんやま
4185 801大正 大正 たいしょう トイグチ といぐち
4186 801大正 大正 たいしょう 土居屋敷 どいやしき
4187 801大正 大正 たいしょう 轟崎 とどろざき
4188 801大正 大正 たいしょう ドヲカク どをかく
4189 801大正 大正 たいしょう 中谷 なかたに
4190 801大正 大正 たいしょう 中屋敷 なかやしき
4191 801大正 大正 たいしょう 西尾崎山 にしおざきやま
4192 801大正 大正 たいしょう 西竹ノ奈路山 にしたけのなろやま
4193 801大正 大正 たいしょう 西屋敷 にしやしき
4194 801大正 大正 たいしょう ハゴノサコ はごのさこ
4195 801大正 大正 たいしょう ハザコ はざこ
4196 801大正 大正 たいしょう 橋詰 はしづめ
4197 801大正 大正 たいしょう ハマゴ はまご
4198 801大正 大正 たいしょう 東ダバ ひがしだば
4199 801大正 大正 たいしょう ヒソ山 ひそやま
4200 801大正 大正 たいしょう ヒソヲ ひそを
4201 801大正 大正 たいしょう ヒソヲノ畝 ひそをのうね
4202 801大正 大正 たいしょう 日ノ路 ひのみち
4203 801大正 大正 たいしょう 平谷 ひらたに
4204 801大正 大正 たいしょう 広岡 ひろおか
4205 801大正 大正 たいしょう 富家萩 ふけはぎ
4206 801大正 大正 たいしょう 藤後谷 ふじごたに
4207 801大正 大正 たいしょう 札ノ越 ふだのこえ
4208 801大正 大正 たいしょう フヂノダバ ふぢのだば
4209 801大正 大正 たいしょう 舟田 ふなだ
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4210 801大正 大正 たいしょう 古酒屋床 ふるさかやどこ
4211 801大正 大正 たいしょう 古屋ノ谷 ふるやのたに
4212 801大正 大正 たいしょう ホキノ平 ほきのひら
4213 801大正 大正 たいしょう マタジウ またじう
4214 801大正 大正 たいしょう 溝ノ平 みぞのひら
4215 801大正 大正 たいしょう 南路 みなみじ
4216 801大正 大正 たいしょう 南セイ みなみせい
4217 801大正 大正 たいしょう 南ノ川 みなみのかわ
4218 801大正 大正 たいしょう 南ノヲク みなみのをく
4219 801大正 大正 たいしょう 南溝ノ平 みなみみぞのひら
4220 801大正 大正 たいしょう 宮クビ みやくび
4221 801大正 大正 たいしょう 宮ノ畝 みやのうね
4222 801大正 大正 たいしょう 宮ノ谷 みやのたに
4223 801大正 大正 たいしょう 宮山頭 みややまがしら
4224 801大正 大正 たいしょう 向ヤ式 むかいやしき
4225 801大正 大正 たいしょう 目白谷 めじろだに
4226 801大正 大正 たいしょう 樅ノ木 もみのき
4227 801大正 大正 たいしょう 森ノ駄場 もりのだば
4228 801大正 大正 たいしょう ヤカイチ やかいち
4229 801大正 大正 たいしょう ヤナ場 やなば
4230 801大正 大正 たいしょう 山神 やまがみ
4231 801大正 大正 たいしょう 山ノ沖 やまのおき
4232 801大正 大正 たいしょう 要次田 ようじだ
4233 801大正 大正 たいしょう ヨケチ よけち
4234 801大正 大正 たいしょう 横道 よこみち
4235 801大正 大正 たいしょう 横山 よこやま
4236 801大正 大正 たいしょう 六月田 ろくがつでん
4237 801大正 大正 たいしょう ヲキヤシキ をきやしき
4238 801大正 大正 たいしょう ヲモ田 をもだ
4239 801大正 大正 たいしょう ヲモヤ をもやしき
4240 802大正 瀬里 せり アンノ畝 あんのうね
4241 802大正 瀬里 せり アンノセ あんのせ
4242 802大正 瀬里 せり 庵免 あんめん
4243 802大正 瀬里 せり 石神前 いしがみまえ
4244 802大正 瀬里 せり イデノ谷 いでのたに
4245 802大正 瀬里 せり イル谷口 いるたにぐち
4246 802大正 瀬里 せり ウトクチ うとくち
4247 802大正 瀬里 せり ウノス うのす
4248 802大正 瀬里 せり ウルシサコ うるしさこ
4249 802大正 瀬里 せり 大サコ おおさこ
4250 802大正 瀬里 せり 大田奈路 おおたなろ
4251 802大正 瀬里 せり 影平 かげひら
4252 802大正 瀬里 せり 影平山 かげひらやま
4253 802大正 瀬里 せり カシボキ かしぼき
4254 802大正 瀬里 せり 河内田 かわうちだ
4255 802大正 瀬里 せり 河内山 かわうちやま
4256 802大正 瀬里 せり クロイシ くろいし
4257 802大正 瀬里 せり ゴウロヲ ごうろを
4258 802大正 瀬里 せり ゴヲロウ ごをろう
4259 802大正 瀬里 せり サキタヤシキ さきたやしき
4260 802大正 瀬里 せり 清水田 しみずた
4261 802大正 瀬里 せり 下モ山 しももやま
4262 802大正 瀬里 せり 下モ山口 しももやまぐち
4263 802大正 瀬里 せり 下山口 しもやまぐち
4264 802大正 瀬里 せり 重木奈路 じゅうぎなろ
4265 802大正 瀬里 せり シンヤ しんや
4266 802大正 瀬里 せり セットク せっとく
4267 802大正 瀬里 せり 谷田 たにだ
4268 802大正 瀬里 せり 田ノコエ たのこえ
4269 802大正 瀬里 せり タマリサコ たまりさこ
4270 802大正 瀬里 せり 釣ケ谷 つりがたに
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4271 802大正 瀬里 せり 土居ヤシキ どいやしき
4272 802大正 瀬里 せり 東地山 とうちやま
4273 802大正 瀬里 せり 轟山 とどろやま
4274 802大正 瀬里 せり ナカチヨ なかちよ
4275 802大正 瀬里 せり 中ハヤシ なかはやし
4276 802大正 瀬里 せり ナカヤシキ なかやしき
4277 802大正 瀬里 せり ナカレタ なかれた
4278 802大正 瀬里 せり 新田 にいだ
4279 802大正 瀬里 せり 西谷 にしたに
4280 802大正 瀬里 せり 登尾 のぼりお
4281 802大正 瀬里 せり 登尾山 のぼりおやま
4282 802大正 瀬里 せり 東谷 ひがしたに
4283 802大正 瀬里 せり 東中ヤシキ ひがしなかやしき
4284 802大正 瀬里 せり 東路山 ひがしみちやま
4285 802大正 瀬里 せり 平サコ ひらさこ
4286 802大正 瀬里 せり ヒロマチ ひろまち
4287 802大正 瀬里 せり ミチグチ みちぐち
4288 802大正 瀬里 せり 宮クヒ みやくひ
4289 802大正 瀬里 せり 向イヤシキ むかいやしき
4290 802大正 瀬里 せり 薮山 やぶやま
4291 802大正 瀬里 せり ヲリシキ をりしき
4292 802大正 瀬里 せり ヲリツキ をりつき
4293 803大正 希ノ川 きのかわ 荒神ノ下モ あらがみのしも
4294 803大正 希ノ川 きのかわ イサナブチ いさなぶち
4295 803大正 希ノ川 きのかわ イデノダバ いでのだば
4296 803大正 希ノ川 きのかわ イノサコ いのさこ
4297 803大正 希ノ川 きのかわ 祝神 いわいがみ
4298 803大正 希ノ川 きのかわ 大タニ おおたに
4299 803大正 希ノ川 きのかわ 大ダバ おおだば
4300 803大正 希ノ川 きのかわ 大平スソ おおひらすそ
4301 803大正 希ノ川 きのかわ 奥竹ノ渡 おくたけのわたり
4302 803大正 希ノ川 きのかわ 奥ダバタ おくだばた
4303 803大正 希ノ川 きのかわ 奥子シレ おくねしれ
4304 803大正 希ノ川 きのかわ 笠松 かさまつ
4305 803大正 希ノ川 きのかわ カシウラ かしうら
4306 803大正 希ノ川 きのかわ カシウラヤシキ かしうらやしき
4307 803大正 希ノ川 きのかわ カヂヤ かぢや
4308 803大正 希ノ川 きのかわ カヂヤコ かぢやこ
4309 803大正 希ノ川 きのかわ カヂヤコエ かぢやこえ
4310 803大正 希ノ川 きのかわ カヤカク かやかく
4311 803大正 希ノ川 きのかわ カヤカリ かやかり
4312 803大正 希ノ川 きのかわ 烏松 からすまつ
4313 803大正 希ノ川 きのかわ カワヅ かわづ
4314 803大正 希ノ川 きのかわ 北花ノ木 きたはなのき
4315 803大正 希ノ川 きのかわ キビジリ きびじり
4316 803大正 希ノ川 きのかわ 下り松山 くだりまつやま
4317 803大正 希ノ川 きのかわ サカウ子 さかうね
4318 803大正 希ノ川 きのかわ 桜サコ さくらさこ
4319 803大正 希ノ川 きのかわ サルハシリ さるはしり
4320 803大正 希ノ川 きのかわ シダヲ しだを
4321 803大正 希ノ川 きのかわ 下大ダバ しもおおだば
4322 803大正 希ノ川 きのかわ 下カワツ しもかわつ
4323 803大正 希ノ川 きのかわ 杓子 しゃくし
4324 803大正 希ノ川 きのかわ 生育頭 せいいくがしら
4325 803大正 希ノ川 きのかわ 生育クチ せいいくくち
4326 803大正 希ノ川 きのかわ 生育境 せいいくざかい
4327 803大正 希ノ川 きのかわ 生育尻 せいいくじり
4328 803大正 希ノ川 きのかわ 竹ノ渡 たけのわたり
4329 803大正 希ノ川 きのかわ タッチ たっち
4330 803大正 希ノ川 きのかわ タツチ たつち
4331 803大正 希ノ川 きのかわ 谷屋式 たにやしき



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 72/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
4332 803大正 希ノ川 きのかわ 谷別 たにわかれ
4333 803大正 希ノ川 きのかわ ダバ だば
4334 803大正 希ノ川 きのかわ ダバタ だばた
4335 803大正 希ノ川 きのかわ タマハタ たまはた
4336 803大正 希ノ川 きのかわ タマバタ たまばた
4337 803大正 希ノ川 きのかわ ツイグチ ついぐち
4338 803大正 希ノ川 きのかわ ツチウチ つちうち
4339 803大正 希ノ川 きのかわ トウトウカタ とうとうかた
4340 803大正 希ノ川 きのかわ トリウチバ とりうちば
4341 803大正 希ノ川 きのかわ トヲドヲカタ とをどをかた
4342 803大正 希ノ川 きのかわ ドヲドヲカタ どをどをかた
4343 803大正 希ノ川 きのかわ 中ダバ なかだば
4344 803大正 希ノ川 きのかわ 中手切 なかてぎれ
4345 803大正 希ノ川 きのかわ 中ノ竹ノ渡 なかのたけのわたり
4346 803大正 希ノ川 きのかわ 中森 なかもり
4347 803大正 希ノ川 きのかわ 中ヤシキ なかやしき
4348 803大正 希ノ川 きのかわ ナカヤブ なかやぶ
4349 803大正 希ノ川 きのかわ ナカヲ なかを
4350 803大正 希ノ川 きのかわ 西川津 にしかわづ
4351 803大正 希ノ川 きのかわ 西ダバ にしだば
4352 803大正 希ノ川 きのかわ 西ダバダ にしだばだ
4353 803大正 希ノ川 きのかわ 西ノサヲ にしのさを
4354 803大正 希ノ川 きのかわ ノイチサ子 のいちさこ
4355 803大正 希ノ川 きのかわ ノイ子サコ のいねさこ
4356 803大正 希ノ川 きのかわ ハシウロヲ はしうろを
4357 803大正 希ノ川 きのかわ 東畝 ひがしうね
4358 803大正 希ノ川 きのかわ 東谷 ひがしだに
4359 803大正 希ノ川 きのかわ 東ダバ ひがしだば
4360 803大正 希ノ川 きのかわ フキカサコ ふきかさこ
4361 803大正 希ノ川 きのかわ マタクチ またくち
4362 803大正 希ノ川 きのかわ 松ノダバ まつのだば
4363 803大正 希ノ川 きのかわ 丸山 まるやま
4364 803大正 希ノ川 きのかわ 南花ノ木 みなみはなのき
4365 803大正 希ノ川 きのかわ 宮ノ下モ みやのしも
4366 803大正 希ノ川 きのかわ 宮ノ谷 みやのたに
4367 803大正 希ノ川 きのかわ 宮山口 みややまぐち
4368 803大正 希ノ川 きのかわ 森ノハナ もりのはな
4369 803大正 希ノ川 きのかわ 森ノモト もりのもと
4370 803大正 希ノ川 きのかわ 焼尾山 やきおやま
4371 803大正 希ノ川 きのかわ ヤケソ やけそ
4372 803大正 希ノ川 きのかわ ヨコサコ よこさこ
4373 803大正 希ノ川 きのかわ ヲリダバ をりだば
4374 803大正 希ノ川 きのかわ ヲリツキ をりつき
4375 804大正 下岡 しもおか 沖田 おきた
4376 804大正 下岡 しもおか カイマイ かいまい
4377 804大正 下岡 しもおか 影平山 かげひらやま
4378 804大正 下岡 しもおか シダヲ しだを
4379 804大正 下岡 しもおか シダヲ山 しだをやま
4380 804大正 下岡 しもおか 下山口 しもやまぐち
4381 804大正 下岡 しもおか ジルサオ じるさお
4382 804大正 下岡 しもおか ジルサヲ じるさを
4383 804大正 下岡 しもおか スケノサコ すけのさこ
4384 804大正 下岡 しもおか スゲノサコ すげのさこ
4385 804大正 下岡 しもおか 日ノヒラ ひのひら
4386 804大正 下岡 しもおか 日平山 ひのひらやま
4387 804大正 下岡 しもおか 松平山 まつひらやま
4388 804大正 下岡 しもおか ヤヂ床 やぢどこ
4389 805大正 上岡 かみおか 井ケ山 いがやま
4390 805大正 上岡 かみおか 石神 いしがみ
4391 805大正 上岡 かみおか 石ノサコ いしのさこ
4392 805大正 上岡 かみおか 井ノ谷 いのたに
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4393 805大正 上岡 かみおか 井ノ谷山 いのたにやま
4394 805大正 上岡 かみおか ウ子サキ うねさき
4395 805大正 上岡 かみおか 畝崎 うねざき
4396 805大正 上岡 かみおか 影平 かげひら
4397 805大正 上岡 かみおか カトケ谷 かとけたに
4398 805大正 上岡 かみおか 上長田 かみながた
4399 805大正 上岡 かみおか 上ヨコノ山 かみよこのやま
4400 805大正 上岡 かみおか 北日ノ路 きたひのみち
4401 805大正 上岡 かみおか コヤノ谷 こやのたに
4402 805大正 上岡 かみおか サイノ畝 さいのうね
4403 805大正 上岡 かみおか 四手ノ川山 しでのかわやま
4404 805大正 上岡 かみおか シデノ木山 しでのきやま
4405 805大正 上岡 かみおか 下タバ しもたば
4406 805大正 上岡 かみおか 下長田 しもながた
4407 805大正 上岡 かみおか 下山口 しもやまぐち
4408 805大正 上岡 かみおか 猩々 しょうじょう
4409 805大正 上岡 かみおか 猩々山 しょうじょうやま
4410 805大正 上岡 かみおか ジルサヲ じるさを
4411 805大正 上岡 かみおか ステハタ すてはた
4412 805大正 上岡 かみおか 高松 たかまつ
4413 805大正 上岡 かみおか 高松山 たかまつやま
4414 805大正 上岡 かみおか ツチウチ つちうち
4415 805大正 上岡 かみおか トノバタ とのばた
4416 805大正 上岡 かみおか 鳥打場 とりうちば
4417 805大正 上岡 かみおか 中森山 なかもりやま
4418 805大正 上岡 かみおか ナラシキ ならしき
4419 805大正 上岡 かみおか ナロハタ なろはた
4420 805大正 上岡 かみおか 子キノサコ ねきのさこ
4421 805大正 上岡 かみおか 子木ノサコ ねぎのさこ
4422 805大正 上岡 かみおか 東オチガ谷 ひがしおちがたに
4423 805大正 上岡 かみおか 東カトケ谷 ひがしかとけたに
4424 805大正 上岡 かみおか 東ナラシキ ひがしならしき
4425 805大正 上岡 かみおか 東横野 ひがしよこの
4426 805大正 上岡 かみおか 東ヲチガ谷 ひがしをちがたに
4427 805大正 上岡 かみおか 日ノ路 ひのみち
4428 805大正 上岡 かみおか 船田 ふなだ
4429 805大正 上岡 かみおか 舟戸 ふなど
4430 805大正 上岡 かみおか フルコシ ふるこし
4431 805大正 上岡 かみおか 南ツチウチ みなみつちうち
4432 805大正 上岡 かみおか 宮谷 みやたに
4433 805大正 上岡 かみおか 宮ノ谷 みやのたに
4434 805大正 上岡 かみおか 宮ノ前 みやのまえ
4435 805大正 上岡 かみおか 宮前 みやまえ
4436 805大正 上岡 かみおか ムカイ山 むかいやま
4437 805大正 上岡 かみおか 屋敷ノ下 やしきのしも
4438 805大正 上岡 かみおか 横野 よこの
4439 805大正 上岡 かみおか ヨコノタ よこのた
4440 805大正 上岡 かみおか ヲソ谷 をそたに
4441 805大正 上岡 かみおか ヲソ谷山 をそたにやま
4442 805大正 上岡 かみおか ヲチガ谷 をちがたに
4443 805大正 上岡 かみおか ヲリヲウ をりをう
4444 806大正 打井川 うついがわ 赤岩 あかいわ
4445 806大正 打井川 うついがわ 赤瀬 あかせ
4446 806大正 打井川 うついがわ アシカサコ あしかさこ
4447 806大正 打井川 うついがわ アシカバ あしかば
4448 806大正 打井川 うついがわ アヲ木 あをぎ
4449 806大正 打井川 うついがわ 石神 いしがみ
4450 806大正 打井川 うついがわ 石神越 いしがみごえ
4451 806大正 打井川 うついがわ イダワタゼ いだわたぜ
4452 806大正 打井川 うついがわ 市ノ又 いちのまた
4453 806大正 打井川 うついがわ 市ノ又山 いちのまたやま
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4454 806大正 打井川 うついがわ イヅ川 いづがわ
4455 806大正 打井川 うついがわ 一本松 いっぽんまつ
4456 806大正 打井川 うついがわ イデン谷 いでんたに
4457 806大正 打井川 うついがわ 猪ガ奈路 いのがなろ
4458 806大正 打井川 うついがわ 井ノ谷 いのたに
4459 806大正 打井川 うついがわ 井ノ谷向 いのたにむかい
4460 806大正 打井川 うついがわ 井ノダバ いのだば
4461 806大正 打井川 うついがわ 猪原 いのはら
4462 806大正 打井川 うついがわ 井ノ又 いのまた
4463 806大正 打井川 うついがわ 植松 うえまつ
4464 806大正 打井川 うついがわ ウドワラビ うどわらび
4465 806大正 打井川 うついがわ ウバカ谷 うばかたに
4466 806大正 打井川 うついがわ 馬ダバ うまだば
4467 806大正 打井川 うついがわ 大ウ子 おおうね
4468 806大正 打井川 うついがわ 大サコ口 おおさこぐち
4469 806大正 打井川 うついがわ 大田 おおた
4470 806大正 打井川 うついがわ 大平 おおひら
4471 806大正 打井川 うついがわ 大弘瀬 おおひろせ
4472 806大正 打井川 うついがわ 大松 おおまつ
4473 806大正 打井川 うついがわ 大向 おおむかい
4474 806大正 打井川 うついがわ 沖ダバ おきだば
4475 806大正 打井川 うついがわ オソ越 おそごえ
4476 806大正 打井川 うついがわ カイガイシ かいがいし
4477 806大正 打井川 うついがわ 柿ノ木ダバ かきのきだば
4478 806大正 打井川 うついがわ 影平山 かげひらやま
4479 806大正 打井川 うついがわ カゴブチ かごぶち
4480 806大正 打井川 うついがわ 樫谷 かしのきだに
4481 806大正 打井川 うついがわ カドタ かどた
4482 806大正 打井川 うついがわ 上谷 かみたに
4483 806大正 打井川 うついがわ 上トビノス かみとびのす
4484 806大正 打井川 うついがわ 川原田 かわらだ
4485 806大正 打井川 うついがわ 喜蔵屋敷 きぞうやしき
4486 806大正 打井川 うついがわ 行司田 ぎょうじだ
4487 806大正 打井川 うついがわ 京殿 きょうでん
4488 806大正 打井川 うついがわ キリノ木サコ きりのきさこ
4489 806大正 打井川 うついがわ クイノシガキ くいのしがき
4490 806大正 打井川 うついがわ 楠ノ木谷 くすのきたに
4491 806大正 打井川 うついがわ クスノサコ くすのさこ
4492 806大正 打井川 うついがわ 口カイガシ くちかいがし
4493 806大正 打井川 うついがわ 口日ノ谷 くちひのたに
4494 806大正 打井川 うついがわ 栗サコ くりさこ
4495 806大正 打井川 うついがわ 栗ダバ くりだば
4496 806大正 打井川 うついがわ 栗ノ木サコ くりのきさこ
4497 806大正 打井川 うついがわ 黒尾 くろお
4498 806大正 打井川 うついがわ コウゲダバ こうげだば
4499 806大正 打井川 うついがわ 幸次郎 こうじろう
4500 806大正 打井川 うついがわ 幸助谷 こうすけだに
4501 806大正 打井川 うついがわ コエカキダ こえかきだ
4502 806大正 打井川 うついがわ コサデ こさで
4503 806大正 打井川 うついがわ 越エ こしえ
4504 806大正 打井川 うついがわ コシタ こした
4505 806大正 打井川 うついがわ 小ナル川 こなるがわ
4506 806大正 打井川 うついがわ 小畑 こばた
4507 806大正 打井川 うついがわ コビガ谷 こびがたに
4508 806大正 打井川 うついがわ コメコヤ こめこや
4509 806大正 打井川 うついがわ 小森 こもり
4510 806大正 打井川 うついがわ コヤカ谷 こやかたに
4511 806大正 打井川 うついがわ コヲゲダバ こをげだば
4512 806大正 打井川 うついがわ コング こんぐ
4513 806大正 打井川 うついがわ コンダ こんだ
4514 806大正 打井川 うついがわ サウダ さうだ



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 75/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
4515 806大正 打井川 うついがわ 佐賀越 さがごえ
4516 806大正 打井川 うついがわ 佐賀道 さがみち
4517 806大正 打井川 うついがわ 三升蒔 さんじょうまき
4518 806大正 打井川 うついがわ シブチ しぶち
4519 806大正 打井川 うついがわ 治部藪 じぶやぶ
4520 806大正 打井川 うついがわ 下モホキ しもほき
4521 806大正 打井川 うついがわ 下向ヒ しもむかい
4522 806大正 打井川 うついがわ 下モダバ しももだば
4523 806大正 打井川 うついがわ 下モホギ しももほぎ
4524 806大正 打井川 うついがわ ジヤギレ じやぎれ
4525 806大正 打井川 うついがわ ジヤノ川 じやのかわ
4526 806大正 打井川 うついがわ 猩々口 しょうじょうぐち
4527 806大正 打井川 うついがわ シヨカ しよか
4528 806大正 打井川 うついがわ 新猩々山 しんしょうじょうやま
4529 806大正 打井川 うついがわ スカ すか
4530 806大正 打井川 うついがわ 扇子ダバ せんすだば
4531 806大正 打井川 うついがわ 鷹ノス たかのす
4532 806大正 打井川 うついがわ タキモト たきもと
4533 806大正 打井川 うついがわ 竹屋敷 たけやしき
4534 806大正 打井川 うついがわ 駄場 だば
4535 806大正 打井川 うついがわ 駄場崎 だばさき
4536 806大正 打井川 うついがわ ダバダ だばだ
4537 806大正 打井川 うついがわ タヲノマエ たをのまえ
4538 806大正 打井川 うついがわ 茶堂前 ちゃどうまえ
4539 806大正 打井川 うついがわ 忠助屋敷 ちゅうすけやしき
4540 806大正 打井川 うついがわ ツエジリ つえじり
4541 806大正 打井川 うついがわ 寺谷 てらたに
4542 806大正 打井川 うついがわ 寺ノ奈路 てらのなろ
4543 806大正 打井川 うついがわ 寺ノ前 てらのまえ
4544 806大正 打井川 うついがわ 土井ダ どいだ
4545 806大正 打井川 うついがわ 土居ダ どいだ
4546 806大正 打井川 うついがわ 堂ガ谷 どうがたに
4547 806大正 打井川 うついがわ 所林 ところばやし
4548 806大正 打井川 うついがわ トシ とし
4549 806大正 打井川 うついがわ トビノス とびのす
4550 806大正 打井川 うついがわ トヤ とや
4551 806大正 打井川 うついがわ 中ゴヤ なかごや
4552 806大正 打井川 うついがわ 永サコ ながさこ
4553 806大正 打井川 うついがわ 永サコ口 ながさこくち
4554 806大正 打井川 うついがわ 中谷 なかたに
4555 806大正 打井川 うついがわ 中谷口 なかたにぐち
4556 806大正 打井川 うついがわ 中谷中 なかたになか
4557 806大正 打井川 うついがわ 永野 ながの
4558 806大正 打井川 うついがわ 中屋敷 なかやしき
4559 806大正 打井川 うついがわ ナシノ木ダバ なしのきだば
4560 806大正 打井川 うついがわ ナラカシ ならかし
4561 806大正 打井川 うついがわ ナルカイチ なるかいち
4562 806大正 打井川 うついがわ ナル川 なるかわ
4563 806大正 打井川 うついがわ 奈路山 なろやま
4564 806大正 打井川 うついがわ 新家 にいや
4565 806大正 打井川 うついがわ 西ケ奈路 にしがなろ
4566 806大正 打井川 うついがわ 西谷口 にしたにぐち
4567 806大正 打井川 うついがわ 西谷山 にしたにやま
4568 806大正 打井川 うついがわ 西本 にしもと
4569 806大正 打井川 うついがわ ニッチ にっち
4570 806大正 打井川 うついがわ ヌタノダバ ぬたのだば
4571 806大正 打井川 うついがわ 登リ尾 のぼりお
4572 806大正 打井川 うついがわ 登尾谷 のぼりおだに
4573 806大正 打井川 うついがわ 登尾谷口 のぼりおたにぐち
4574 806大正 打井川 うついがわ 灰床谷 はいとこたに
4575 806大正 打井川 うついがわ 萩ノシガキ はぎのしがき
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4576 806大正 打井川 うついがわ 萩ノナロ はぎのなろ
4577 806大正 打井川 うついがわ バショヲバ ばしょをば
4578 806大正 打井川 うついがわ 畑ケ谷 はたけがたに
4579 806大正 打井川 うついがわ 畑ケ谷口 はたけがたにぐち
4580 806大正 打井川 うついがわ 八升蒔田 はっしょうまきだ
4581 806大正 打井川 うついがわ 春蕨 はるわらび
4582 806大正 打井川 うついがわ 春蕨谷 はるわらびだに
4583 806大正 打井川 うついがわ 番上ヲ屋敷 ばんじょうやしき
4584 806大正 打井川 うついがわ 東イノ又山 ひがしいのまたやま
4585 806大正 打井川 うついがわ 東谷 ひがしたに
4586 806大正 打井川 うついがわ 東日ノ谷 ひがしひのたに
4587 806大正 打井川 うついがわ 東屋敷 ひがしやしき
4588 806大正 打井川 うついがわ 引カクシ ひきかくし
4589 806大正 打井川 うついがわ ヒダカ ひだか
4590 806大正 打井川 うついがわ 日ノ谷 ひのたに
4591 806大正 打井川 うついがわ 日ノ平山 ひのひらやま
4592 806大正 打井川 うついがわ ヒラ ひら
4593 806大正 打井川 うついがわ 平ザンバタ ひらざんばた
4594 806大正 打井川 うついがわ 弘町 ひろまち
4595 806大正 打井川 うついがわ 札張場 ふだはりば
4596 806大正 打井川 うついがわ 札松 ふだまつ
4597 806大正 打井川 うついがわ 古川 ふるかわ
4598 806大正 打井川 うついがわ 古屋敷 ふるやしき
4599 806大正 打井川 うついがわ マシガ谷 ましがたに
4600 806大正 打井川 うついがわ マシカ谷口 ましかたにぐち
4601 806大正 打井川 うついがわ 松カダバ まつがだば
4602 806大正 打井川 うついがわ 松ノナロ まつのなろ
4603 806大正 打井川 うついがわ 豆カ谷 まめがたに
4604 806大正 打井川 うついがわ 宮ガ谷 みやがたに
4605 806大正 打井川 うついがわ 宮ノ谷 みやのたに
4606 806大正 打井川 うついがわ 宮ノ奈路 みやのなろ
4607 806大正 打井川 うついがわ 宮ノ脇 みやのわき
4608 806大正 打井川 うついがわ 向黒尾 むかいくろお
4609 806大正 打井川 うついがわ 向竹屋敷 むかいたけやしき
4610 806大正 打井川 うついがわ ム子田 むねた
4611 806大正 打井川 うついがわ 柳ノ奈路 やなぎのなろ
4612 806大正 打井川 うついがわ 横山 よこやま
4613 806大正 打井川 うついがわ ヨジカ谷 よじかたに
4614 806大正 打井川 うついがわ ヨジ谷 よじたに
4615 806大正 打井川 うついがわ 六代地 ろくだいじ
4616 806大正 打井川 うついがわ 若薮 わかやぶ
4617 806大正 打井川 うついがわ 渡り上り わたりあがり
4618 806大正 打井川 うついがわ ヲク越 をくこし
4619 806大正 打井川 うついがわ ヲソ越 をそごえ
4620 807大正 上宮 じょうぐう 池ノ上 いけのうえ
4621 807大正 上宮 じょうぐう 石神越 いしかみこえ
4622 807大正 上宮 じょうぐう 市谷口 いちたにくち
4623 807大正 上宮 じょうぐう 市ノ谷 いちのたに
4624 807大正 上宮 じょうぐう イル谷口 いるたにくち
4625 807大正 上宮 じょうぐう 枝谷 えだがたに
4626 807大正 上宮 じょうぐう 大澤 おおさわ
4627 807大正 上宮 じょうぐう 大ダバ おおだば
4628 807大正 上宮 じょうぐう 大平山 おおひらやま
4629 807大正 上宮 じょうぐう 大弘瀬 おおひろせ
4630 807大正 上宮 じょうぐう 沖田 おきだ
4631 807大正 上宮 じょうぐう 沖駄馬 おきだば
4632 807大正 上宮 じょうぐう 奥市谷 おくいちたに
4633 807大正 上宮 じょうぐう 片岡 かたおか
4634 807大正 上宮 じょうぐう カニマチバ かにまちば
4635 807大正 上宮 じょうぐう カバノキ かばのき
4636 807大正 上宮 じょうぐう 楠木 くすき
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4637 807大正 上宮 じょうぐう 楠ノ木山 くすのきやま
4638 807大正 上宮 じょうぐう 黒竹 くろたけ
4639 807大正 上宮 じょうぐう 黒谷 くろたに
4640 807大正 上宮 じょうぐう コヤカ谷 こやかたに
4641 807大正 上宮 じょうぐう 権平 ごんべい
4642 807大正 上宮 じょうぐう 桜ノナロ さくらのなろ
4643 807大正 上宮 じょうぐう 治部田 じぶた
4644 807大正 上宮 じょうぐう 下谷 しもたに
4645 807大正 上宮 じょうぐう 下ツルイ しもつるい
4646 807大正 上宮 じょうぐう 下船戸 しもふなと
4647 807大正 上宮 じょうぐう 下モ屋敷 しもやしき
4648 807大正 上宮 じょうぐう 新道 しんみち
4649 807大正 上宮 じょうぐう 竹ノナロ たけのなろ
4650 807大正 上宮 じょうぐう 力石 ちからいし
4651 807大正 上宮 じょうぐう ツエノ谷 つえのたに
4652 807大正 上宮 じょうぐう 天神メン てんじんめん
4653 807大正 上宮 じょうぐう トビシャ とびしゃ
4654 807大正 上宮 じょうぐう トビノス とびのす
4655 807大正 上宮 じょうぐう 中市谷 なかいちたに
4656 807大正 上宮 じょうぐう ナガタ ながた
4657 807大正 上宮 じょうぐう 中谷 なかたに
4658 807大正 上宮 じょうぐう 長田山 ながたやま
4659 807大正 上宮 じょうぐう 西久 にしひさ
4660 807大正 上宮 じょうぐう 西久山 にしひさやま
4661 807大正 上宮 じょうぐう ノヲダノ山 のをだのやま
4662 807大正 上宮 じょうぐう ノヲ田山 のをたやま
4663 807大正 上宮 じょうぐう 白皇谷 はくおうだに
4664 807大正 上宮 じょうぐう 平作谷 へいさくたに
4665 807大正 上宮 じょうぐう 松木 まつき
4666 807大正 上宮 じょうぐう 松木山 まつきやま
4667 807大正 上宮 じょうぐう ミノコシ みのこし
4668 807大正 上宮 じょうぐう 宮ノ谷 みやのたに
4669 807大正 上宮 じょうぐう 宮ノナロ みやのなろ
4670 807大正 上宮 じょうぐう 宮山 みややま
4671 807大正 上宮 じょうぐう 八坂谷 やさかたに
4672 807大正 上宮 じょうぐう 横道 よこみち
4673 807大正 上宮 じょうぐう ヲクトビシャ をくとびしゃ
4674 808大正 弘瀬 ひろせ アラヒラ あらひら
4675 808大正 弘瀬 ひろせ アレノ谷 あれのたに
4676 808大正 弘瀬 ひろせ アンノ谷 あんのたに
4677 808大正 弘瀬 ひろせ イガミ松 いがみまつ
4678 808大正 弘瀬 ひろせ イケノ谷 いけのたに
4679 808大正 弘瀬 ひろせ イソヲダ いそをだ
4680 808大正 弘瀬 ひろせ イタキ山 いたきやま
4681 808大正 弘瀬 ひろせ イノ谷山 いのたにやま
4682 808大正 弘瀬 ひろせ イバ いば
4683 808大正 弘瀬 ひろせ イバノ下タ いばのした
4684 808大正 弘瀬 ひろせ 岩ダサコ いわださこ
4685 808大正 弘瀬 ひろせ 岩ダノサコ いわだのさこ
4686 808大正 弘瀬 ひろせ 岩ノ下タ いわのした
4687 808大正 弘瀬 ひろせ 畝越ダ うねこしだ
4688 808大正 弘瀬 ひろせ 梅ノクボ うめのくぼ
4689 808大正 弘瀬 ひろせ ウルシダバ うるしだば
4690 808大正 弘瀬 ひろせ ウワダバ うわだば
4691 808大正 弘瀬 ひろせ エダ畝 えだうね
4692 808大正 弘瀬 ひろせ エンゾヲ山 えんぞをやま
4693 808大正 弘瀬 ひろせ 大石山 おおいしやま
4694 808大正 弘瀬 ひろせ 大杉山 おおすぎやま
4695 808大正 弘瀬 ひろせ 岡ヤシキ おかやしき
4696 808大正 弘瀬 ひろせ オリアガリ おりあがり
4697 808大正 弘瀬 ひろせ カイ林 かいばやし
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4698 808大正 弘瀬 ひろせ 柿ノ畝 かきのうね
4699 808大正 弘瀬 ひろせ カシノ本 かしのもと
4700 808大正 弘瀬 ひろせ カヅ子サコ かづこさこ
4701 808大正 弘瀬 ひろせ カハチナロ かはちなろ
4702 808大正 弘瀬 ひろせ 上ミサコ かみさこ
4703 808大正 弘瀬 ひろせ 上ミニ斗蒔 かみにとまき
4704 808大正 弘瀬 ひろせ 上ハダバ かみはだば
4705 808大正 弘瀬 ひろせ 上ヤブ かみやぶ
4706 808大正 弘瀬 ひろせ 上ヲヤブ かみをやぶ
4707 808大正 弘瀬 ひろせ 川ノ上エ かわのうえ
4708 808大正 弘瀬 ひろせ 川茂 かわも
4709 808大正 弘瀬 ひろせ クサキ山 くさきやま
4710 808大正 弘瀬 ひろせ 楠ノ谷 くすのたに
4711 808大正 弘瀬 ひろせ 栗木谷 くりきたに
4712 808大正 弘瀬 ひろせ 源作山 げんさくやま
4713 808大正 弘瀬 ひろせ コツミ山 こつみやま
4714 808大正 弘瀬 ひろせ コヅミ山 こづみやま
4715 808大正 弘瀬 ひろせ コヤノ前 こやのまえ
4716 808大正 弘瀬 ひろせ サキノコシサコ さきのこしさこ
4717 808大正 弘瀬 ひろせ 櫻山 さくらやま
4718 808大正 弘瀬 ひろせ ササ畝 ささうね
4719 808大正 弘瀬 ひろせ サデノスソ さでのすそ
4720 808大正 弘瀬 ひろせ 椎ノ木山 しいのきやま
4721 808大正 弘瀬 ひろせ ジヒヨ畑 じひよはた
4722 808大正 弘瀬 ひろせ 嶋頭 しまがしら
4723 808大正 弘瀬 ひろせ 下モサコ しもさこ
4724 808大正 弘瀬 ひろせ 下モニ斗蒔 しもにとまき
4725 808大正 弘瀬 ひろせ 重木山 じゅうきやま
4726 808大正 弘瀬 ひろせ 白ヘビ田 しろへびた
4727 808大正 弘瀬 ひろせ 新谷山 しんたにやま
4728 808大正 弘瀬 ひろせ 新林 しんりん
4729 808大正 弘瀬 ひろせ セド山 せどやま
4730 808大正 弘瀬 ひろせ ソヲダ そをだ
4731 808大正 弘瀬 ひろせ タキノ畝 たきのうね
4732 808大正 弘瀬 ひろせ タキ山 たきやま
4733 808大正 弘瀬 ひろせ 竹奥 たけおく
4734 808大正 弘瀬 ひろせ 竹ノ畝 たけのうね
4735 808大正 弘瀬 ひろせ タテギ山 たてぎやま
4736 808大正 弘瀬 ひろせ 田ノ谷 たのたに
4737 808大正 弘瀬 ひろせ ダバ畝 だばうね
4738 808大正 弘瀬 ひろせ ツエジリ つえじり
4739 808大正 弘瀬 ひろせ ツルイノ谷 つるいのたに
4740 808大正 弘瀬 ひろせ テンホヲ山 てんほをやま
4741 808大正 弘瀬 ひろせ トイノ畝 といのうね
4742 808大正 弘瀬 ひろせ 通サコ とおさこ
4743 808大正 弘瀬 ひろせ 通ノ畝 とおりのうね
4744 808大正 弘瀬 ひろせ ドヲノロ どをのろ
4745 808大正 弘瀬 ひろせ 長田 ながた
4746 808大正 弘瀬 ひろせ ナシノ木山 なしのきやま
4747 808大正 弘瀬 ひろせ 仁イヤ前 にいやまえ
4748 808大正 弘瀬 ひろせ 西ノ畝 にしのうね
4749 808大正 弘瀬 ひろせ 仁ヤノ前 にやのまえ
4750 808大正 弘瀬 ひろせ 野中 のなか
4751 808大正 弘瀬 ひろせ ノボリヲヲ のぼりをを
4752 808大正 弘瀬 ひろせ 東畝 ひがしうね
4753 808大正 弘瀬 ひろせ 東谷 ひがしたに
4754 808大正 弘瀬 ひろせ 東山 ひがしやま
4755 808大正 弘瀬 ひろせ ヒサキ畝 ひさきうね
4756 808大正 弘瀬 ひろせ ヒノ木山 ひのきやま
4757 808大正 弘瀬 ひろせ 弘見口 ひろみぐち
4758 808大正 弘瀬 ひろせ 弘見ナロ ひろみなろ
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4759 808大正 弘瀬 ひろせ 船戸山 ふなとやま
4760 808大正 弘瀬 ひろせ ホヲキナロ ほをきなろ
4761 808大正 弘瀬 ひろせ 松木山 まつきやま
4762 808大正 弘瀬 ひろせ 松田屋式 まつだやしき
4763 808大正 弘瀬 ひろせ 松ノ木山 まつのきやま
4764 808大正 弘瀬 ひろせ 丸山 まるやま
4765 808大正 弘瀬 ひろせ 道ノ畝 みちのうね
4766 808大正 弘瀬 ひろせ 道ノサコ みちのさこ
4767 808大正 弘瀬 ひろせ ミヤクビ みやくび
4768 808大正 弘瀬 ひろせ ヤカシロ やかしろ
4769 808大正 弘瀬 ひろせ ヤナギサコ やなぎさこ
4770 808大正 弘瀬 ひろせ ヨコ山 よこやま
4771 808大正 弘瀬 ひろせ ヨホヲタ よほをた
4772 808大正 弘瀬 ひろせ 六郎山 ろくろうやま
4773 808大正 弘瀬 ひろせ ヲクギレ をくぎれ
4774 808大正 弘瀬 ひろせ ヲソアガリ をそあがり
4775 808大正 弘瀬 ひろせ ヲ道キサコ をどうきさこ
4776 808大正 弘瀬 ひろせ ヲ道キ山 をどうきやま
4777 808大正 弘瀬 ひろせ ヲリヲ をりを
4778 808大正 弘瀬 ひろせ ヲヲギザコ ををぎざこ
4779 808大正 弘瀬 ひろせ ヲヲサコ ををさこ
4780 808大正 弘瀬 ひろせ ヲヲサコ山 ををさこやま
4781 808大正 弘瀬 ひろせ ヲヲタ ををた
4782 808大正 弘瀬 ひろせ ヲヲ谷山 ををたにやま
4783 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 青木 あおき
4784 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ アヲギ山 あをぎやま
4785 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ イガミガ谷 いがみがたに
4786 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 石ノモト いしのもと
4787 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 石ハラヒ いしはらひ
4788 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 石ハラビ山 いしはらびやま
4789 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 一ノセ いちのせ
4790 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 一ノ瀬ダ いちのせだ
4791 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ イデノ谷 いでのたに
4792 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ イデノ谷山 いでのたにやま
4793 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ イラズ いらず
4794 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ イラス谷口 いらすたにぐち
4795 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 岩ノモト いわのもと
4796 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 岩ノモト山 いわのもとやま
4797 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 松山 うしまつやま
4798 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 梅ノモト うめのもと
4799 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ エノキノモト えのきのもと
4800 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 大タ おおた
4801 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カシツケ かしつけ
4802 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カシノモト かしのもと
4803 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カタキ かたき
4804 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カタギ山 かたぎやま
4805 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カヂヤシキ かぢやしき
4806 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ カミ竹ノハナ かみたけのはな
4807 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 北ソイ きたそい
4808 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 九代田 きゅうだいでん
4809 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ クエキシ くえきし
4810 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 楠ノ木谷口 くすのきたにくち
4811 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ クボフン くぼふん
4812 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 栗ノ木原 くりのきはら
4813 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 栗ノキ原山 くりのきはらやま
4814 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ゲンタイ谷 げんたいたに
4815 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ コイ野々 こいのの
4816 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ コシ道 こしみち
4817 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ コシ道ノサコ こしみちのさこ
4818 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ コシ道山 こしみちやま
4819 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 古城三ノ丸 こじょうさんのまる
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4820 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 小森崎 こもりさき
4821 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 小森崎山 こもりさきやま
4822 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ コヤノ畝 こやのうね
4823 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 櫻ノダバ さくらのだば
4824 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ササ山 ささやま
4825 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 三反ギレ さんたんぎれ
4826 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シイノキ しいのき
4827 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シクジ谷 しくじたに
4828 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモイガミ山 しもいがみやま
4829 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモ畝 しもうね
4830 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモ畝ハナ しもうねはな
4831 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモ谷 しもたに
4832 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモ谷口 しもたにくち
4833 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモ谷ヤシキ しもたにやしき
4834 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シモヤブ山 しもやぶやま
4835 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 次郎右衛門 じろううえもん
4836 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 次郎右衛門山 じろううえもんやま
4837 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ シンガイ しんがい
4838 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 新ヤシキ しんやしき
4839 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 新林 しんりん
4840 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ タカノス山 たかのすやま
4841 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 竹ノハナ たけのはな
4842 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 竹ノモト たけのもと
4843 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 谷本 たにもと
4844 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 谷本山 たにもとやま
4845 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 太夫次郎 たゆうじろう
4846 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 太夫次郎山 たゆうじろうやま
4847 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ タルガ谷口 たるがたにくち
4848 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ツヱノ畝バナ つえのうねばな
4849 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ツエノ谷口 つえのたにくち
4850 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 堤ノ本 つつみのもと
4851 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ツボゼ山 つぼぜやま
4852 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ツルイノ谷 つるいのたに
4853 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ツルキ谷 つるきたに
4854 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 寺井田 てらいだ
4855 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 寺井山 てらいやま
4856 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 寺道ノモト てらみちのもと
4857 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ドヲノモト どをのもと
4858 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 中畝﨑 なかうねさき
4859 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ナガサコ ながさこ
4860 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ナガサコ山 ながさこやま
4861 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ナカ田 なかた
4862 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ナガ田 ながた
4863 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 中谷 なかたに
4864 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 中谷口 なかたにくち
4865 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 中ヤシキ なかやしき
4866 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 西谷 にしたに
4867 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 西谷口 にしたにくち
4868 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 西ノダン にしのだん
4869 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 西ホヲロク にしほをろく
4870 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 西ホヲロク山 にしほをろくやま
4871 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ハカノ畝 はかのうね
4872 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヒカケ田 ひかけだ
4873 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 東畝 ひがしうね
4874 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 東ホヲロク ひがしほをろく
4875 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヒゲソ谷 ひげそたに
4876 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヒツヲ ひつを
4877 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヒトギノ川口 ひとぎのかわくち
4878 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヒラ山 ひらやま
4879 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 船渡ノ越 ふなとのこし
4880 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 古ヤシキ ふるやしき
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4881 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ フロガ谷 ふろがたに
4882 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ホコヲダ ほこをだ
4883 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ホトケザキ ほとけざき
4884 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ボヲズ田 ぼをずた
4885 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 松ノモト まつのもと
4886 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 松ノモト山 まつのもとやま
4887 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 松原 まつばら
4888 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 丸田川縁り まるたがわべり
4889 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 道田 みちだ
4890 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 南ヤシキ みなみやしき
4891 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ミノフチ みのふち
4892 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 宮ノ瀬 みやのせ
4893 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 宮ノフチ みやのふち
4894 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 宮ヲヤシキ みやをやしき
4895 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ミヨレン口 みよれんくち
4896 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ムカイ畑 むかいばた
4897 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ムシキ むしき
4898 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ムジギ山 むじぎやま
4899 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 明レン めいれん
4900 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヤナギサコ やなぎさこ
4901 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヤナギセ やなぎせ
4902 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 柳田 やなぎた
4903 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 柳ノサコ山 やなぎのさこやま
4904 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヤナバタ やなばた
4905 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ユノコエ ゆのこえ
4906 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ユノコシ畝バナ ゆのこしうねばな
4907 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ユノコシ山 ゆのこしやま
4908 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ユノシリ ゆのしり
4909 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 弓場 ゆみば
4910 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 弓場越シ山 ゆみばこしやま
4911 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ 弓場ヤシキ ゆみばやしき
4912 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲキノキレ をきのきれ
4913 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲクガクシ をくがくし
4914 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲクガクシ谷口 をくがくしたにくち
4915 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲゴシ をごし
4916 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲヲサコ ををさこ
4917 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲヲサコ山 ををさこやま
4918 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ヲンヂ田 をんぢだ
4919 809大正 大正北ノ川 たいしょうきたのかわ ンバタ んばた
4920 810大正 市ノ又 いちのまた アサシリ谷山 あさしりたにやま
4921 810大正 市ノ又 いちのまた アリノ木タ ありのきた
4922 810大正 市ノ又 いちのまた 池田 いけだ
4923 810大正 市ノ又 いちのまた 石サシタ いしさした
4924 810大正 市ノ又 いちのまた 一ノ谷 いちのたに
4925 810大正 市ノ又 いちのまた イデノ畝 いでのうね
4926 810大正 市ノ又 いちのまた イデノ畝山 い゛てのうねやま
4927 810大正 市ノ又 いちのまた イデノ谷 いでのたに
4928 810大正 市ノ又 いちのまた イデノ谷山 いでのたにやま
4929 810大正 市ノ又 いちのまた イデノ山 いでのやま
4930 810大正 市ノ又 いちのまた 岩ノ本 いわのもと
4931 810大正 市ノ又 いちのまた ウスキ山 うすきやま
4932 810大正 市ノ又 いちのまた 梅ノ木窪 うめのきくぼ
4933 810大正 市ノ又 いちのまた ウルシノ木ノモト うるしのきのもと
4934 810大正 市ノ又 いちのまた 大サコ おおさこ
4935 810大正 市ノ又 いちのまた 大峠 おおとうげ
4936 810大正 市ノ又 いちのまた 大峠山 おおとうげやま
4937 810大正 市ノ又 いちのまた 大ナコヲチ山 おおなこをちやま
4938 810大正 市ノ又 いちのまた 大平山 おおひらやま
4939 810大正 市ノ又 いちのまた 大向 おおむかい
4940 810大正 市ノ又 いちのまた カヂヤシキ かぢやしき
4941 810大正 市ノ又 いちのまた カチヤシキ山 かちやしきやま
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4942 810大正 市ノ又 いちのまた カドタ かどた
4943 810大正 市ノ又 いちのまた カバノキ かばのき
4944 810大正 市ノ又 いちのまた カミヤシキ かみやしき
4945 810大正 市ノ又 いちのまた 甚五郎 かんごろう
4946 810大正 市ノ又 いちのまた キヨブ谷 きよぶたに
4947 810大正 市ノ又 いちのまた キヨブ山 きよぶやま
4948 810大正 市ノ又 いちのまた クイシサコ くいしさこ
4949 810大正 市ノ又 いちのまた ゲンダイダ げんだいだ
4950 810大正 市ノ又 いちのまた コヤノ大畝 こやのおおうね
4951 810大正 市ノ又 いちのまた コヤノ谷 こやのたに
4952 810大正 市ノ又 いちのまた コヤノ平山 こやのひらやま
4953 810大正 市ノ又 いちのまた サガリ さがり
4954 810大正 市ノ又 いちのまた サコ畝 さこうね
4955 810大正 市ノ又 いちのまた サコ畝山 さこうねやま
4956 810大正 市ノ又 いちのまた サコ谷 さこたに
4957 810大正 市ノ又 いちのまた サデノスソ さでのすそ
4958 810大正 市ノ又 いちのまた サテ山 さてやま
4959 810大正 市ノ又 いちのまた サルウチ山 さるうちやま
4960 810大正 市ノ又 いちのまた 三十代切 さんじゅうだいぎれ
4961 810大正 市ノ又 いちのまた ジゾヲノマエ じぞをのまえ
4962 810大正 市ノ又 いちのまた シナノサコ口 しなのさこぐち
4963 810大正 市ノ又 いちのまた シミヅ畝 しみづうね
4964 810大正 市ノ又 いちのまた シミヅヤシキ しみづやしき
4965 810大正 市ノ又 いちのまた シミヅ山 しみづやま
4966 810大正 市ノ又 いちのまた シメノ木ダ しめのきだ
4967 810大正 市ノ又 いちのまた シモノキレ しものきれ
4968 810大正 市ノ又 いちのまた 十九代地 じゅうくだいち
4969 810大正 市ノ又 いちのまた シリダカ山 しりだかやま
4970 810大正 市ノ又 いちのまた 田中 たなか
4971 810大正 市ノ又 いちのまた チクゼン山 ちくぜんやま
4972 810大正 市ノ又 いちのまた チャドヲ山 ちゃどをやま
4973 810大正 市ノ又 いちのまた ドヲガサコ どをがさこ
4974 810大正 市ノ又 いちのまた トヲノス とをのす
4975 810大正 市ノ又 いちのまた トヲノス山 とをのすやま
4976 810大正 市ノ又 いちのまた 長サコ ながさこ
4977 810大正 市ノ又 いちのまた ナコヲチ山 なこをちやま
4978 810大正 市ノ又 いちのまた ハゲダキ山 はげだきやま
4979 810大正 市ノ又 いちのまた ハシカ谷山 はしかたにやま
4980 810大正 市ノ又 いちのまた 畑カ谷 はたけがたに
4981 810大正 市ノ又 いちのまた 畑谷山 はたけたにやま
4982 810大正 市ノ又 いちのまた 平四郎 へいしろう
4983 810大正 市ノ又 いちのまた 堀田サコ ほりたさこ
4984 810大正 市ノ又 いちのまた ホヲリヤ ほをりや
4985 810大正 市ノ又 いちのまた ミナ口サコ みなくちさこ
4986 810大正 市ノ又 いちのまた ムカイ平山 むかいひらやま
4987 810大正 市ノ又 いちのまた 柳ケサコ やなぎがさこ
4988 810大正 市ノ又 いちのまた ヤナギ山 やなぎやま
4989 810大正 市ノ又 いちのまた 山神谷 やまがみたに
4990 810大正 市ノ又 いちのまた 山神山 やまがみやま
4991 810大正 市ノ又 いちのまた 六代田 ろくだいでん
4992 810大正 市ノ又 いちのまた ヲクカクシ山 をくかくしやま
4993 810大正 市ノ又 いちのまた ヲクカタシ をくかたし
4994 810大正 市ノ又 いちのまた ヲモダ をもだ
4995 810大正 市ノ又 いちのまた ヲヲドヲ山 ををどをやま
4996 810大正 市ノ又 いちのまた ンダバ んだば
4997 810大正 市ノ又 いちのまた ンバダ んばだ
4998 811大正 烏手 からすで 青木山 あおきやま
4999 811大正 烏手 からすで アカヤブ あかやぶ
5000 811大正 烏手 からすで アラキサコ あらきさこ
5001 811大正 烏手 からすで アラタサコ あらたさこ
5002 811大正 烏手 からすで イシカミ いしかみ
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5003 811大正 烏手 からすで 石神越 いしがみこえ
5004 811大正 烏手 からすで 市ノ瀬 いちのせ
5005 811大正 烏手 からすで 井デノ岡 いでのおか
5006 811大正 烏手 からすで イデノ谷 い゛てのたに
5007 811大正 烏手 からすで イデノ谷口 いでのたにぐち
5008 811大正 烏手 からすで ヱシシウ山 えししうやま
5009 811大正 烏手 からすで ヱノキサコ えのきさこ
5010 811大正 烏手 からすで エンショ山 えんしょやま
5011 811大正 烏手 からすで 大畝 おおうね
5012 811大正 烏手 からすで 大畝山 おおうねやま
5013 811大正 烏手 からすで 大ダバ おおだば
5014 811大正 烏手 からすで 岡田 おかだ
5015 811大正 烏手 からすで カシダバ かしだば
5016 811大正 烏手 からすで 上ハダバ かみはだば
5017 811大正 烏手 からすで 北橋谷 きたはしたに
5018 811大正 烏手 からすで 黒田 くろた
5019 811大正 烏手 からすで ケジケ けじけ
5020 811大正 烏手 からすで ゲシケ山 げしけやま
5021 811大正 烏手 からすで コイヂノ川口 こいぢのかわくち
5022 811大正 烏手 からすで コイノノ こいのの
5023 811大正 烏手 からすで コイミ こいみ
5024 811大正 烏手 からすで コミタ こみた
5025 811大正 烏手 からすで 小森山 こもりやま
5026 811大正 烏手 からすで シヤバミ しやばみ
5027 811大正 烏手 からすで シヲヅ しをづ
5028 811大正 烏手 からすで 新谷 しんたに
5029 811大正 烏手 からすで ソイノダバ そいのだば
5030 811大正 烏手 からすで ソリヤシキ そりやしき
5031 811大正 烏手 からすで 駄場田 だばだ
5032 811大正 烏手 からすで タルカ谷 たるけだに
5033 811大正 烏手 からすで ヂフヂ ぢふぢ
5034 811大正 烏手 からすで 伝五郎 でんごろう
5035 811大正 烏手 からすで トヲシロ とをしろ
5036 811大正 烏手 からすで トヲシロ山 とをしろやま
5037 811大正 烏手 からすで 中尾山 なかおやま
5038 811大正 烏手 からすで 中ダバ なかだば
5039 811大正 烏手 からすで 長ミ林 ながみばやし
5040 811大正 烏手 からすで 中屋式 なかやしき
5041 811大正 烏手 からすで 七升マキ ななしょうまき
5042 811大正 烏手 からすで 西ケシケ にしけしけ
5043 811大正 烏手 からすで 西ケジケ山 にしけじけむやま
5044 811大正 烏手 からすで 野々木サコ ののぎさこ
5045 811大正 烏手 からすで ハサコ はさこ
5046 811大正 烏手 からすで ハサコ山 はさこやま
5047 811大正 烏手 からすで 東谷口 ひがしたにくち
5048 811大正 烏手 からすで フカサコ ふかさこ
5049 811大正 烏手 からすで 古川 ふるかわ
5050 811大正 烏手 からすで 古登 ふるのぼり
5051 811大正 烏手 からすで 本奈路 ほんなろ
5052 811大正 烏手 からすで 松ノダバ まつのだば
5053 811大正 烏手 からすで 南中屋敷 みなみなかやしき
5054 811大正 烏手 からすで 南橋谷 みなみはしたに
5055 811大正 烏手 からすで 宮ノ越 みやのこし
5056 811大正 烏手 からすで ムカイダ むかいだ
5057 811大正 烏手 からすで メジリ めじり
5058 811大正 烏手 からすで ヤシキ やしき
5059 811大正 烏手 からすで ヤシキ山 やしきやま
5060 811大正 烏手 からすで ユノダバ ゆのだば
5061 811大正 烏手 からすで 横田 よこた
5062 811大正 烏手 からすで 横山 よこやま
5063 811大正 烏手 からすで ワカサコ わかさこ
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5064 812大正 相去 あいざれ アカヤブ あかやぶ
5065 812大正 相去 あいざれ アラ谷 あらたに
5066 812大正 相去 あいざれ アラタ山 あらたやま
5067 812大正 相去 あいざれ 石神名路 いしがみなろ
5068 812大正 相去 あいざれ イヅガ谷口 いづがたにぐち
5069 812大正 相去 あいざれ イツノ谷山 いつのたにやま
5070 812大正 相去 あいざれ 井手ノ谷 いでのたに
5071 812大正 相去 あいざれ 上松尾 うえまつお
5072 812大正 相去 あいざれ ウ子シタ うねした
5073 812大正 相去 あいざれ 梅ノモト うめのもと
5074 812大正 相去 あいざれ ウルシ原 うるしはら
5075 812大正 相去 あいざれ ウルシ山 うるしやま
5076 812大正 相去 あいざれ ウワダレ うわだれ
5077 812大正 相去 あいざれ ウワダン うわだん
5078 812大正 相去 あいざれ 大畝本 おおうねもと
5079 812大正 相去 あいざれ 大ダバ おおだば
5080 812大正 相去 あいざれ 大平山 おおひらやま
5081 812大正 相去 あいざれ 大本谷山 おおもとたにやま
5082 812大正 相去 あいざれ 大本ナロ おおもとなろ
5083 812大正 相去 あいざれ 奥屋敷山 おくやしきやま
5084 812大正 相去 あいざれ カカヤブ かかやぶ
5085 812大正 相去 あいざれ カキノキサコ かきのきさこ
5086 812大正 相去 あいざれ カクレサコ かくれさこ
5087 812大正 相去 あいざれ カシギレ かしぎれ
5088 812大正 相去 あいざれ カタキ山 かたきやま
5089 812大正 相去 あいざれ 上札場山 かみふだばやま
5090 812大正 相去 あいざれ 北大野 きたおおの
5091 812大正 相去 あいざれ 栗ノ木山 くりのきやま
5092 812大正 相去 あいざれ 黒岩 くろいわ
5093 812大正 相去 あいざれ 黒見山 くろみやま
5094 812大正 相去 あいざれ 幸田久保 こうだくぼ
5095 812大正 相去 あいざれ 小森山 こもりやま
5096 812大正 相去 あいざれ サカイノ畝 さかいのうね
5097 812大正 相去 あいざれ 櫻山 さくらやま
5098 812大正 相去 あいざれ シダ尾谷山 しだおたにやま
5099 812大正 相去 あいざれ 清水 しみず
5100 812大正 相去 あいざれ シモギレ しもぎれ
5101 812大正 相去 あいざれ シモ子ナロ しもねなろ
5102 812大正 相去 あいざれ 庄次ケ谷 しょうじがだに
5103 812大正 相去 あいざれ 新田 しんでん
5104 812大正 相去 あいざれ シンナイズ しんないず
5105 812大正 相去 あいざれ 水田 すいでん
5106 812大正 相去 あいざれ 水木山 すいぼくやま
5107 812大正 相去 あいざれ 杉ノ谷 すぎのたに
5108 812大正 相去 あいざれ スダノ畝 すだのうね
5109 812大正 相去 あいざれ セイモト山 せいもとやま
5110 812大正 相去 あいざれ 瀬ノ上エ せのうえ
5111 812大正 相去 あいざれ タカノ たかの
5112 812大正 相去 あいざれ タキ山 たきやま
5113 812大正 相去 あいざれ タシロ たしろ
5114 812大正 相去 あいざれ タシロバタ たしろばた
5115 812大正 相去 あいざれ 谷口 たにぐち
5116 812大正 相去 あいざれ 谷ヤシキ たにやしき
5117 812大正 相去 あいざれ ダバノ畝 だばのうね
5118 812大正 相去 あいざれ 椿木山 つばきやま
5119 812大正 相去 あいざれ ツルイ谷 つるいたに
5120 812大正 相去 あいざれ ツルイノ谷 つるいのたに
5121 812大正 相去 あいざれ 定ノ本 ていのもと
5122 812大正 相去 あいざれ 藤内山 とうないやま
5123 812大正 相去 あいざれ 轟ノサコ とどろのさこ
5124 812大正 相去 あいざれ トドロ山 とどろやま
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5125 812大正 相去 あいざれ トノナロ とのなろ
5126 812大正 相去 あいざれ 中谷山 なかたにやま
5127 812大正 相去 あいざれ ナカナロ なかなろ
5128 812大正 相去 あいざれ ナカマ なかま
5129 812大正 相去 あいざれ 奈賀間山 なかまやま
5130 812大正 相去 あいざれ ナシリ山 なしりやま
5131 812大正 相去 あいざれ 西谷山 にしたにやま
5132 812大正 相去 あいざれ 西トント にしとんと
5133 812大正 相去 あいざれ 西ドンド にしどんど
5134 812大正 相去 あいざれ バショ山 ばしょやま
5135 812大正 相去 あいざれ ハナマイ はなまい
5136 812大正 相去 あいざれ 東畝山 ひがしうねやま
5137 812大正 相去 あいざれ 東黒岩 ひがしくろいわ
5138 812大正 相去 あいざれ 東新田 ひがししんでん
5139 812大正 相去 あいざれ 東ドンド ひがしどんど
5140 812大正 相去 あいざれ 東マキ谷 ひがしまきたに
5141 812大正 相去 あいざれ ヒノキナロ ひのきなろ
5142 812大正 相去 あいざれ ヒノ木ノモト ひのきのもと
5143 812大正 相去 あいざれ フカサコ山 ふかさこやま
5144 812大正 相去 あいざれ フタコ山 ふたこやま
5145 812大正 相去 あいざれ 札場山 ふだばやま
5146 812大正 相去 あいざれ フルトノ ふるとの
5147 812大正 相去 あいざれ ホクリサコ ほくりさこ
5148 812大正 相去 あいざれ ホノ木谷山 ほのきだにやま
5149 812大正 相去 あいざれ ホリキリ ほりきり
5150 812大正 相去 あいざれ 本田 ほんだ
5151 812大正 相去 あいざれ マキ谷山 まきたにやま
5152 812大正 相去 あいざれ 松畝山 まつうねやま
5153 812大正 相去 あいざれ 松尾山 まつおやま
5154 812大正 相去 あいざれ 松ノ畝山 まつのうねやま
5155 812大正 相去 あいざれ 松ノ木谷 まつのきだに
5156 812大正 相去 あいざれ 道岡山 みちおかやま
5157 812大正 相去 あいざれ 南大野 みなみおおの
5158 812大正 相去 あいざれ 宮ノ瀬 みやのせ
5159 812大正 相去 あいざれ 明畑山 みょうばたやま
5160 812大正 相去 あいざれ モチリキ もちりき
5161 812大正 相去 あいざれ モモノ畝 もものうね
5162 812大正 相去 あいざれ 桃ノ木山 もものきやま
5163 812大正 相去 あいざれ 森田 もりた
5164 812大正 相去 あいざれ ヤシキ山 やしきやま
5165 812大正 相去 あいざれ 山神ノ前 やまがみのまえ
5166 812大正 相去 あいざれ ユルタニ山 ゆるたにやま
5167 812大正 相去 あいざれ 横道 よこみち
5168 812大正 相去 あいざれ ヲクヤシキ をくやしき
5169 812大正 相去 あいざれ ヲフヤ をふや
5170 812大正 相去 あいざれ ヲンヂ をんぢ
5171 813大正 芳川 よしかわ イナヤノ谷 いなやのたに
5172 813大正 芳川 よしかわ 井ノ平山 いのひらやま
5173 813大正 芳川 よしかわ 右庵山 うあんやま
5174 813大正 芳川 よしかわ ウス木山 うすきやま
5175 813大正 芳川 よしかわ ウルシ原 うるしはら
5176 813大正 芳川 よしかわ エノ木 えのき
5177 813大正 芳川 よしかわ 大中山 おおなかやま
5178 813大正 芳川 よしかわ 大ヤシキ おおやしき
5179 813大正 芳川 よしかわ カクレヤブ かくれやぶ
5180 813大正 芳川 よしかわ 上長 かみなが
5181 813大正 芳川 よしかわ カラ谷 からたに
5182 813大正 芳川 よしかわ 川奥谷 かわおくたに
5183 813大正 芳川 よしかわ クンセナロ くんせなろ
5184 813大正 芳川 よしかわ 小カツラ口 こかつらくち
5185 813大正 芳川 よしかわ 堺谷 さかいたに
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5186 813大正 芳川 よしかわ サカエ谷 さかえたに
5187 813大正 芳川 よしかわ サヒコ さひこ
5188 813大正 芳川 よしかわ 下久保 しもくぼ
5189 813大正 芳川 よしかわ 下谷山 しもたにやま
5190 813大正 芳川 よしかわ スタノ谷 すたのたに
5191 813大正 芳川 よしかわ スナダ すなだ
5192 813大正 芳川 よしかわ スミトコ すみとこ
5193 813大正 芳川 よしかわ 宗川山 そうかわやま
5194 813大正 芳川 よしかわ ソリ そり
5195 813大正 芳川 よしかわ タキノサコ たきのさこ
5196 813大正 芳川 よしかわ 田ナマエ たなまえ
5197 813大正 芳川 よしかわ 谷口 たにぐち
5198 813大正 芳川 よしかわ 葛籠谷 つづらたに
5199 813大正 芳川 よしかわ トチノ木 とちのき
5200 813大正 芳川 よしかわ 鳥サコ とりさこ
5201 813大正 芳川 よしかわ トヲコロ とをころ
5202 813大正 芳川 よしかわ ナカゴヤ なかごや
5203 813大正 芳川 よしかわ 奈路地 なろち
5204 813大正 芳川 よしかわ 西谷 にしたに
5205 813大正 芳川 よしかわ 西屋敷 にしやしき
5206 813大正 芳川 よしかわ ヌタノ谷 ぬたのたに
5207 813大正 芳川 よしかわ ハナサキ はなさき
5208 813大正 芳川 よしかわ ハヤシ はやし
5209 813大正 芳川 よしかわ 彦ソヲ山 ひこそをやま
5210 813大正 芳川 よしかわ ヒノ口 ひのくち
5211 813大正 芳川 よしかわ 古アン ふるあん
5212 813大正 芳川 よしかわ フルセ ふるせ
5213 813大正 芳川 よしかわ ホウノキ ほうのき
5214 813大正 芳川 よしかわ 宮ノ串 みやのくし
5215 813大正 芳川 よしかわ 宮ノ奈路 みやのなろ
5216 813大正 芳川 よしかわ 向イ宮 むかいみや
5217 813大正 芳川 よしかわ ムクロウジ むくろうじ
5218 813大正 芳川 よしかわ 村上 むらかみ
5219 813大正 芳川 よしかわ ヤブグリ やぶぐり
5220 813大正 芳川 よしかわ 弓引ノ畝 ゆみひきのうね
5221 813大正 芳川 よしかわ 弓引ノ畝 ゆみひきのせ
5222 813大正 芳川 よしかわ ヲリヤウ子 をりやうね
5223 814大正 江師 えし イツイ谷 いついたに
5224 814大正 江師 えし イバ いば
5225 814大正 江師 えし 後口山 うしろぐちやま
5226 814大正 江師 えし ウノサキ うのさき
5227 814大正 江師 えし 上ハダバ うわだば
5228 814大正 江師 えし 大久保 おおくぼ
5229 814大正 江師 えし 大久保ノ平 おおくぼのひら
5230 814大正 江師 えし 大坂 おおさか
5231 814大正 江師 えし 大坂山 おおさかやま
5232 814大正 江師 えし 大ソリ おおそり
5233 814大正 江師 えし 大平山 おおひらやま
5234 814大正 江師 えし カゲヤウ かげやう
5235 814大正 江師 えし カゲヤブ かげやぶ
5236 814大正 江師 えし 上赤ハゲ かみあかはげ
5237 814大正 江師 えし 上足川 かみあしかわ
5238 814大正 江師 えし 上ミイカダド かみいかだど
5239 814大正 江師 えし 上ミウノサキ かみうのさき
5240 814大正 江師 えし 上ミ川ノ内 かみかわのうち
5241 814大正 江師 えし 神コエ かみこえ
5242 814大正 江師 えし 上ミシダヲ かみしだを
5243 814大正 江師 えし 上ミ長瀬 かみながせ
5244 814大正 江師 えし 上ミフナト かみふなと
5245 814大正 江師 えし 上古土居 かみふるどい
5246 814大正 江師 えし 上ミホリタ かみほりた
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5247 814大正 江師 えし 上柳ノサコ かみやなぎのさこ
5248 814大正 江師 えし ガヤノキ がやのき
5249 814大正 江師 えし クレノクボ くれのくぼ
5250 814大正 江師 えし 小石ノミネ こいしのみね
5251 814大正 江師 えし 小崎 こさき
5252 814大正 江師 えし コダノヲク こだのをく
5253 814大正 江師 えし 笹畝 ささうね
5254 814大正 江師 えし シモ赤ハゲ しもあかはげ
5255 814大正 江師 えし 下モアシ川 しもあしかわ
5256 814大正 江師 えし 下イカダド しもいかだど
5257 814大正 江師 えし 下モ宇ノサキ しもうのさき
5258 814大正 江師 えし 下モ川ノウチ しもかわのうち
5259 814大正 江師 えし 下モシダヲ しもしだを
5260 814大正 江師 えし 下長瀬 しもながせ
5261 814大正 江師 えし 下モフナト しもふなと
5262 814大正 江師 えし 下古土居 しもふるどい
5263 814大正 江師 えし 下モホリタ しもほりた
5264 814大正 江師 えし 下モ柳ノサコ しもやなぎのさこ
5265 814大正 江師 えし タキ山 たきやま
5266 814大正 江師 えし ダバクチ だばくち
5267 814大正 江師 えし ダバサキ だばさき
5268 814大正 江師 えし 田向イ たむかい
5269 814大正 江師 えし 中畝 なかうね
5270 814大正 江師 えし 中ダバ なかだば
5271 814大正 江師 えし 中ヒラ なかひら
5272 814大正 江師 えし 中屋敷 なかやしき
5273 814大正 江師 えし 中山 なかやま
5274 814大正 江師 えし 西ノ谷 にしのたに
5275 814大正 江師 えし 東クボ ひがしくぼ
5276 814大正 江師 えし ヒラ ひら
5277 814大正 江師 えし フルタ ふるた
5278 814大正 江師 えし 風呂ノ谷 ふろのたに
5279 814大正 江師 えし 松木ノヒラ まつきのひら
5280 814大正 江師 えし 丸田 まるた
5281 814大正 江師 えし 南谷 みなみたに
5282 814大正 江師 えし 向イ坂 むかいさか
5283 814大正 江師 えし 村中山 むらなかやま
5284 814大正 江師 えし モリタ もりた
5285 814大正 江師 えし 森根 もりね
5286 814大正 江師 えし 柳ノツル井 やなぎのつるい
5287 814大正 江師 えし 山神ノ越 やまかみのこし
5288 814大正 江師 えし ユス谷 ゆすたに
5289 814大正 江師 えし 梼谷山 ゆすたにやま
5290 814大正 江師 えし 吉川口 よしかわぐち
5291 814大正 江師 えし ヲリツキ をりつき
5292 815大正 小石 こいし 上ミコイシダ かみこいしだ
5293 815大正 小石 こいし 上ミユス谷 かみゆすたに
5294 815大正 小石 こいし コヤノ谷 こやのたに
5295 815大正 小石 こいし 下モコイシダ しもこいしだ
5296 815大正 小石 こいし 下モユス谷 しもゆすたに
5297 815大正 小石 こいし スゲノサコ すげのさこ
5298 815大正 小石 こいし セミチ せみち
5299 815大正 小石 こいし 中コイシダ なかこいしだ
5300 816大正 西ノ川 にしのかわ 一本松 いっぽんまつ
5301 816大正 西ノ川 にしのかわ 上金田 うえかねた
5302 816大正 西ノ川 にしのかわ 大上エ おおうえ
5303 816大正 西ノ川 にしのかわ 大田大丸 おおたおおまる
5304 816大正 西ノ川 にしのかわ 大谷 おおたに
5305 816大正 西ノ川 にしのかわ 大平山 おおひらやま
5306 816大正 西ノ川 にしのかわ 上ミ屋敷 かみやしき
5307 816大正 西ノ川 にしのかわ 氷山 こおりやま



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 88/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
5308 816大正 西ノ川 にしのかわ サカイノ谷 さかいのたに
5309 816大正 西ノ川 にしのかわ 櫻サコ さくらさこ
5310 816大正 西ノ川 にしのかわ 椎ノ木サコ しいのきさこ
5311 816大正 西ノ川 にしのかわ 下モホキ しもほき
5312 816大正 西ノ川 にしのかわ 新屋畑 しんやばた
5313 816大正 西ノ川 にしのかわ 杉ノ畝 すぎのうね
5314 816大正 西ノ川 にしのかわ 竹ノ奥 たけのおく
5315 816大正 西ノ川 にしのかわ 中沢屋敷 なかざわやしき
5316 816大正 西ノ川 にしのかわ 名本屋敷 なもとやしき
5317 816大正 西ノ川 にしのかわ 西峯 にしみね
5318 816大正 西ノ川 にしのかわ ノキノ谷 のきのたに
5319 816大正 西ノ川 にしのかわ ノギノ谷口 のぎのたにぐち
5320 816大正 西ノ川 にしのかわ 東畑 ひがしばた
5321 816大正 西ノ川 にしのかわ 東峯 ひがしみね
5322 816大正 西ノ川 にしのかわ 船戸ノ越 ふなとのこし
5323 816大正 西ノ川 にしのかわ 山ノ沖 やまのおき
5324 816大正 西ノ川 にしのかわ 山ノ神 やまのかみ
5325 816大正 西ノ川 にしのかわ 横田 よこた
5326 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ イノ谷 いのたに
5327 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 井ノ谷北平山 いのたにきたひらやま
5328 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 井ノ谷南平山 いのたにみなみひらやま
5329 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 上ダバ うわだば
5330 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 上ハ駄場山 うわだばやま
5331 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 大木ダバ おおきだば
5332 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 大田大丸 おおたおおまる
5333 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 大平 おおひら
5334 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 大本駄場 おおもとだば
5335 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 小川山 おがわやま
5336 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ カタギヤブ かたぎやぶ
5337 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 釜屋敷 かまやしき
5338 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 上ハコミノ かみはこみの
5339 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 川平山 かわひらやま
5340 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 北峯山 きたみねやま
5341 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 北ミヲ山 きたみをやま
5342 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 京道 きょうみち
5343 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 杭ノ木ノ久保 くいのきのくぼ
5344 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 久保田大丸 くぼたおおまる
5345 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 窪山 くぼやま
5346 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 栗木瀬 くりのきせ
5347 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 越ノ畝 こしのせ
5348 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 琴井ノサコ こといのさこ
5349 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ コミツ山 こみつやま
5350 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 小味野々山 こみののやま
5351 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 界 さかい
5352 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 下モ布晞 しもふき
5353 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 新改 しんかい
5354 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 竹ケ谷 たけがたに
5355 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 竹ノ谷 たけのたに
5356 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 竹ノ谷山 たけのたにやま
5357 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 立野 たての
5358 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 中串山 なかくしやま
5359 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 中森山 なかみもやま
5360 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ ノタメ のため
5361 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 野山 のぶきやま
5362 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ バショクボ ばしょくぼ
5363 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 芭蕉ノ窪 ばしょのくぼ
5364 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 八足 はっそく
5365 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 東ノ畝 ひがしのうね
5366 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 渕ケ谷山 ふちがだにやま
5367 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 前田 まえだ
5368 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 松ノ駄場 まつのだば
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5369 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 南峯山 みなみみねやま
5370 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 宮原 みやはら
5371 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 向栗ノ木瀬 むかいくりのきぜ
5372 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 向阪 むかいざか
5373 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 向八足 むかいはっそく
5374 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ 柳瀬 やなぎせ
5375 817大正 大正大奈路 たいしょうおおなろ ヤマメカイチ やまめかいち
5376 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ アイビヤ あいびや
5377 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 朝日山 あさひやま
5378 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 井手ケ谷 いでがだに
5379 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ウシノダバ うしのだば
5380 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 薄木 うすき
5381 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 畝ノ鼻 うねのはな
5382 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 梅ノ木才 うめのきさい
5383 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ウルシハラ うるしはら
5384 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 扇平 おおぎひら
5385 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 大ヒラ おおひら
5386 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 大平山 おおひらやま
5387 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 岡ノ越 おかのこし
5388 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 奥森ケ内 おくもりがうち
5389 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 門田 かどた
5390 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 上ミ久保 かみくぼ
5391 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ガヤノ木 がやのき
5392 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 北峯山 きたみねやま
5393 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 久木ノ森 くきのもり
5394 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 楠木佐古山 くすきさこやま
5395 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ クボノ くぼの
5396 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 久保野下モ くぼのしも
5397 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 越ノ畝 こしのうね
5398 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 小松尾 こまつお
5399 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 佐渡リ さわたり
5400 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 地蔵院 じぞういん
5401 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 下モガヤノ木 しもがやのき
5402 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 下モ駄場 しもだば
5403 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 杉ノ段 すぎのだん
5404 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ タカノ畝 たかのせ
5405 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 高薮 たかやぶ
5406 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 長坊谷 ちょうぼうだに
5407 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 長ボヲ ちょうぼを
5408 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ツルイノ本 つるいのもと
5409 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 仲ケ市 なかがいち
5410 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 仲ケ市山 なかがいちやま
5411 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 中屋敷 なかやしき
5412 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 成川 なるがわ
5413 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 西峰山 にしみねやま
5414 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ニタゴ松 にたごまつ
5415 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ ニタ子松山 にたこまつやま
5416 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 仁ノ畝 にのうね
5417 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 東ノ前 ひがしのまえ
5418 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 東峯山 ひがしみねやま
5419 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 向佐渡 むかいさわたり
5420 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 向ダバ むかいだば
5421 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 向イ宮 むかいみや
5422 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 森ケ内山 もりがうちやま
5423 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 横平 よこひら
5424 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 横平山 よこひらやま
5425 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 六郎北平 ろくろうきたひら
5426 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 六郎谷 ろくろうだに
5427 818大正 大正中津川 たいしょうなかつかわ 六郎谷ノ下モ ろくろうだにのしも
5428 819大正 木屋ケ内 こやがうち 泉ケ谷 いずみがだに
5429 819大正 木屋ケ内 こやがうち イデ谷山 いでたにやま
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5430 819大正 木屋ケ内 こやがうち 井ノ駄場 いのだば
5431 819大正 木屋ケ内 こやがうち 後口山 うしろぐちやま
5432 819大正 木屋ケ内 こやがうち 大カゴ おおかご
5433 819大正 木屋ケ内 こやがうち 踊駄場 おどりだば
5434 819大正 木屋ケ内 こやがうち 鍛冶屋敷 かじやしき
5435 819大正 木屋ケ内 こやがうち 角ケ谷 かどがたに
5436 819大正 木屋ケ内 こやがうち 門田 かどた
5437 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ赤岩 かみあかいわ
5438 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ大川平 かみおおかわひら
5439 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ大平山 かみおおひらやま
5440 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ尾ハナ かみおはな
5441 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ角ケ谷 かみかくがたに
5442 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ久保 かみくぼ
5443 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ黒岩山 かみくろいわやま
5444 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ平山 かみたきひらやま
5445 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上峠ノ下 かみとうげのした
5446 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ堂ノ畝山 かみどうのうねやま
5447 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミハゴノ瀬 かみはごのせ
5448 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上ミ耳打 かみみみうち
5449 819大正 木屋ケ内 こやがうち 上耳打山 かみみみうちやま
5450 819大正 木屋ケ内 こやがうち 川平山 かわひらやま
5451 819大正 木屋ケ内 こやがうち 北社ノ谷 きたやしろのたに
5452 819大正 木屋ケ内 こやがうち ノ畝山 くのうねやま
5453 819大正 木屋ケ内 こやがうち 黒岩山 くろいわやま
5454 819大正 木屋ケ内 こやがうち 桑木山 くわきやま
5455 819大正 木屋ケ内 こやがうち 小屋ノ畝山 こやのうねやま
5456 819大正 木屋ケ内 こやがうち 櫻山 さくらやま
5457 819大正 木屋ケ内 こやがうち 椎尾山 しいおやま
5458 819大正 木屋ケ内 こやがうち シダ尾山 しだおやま
5459 819大正 木屋ケ内 こやがうち シダヲ山 しだをやま
5460 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ赤岩 しもあかいわ
5461 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ泉ケ谷 しもいずみがだに
5462 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ大川平 しもおおかわひら
5463 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ尾バナ しもおばな
5464 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ角ケ谷 しもかくがだに
5465 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ久保 しもくぼ
5466 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ瀧平山 しもたきひらやま
5467 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ平山 しもひらやま
5468 819大正 木屋ケ内 こやがうち 下モ耳打 しもみみうち
5469 819大正 木屋ケ内 こやがうち 杉ノ畝山 すぎのうねやま
5470 819大正 木屋ケ内 こやがうち 瀧ノ越 たきのこし
5471 819大正 木屋ケ内 こやがうち 田ノ畝 たのうね
5472 819大正 木屋ケ内 こやがうち 峠ノ下 とうげのした
5473 819大正 木屋ケ内 こやがうち 堂ノ畝 どうのうね
5474 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中畝山 なかうねやま
5475 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中久保 なかくぼ
5476 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中谷 なかたに
5477 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中谷山 なかたにやま
5478 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中平山 なかひらやま
5479 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中屋敷 なかやしき
5480 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中山 なかやま
5481 819大正 木屋ケ内 こやがうち 中屋鋪 なかやみせ
5482 819大正 木屋ケ内 こやがうち 西大畑山 にしおおばたやま
5483 819大正 木屋ケ内 こやがうち 二瀬谷山 にせたにやま
5484 819大正 木屋ケ内 こやがうち ハゴノ瀬 はごのせ
5485 819大正 木屋ケ内 こやがうち ハシガ谷口 はしがたにくち
5486 819大正 木屋ケ内 こやがうち 橋ガ谷口 はしがだにぐち
5487 819大正 木屋ケ内 こやがうち バセウガ久保 ばせうがくぼ
5488 819大正 木屋ケ内 こやがうち 東大畑山 ひがしおおばたやま
5489 819大正 木屋ケ内 こやがうち 古宿 ふるしゅく
5490 819大正 木屋ケ内 こやがうち 古田 ふるた



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 91/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
5491 819大正 木屋ケ内 こやがうち 分ノ鳥山 ぶんのとりやま
5492 819大正 木屋ケ内 こやがうち 松葉山 まつばやま
5493 819大正 木屋ケ内 こやがうち 的場 まとば
5494 819大正 木屋ケ内 こやがうち 丸山 まるやま
5495 819大正 木屋ケ内 こやがうち 南社ノ谷 みなみやしろのたに
5496 819大正 木屋ケ内 こやがうち 宮ノ後口 みやのうしろぐち
5497 819大正 木屋ケ内 こやがうち 社谷山 やしろたにやま
5498 819大正 木屋ケ内 こやがうち 社谷山 やしろだにやま
5499 819大正 木屋ケ内 こやがうち 弓場屋敷 ゆみばやしき
5500 820大正 下道 しもどう 足川山 あしかわやま
5501 820大正 下道 しもどう ウシノダバ うしのだば
5502 820大正 下道 しもどう 大久保 おおくぼ
5503 820大正 下道 しもどう 大サコ おおさこ
5504 820大正 下道 しもどう 大平山 おおひらやま
5505 820大正 下道 しもどう 沖分 おきわけ
5506 820大正 下道 しもどう オリオノハナ おりおのはな
5507 820大正 下道 しもどう カミツルイ かみつるい
5508 820大正 下道 しもどう 上ハ野地 かみはのち
5509 820大正 下道 しもどう カラスク からすく
5510 820大正 下道 しもどう 朽谷山 くちるたにやま
5511 820大正 下道 しもどう クボツルイ くぼつるい
5512 820大正 下道 しもどう 古味原 こみはら
5513 820大正 下道 しもどう 清水 しみず
5514 820大正 下道 しもどう 清水ノ久保 しみずのくぼ
5515 820大正 下道 しもどう 下朽谷山 しもくちるたにやま
5516 820大正 下道 しもどう 下モトチ谷山 しももとちたに
5517 820大正 下道 しもどう 下モノヲ しもものを
5518 820大正 下道 しもどう センゴヲ谷 せんごをたに
5519 820大正 下道 しもどう ダバ地 だばち
5520 820大正 下道 しもどう タルケ谷 たるけたに
5521 820大正 下道 しもどう 寺野久保 てらのくぼ
5522 820大正 下道 しもどう 堂ノ畝 どうのうね
5523 820大正 下道 しもどう 栃谷山 とちたにやま
5524 820大正 下道 しもどう 中串 なかくし
5525 820大正 下道 しもどう 長田ノ畝 ながたのうね
5526 820大正 下道 しもどう 拂川 はらいかわ
5527 820大正 下道 しもどう 拂川山 はらいがわやま
5528 820大正 下道 しもどう ヒサラ川山 ひさらかわやま
5529 820大正 下道 しもどう 平野地 ひらのち
5530 820大正 下道 しもどう 広田久保 ひろたくぼ
5531 820大正 下道 しもどう フロノ谷 ふろのたに
5532 820大正 下道 しもどう ホコ岩 ほこいわ
5533 820大正 下道 しもどう 松ノコシ山 まつのこしやま
5534 820大正 下道 しもどう 道下山 みちしたやま
5535 820大正 下道 しもどう 宮ノクシ山 みやのくしやま
5536 820大正 下道 しもどう 宮野久保 みやのくぼ
5537 820大正 下道 しもどう 山クチ山 やまくちやま
5538 821大正 下津井 しもつい 足川口 あしかわくち
5539 821大正 下津井 しもつい 足川山 あしかわやま
5540 821大正 下津井 しもつい アライバ あらいば
5541 821大正 下津井 しもつい アラヒラ あらひら
5542 821大正 下津井 しもつい 石神 いしがみ
5543 821大正 下津井 しもつい イノ野 いのの
5544 821大正 下津井 しもつい イノノ山 いののやま
5545 821大正 下津井 しもつい 岩ガラ畝 いわがらうね
5546 821大正 下津井 しもつい ウスギ うすぎ
5547 821大正 下津井 しもつい 王神 おうじん
5548 821大正 下津井 しもつい 大カゲ おおかげ
5549 821大正 下津井 しもつい 大下モノ山 おおしものやま
5550 821大正 下津井 しもつい 大平 おおひら
5551 821大正 下津井 しもつい 大松山 おおまつやま
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5552 821大正 下津井 しもつい 大向山 おおむかいやま
5553 821大正 下津井 しもつい カゲ かげ
5554 821大正 下津井 しもつい カゲヂ山 かげぢやま
5555 821大正 下津井 しもつい カゲノハタ かげのはた
5556 821大正 下津井 しもつい カセフチ かせふち
5557 821大正 下津井 しもつい 上ミ井テ かみいて
5558 821大正 下津井 しもつい カンジキ かんじき
5559 821大正 下津井 しもつい キノコ畑 きのこばた
5560 821大正 下津井 しもつい キヨグミ きよぐみ
5561 821大正 下津井 しもつい 金兵衛 きんべえ
5562 821大正 下津井 しもつい 黒松尾 くろまつお
5563 821大正 下津井 しもつい 下藤蔵 げとぞう
5564 821大正 下津井 しもつい 下藤蔵山 げとぞうやま
5565 821大正 下津井 しもつい 越ノ下 こしのした
5566 821大正 下津井 しもつい 小下モノ山 こしものやま
5567 821大正 下津井 しもつい 小ジヲ こじを
5568 821大正 下津井 しもつい 七郎谷 しちろうたに
5569 821大正 下津井 しもつい 清水川 しみずかわ
5570 821大正 下津井 しもつい 下モ茶ハタ しもちゃはた
5571 821大正 下津井 しもつい シモヒラ しもひら
5572 821大正 下津井 しもつい シモムカイ しもむかい
5573 821大正 下津井 しもつい 下モ茶ハタ しももちゃはた
5574 821大正 下津井 しもつい 城ケ森 しろがもり
5575 821大正 下津井 しもつい シンカイ しんかい
5576 821大正 下津井 しもつい 新宅 しんたく
5577 821大正 下津井 しもつい 新ドヲジ しんどをじ
5578 821大正 下津井 しもつい 杉ノクボ すぎのくぼ
5579 821大正 下津井 しもつい 杉山 すぎやま
5580 821大正 下津井 しもつい スゲノサコ すげのさこ
5581 821大正 下津井 しもつい 住吉元 すみよしもと
5582 821大正 下津井 しもつい ソヲカイ そをかい
5583 821大正 下津井 しもつい ソヲドウ そをどう
5584 821大正 下津井 しもつい タカテ たかて
5585 821大正 下津井 しもつい タキバタ山 たきばたやま
5586 821大正 下津井 しもつい 竹ノ路 たけのじ
5587 821大正 下津井 しもつい 竹ノヂ山 たけのぢやま
5588 821大正 下津井 しもつい 棚田 たなだ
5589 821大正 下津井 しもつい 駄場谷 だばたに
5590 821大正 下津井 しもつい 駄場ノ畝 だばのうね
5591 821大正 下津井 しもつい 太郎兵衛切り たろうべえきり
5592 821大正 下津井 しもつい 土居屋敷 どいやしき
5593 821大正 下津井 しもつい 土橋ノ本 どばしのもと
5594 821大正 下津井 しもつい 仲ゾ なかぞ
5595 821大正 下津井 しもつい 中屋敷 なかやしき
5596 821大正 下津井 しもつい 中山 なかやま
5597 821大正 下津井 しもつい ヌタノ駄場 ぬたのだば
5598 821大正 下津井 しもつい ハシダイ はしだい
5599 821大正 下津井 しもつい ハナノ山 はなのやま
5600 821大正 下津井 しもつい 鼻山 はなやま
5601 821大正 下津井 しもつい ヒキチガ谷 ひきちがたに
5602 821大正 下津井 しもつい ヒシャケ谷 ひしゃけたに
5603 821大正 下津井 しもつい 左川口 ひだりかわくち
5604 821大正 下津井 しもつい 檜ノ畝 ひのきのうね
5605 821大正 下津井 しもつい ヒノ谷 ひのたに
5606 821大正 下津井 しもつい 日ノ平山 ひのひらやま
5607 821大正 下津井 しもつい フカセ ふかせ
5608 821大正 下津井 しもつい 舟ノ瀬 ふなのせ
5609 821大正 下津井 しもつい フロノ谷 ふろのたに
5610 821大正 下津井 しもつい ホキノヒラ ほきのひら
5611 821大正 下津井 しもつい ホドノサコ ほどのさこ
5612 821大正 下津井 しもつい マキ谷 まきたに
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5613 821大正 下津井 しもつい 槙ノ畝 まきのうね
5614 821大正 下津井 しもつい 宮ノ谷 みやのたに
5615 821大正 下津井 しもつい 向イ山 むかいやま
5616 821大正 下津井 しもつい 催合 もあい
5617 821大正 下津井 しもつい 催合ノ上 もあいのうえ
5618 821大正 下津井 しもつい モクノ畝 もくのうね
5619 821大正 下津井 しもつい 柳ノクボ やなぎのくぼ
5620 821大正 下津井 しもつい 横山 よこやま
5621 821大正 下津井 しもつい ヲクラトコ をくらとこ
5622 821大正 下津井 しもつい ヲトナシ をとなし
5623 821大正 下津井 しもつい ヲンチ をんち
5624 901十和 里川 さとかわ 赤坂越 あかさかごえ
5625 901十和 里川 さとかわ 井手ノ谷山 いでのたにやま
5626 901十和 里川 さとかわ 井ノ上 いのうえ
5627 901十和 里川 さとかわ 大サコ おおさこ
5628 901十和 里川 さとかわ 大田 おおた
5629 901十和 里川 さとかわ 押場 おしば
5630 901十和 里川 さとかわ カイナ かいな
5631 901十和 里川 さとかわ 樫田 かした
5632 901十和 里川 さとかわ 上タハタ かみたはた
5633 901十和 里川 さとかわ カヤカリバ かやかりば
5634 901十和 里川 さとかわ クスノマタ くすのまた
5635 901十和 里川 さとかわ 光志尾山 こうしおやま
5636 901十和 里川 さとかわ コヲシノ谷 こをしのたに
5637 901十和 里川 さとかわ 坂ノ谷 さかのたに
5638 901十和 里川 さとかわ 式巻 しきまき
5639 901十和 里川 さとかわ 下モ木 しもき
5640 901十和 里川 さとかわ 下タカノ しもたかの
5641 901十和 里川 さとかわ 下タ畑 しもたはた
5642 901十和 里川 さとかわ 十ニ郎口 じゅうにろうぐち
5643 901十和 里川 さとかわ 城ノ森 じょうのもり
5644 901十和 里川 さとかわ 尻坂 しりざか
5645 901十和 里川 さとかわ タカノ谷 たかのたに
5646 901十和 里川 さとかわ 田ノ谷 たのたに
5647 901十和 里川 さとかわ ダバ だば
5648 901十和 里川 さとかわ ダバダ だばだ
5649 901十和 里川 さとかわ 寺ノ奥 てらのおく
5650 901十和 里川 さとかわ ドウカイ どうかい
5651 901十和 里川 さとかわ 中ザヲ なかざを
5652 901十和 里川 さとかわ 中ヤシキ なかやしき
5653 901十和 里川 さとかわ ヌタ峠 ぬたとうげ
5654 901十和 里川 さとかわ 東谷 ひがしだに
5655 901十和 里川 さとかわ ビシヤデン びしやでん
5656 901十和 里川 さとかわ 古土居 ふるどい
5657 901十和 里川 さとかわ 宮ノ下 みやのしも
5658 901十和 里川 さとかわ 弥次郎畑 やじろうばた
5659 901十和 里川 さとかわ 山神谷 やまかみだに
5660 901十和 里川 さとかわ 山シヌメ やましぬめ
5661 901十和 里川 さとかわ ユツリバ ゆつりば
5662 901十和 里川 さとかわ ヲサキ をさき
5663 901十和 里川 さとかわ ヲリツキ をりつき
5664 902十和 浦越 うらごし 足川口 あしかわぐち
5665 902十和 浦越 うらごし 足川山 あしかわやま
5666 902十和 浦越 うらごし 足平山 あしひらやま
5667 902十和 浦越 うらごし アンノ谷 あんのたに
5668 902十和 浦越 うらごし 石ノ休場 いしのやすみば
5669 902十和 浦越 うらごし ウハダバ うはだば
5670 902十和 浦越 うらごし ウワダバ うわだば
5671 902十和 浦越 うらごし 大シモ おおしも
5672 902十和 浦越 うらごし 大畠 おおばたけ
5673 902十和 浦越 うらごし 大屋敷 おおやしき
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5674 902十和 浦越 うらごし 角ノウ子 かくのうね
5675 902十和 浦越 うらごし 上屋敷 かみやしき
5676 902十和 浦越 うらごし 講田ノサコ こうだのさこ
5677 902十和 浦越 うらごし 椎木田 しいのきだ
5678 902十和 浦越 うらごし 小路ノウ子 しょうじのうね
5679 902十和 浦越 うらごし 竹ノ堀 たけのほり
5680 902十和 浦越 うらごし タデノワダ たでのわだ
5681 902十和 浦越 うらごし 田ノウ子 たのうね
5682 902十和 浦越 うらごし 寺屋敷 てらやしき
5683 902十和 浦越 うらごし 轟瀬ノ岡 とどろせのおか
5684 902十和 浦越 うらごし 平蔵谷 へいぞうだに
5685 902十和 浦越 うらごし 宮首 みやくび
5686 902十和 浦越 うらごし ワサダノ堀 わさだのほり
5687 903十和 茅吹手 かやぶくて 大畠 おおばたけ
5688 903十和 茅吹手 かやぶくて 大峯山 おおみねやま
5689 903十和 茅吹手 かやぶくて 川平山 かわひらやま
5690 903十和 茅吹手 かやぶくて 佐助谷 さすけだに
5691 903十和 茅吹手 かやぶくて 下家 しもいえ
5692 903十和 茅吹手 かやぶくて 下家谷 しもいえだに
5693 903十和 茅吹手 かやぶくて 坪谷口 つぼたにぐち
5694 903十和 茅吹手 かやぶくて ツボノ峯 つぼのみね
5695 903十和 茅吹手 かやぶくて 新谷タニ にいやたに
5696 903十和 茅吹手 かやぶくて 宮越ノ駄場 みやごしのだば
5697 903十和 茅吹手 かやぶくて 屋敷 やしき
5698 903十和 茅吹手 かやぶくて 屋式ホキ やしきほき
5699 904十和 津賀 つが アノキ田 あのきだ
5700 904十和 津賀 つが 井ノ神 いのかみ
5701 904十和 津賀 つが ウルシノ谷 うるしのたに
5702 904十和 津賀 つが エギサコ えぎさこ
5703 904十和 津賀 つが エノキ田 えのきだ
5704 904十和 津賀 つが 大瀬 おおせ
5705 904十和 津賀 つが 上ミヤシキ かみやしき
5706 904十和 津賀 つが 北ノ川口 きたのかわぐち
5707 904十和 津賀 つが タチハナ谷 たちはなだに
5708 904十和 津賀 つが ツルイノ谷 つるいのたに
5709 904十和 津賀 つが 仲屋敷 なかやしき
5710 904十和 津賀 つが ハゴサコ はごさこ
5711 904十和 津賀 つが 橋ケ谷 はしかだに
5712 904十和 津賀 つが ハ子ツリ はねつり
5713 904十和 津賀 つが ババケ谷 ばばけだに
5714 904十和 津賀 つが 古家谷 ふるやだに
5715 904十和 津賀 つが 宮ケ谷山 みやかたにやま
5716 904十和 津賀 つが 宮ノ谷 みやのたに
5717 904十和 津賀 つが 向屋敷 むかいやしき
5718 904十和 津賀 つが モリバタ もりばた
5719 904十和 津賀 つが ヲトナセ をとなせ
5720 905十和 野々川 ののがわ 一ノ又 いちのまた
5721 905十和 野々川 ののがわ 一本木 いっぽんぎ
5722 905十和 野々川 ののがわ 岩根ノ下 いわねのした
5723 905十和 野々川 ののがわ ウカチ うかち
5724 905十和 野々川 ののがわ 内チ平 うちひら
5725 905十和 野々川 ののがわ 奥重バタ おくじゅうばた
5726 905十和 野々川 ののがわ 奥堂谷 おくどうたに
5727 905十和 野々川 ののがわ 奥野々川山 おくののがわやま
5728 905十和 野々川 ののがわ カカリヤ かかりや
5729 905十和 野々川 ののがわ 上川平 かみかわひら
5730 905十和 野々川 ののがわ 上バサ かみばさ
5731 905十和 野々川 ののがわ 上ミヲク かみをく
5732 905十和 野々川 ののがわ カラ谷 からたに
5733 905十和 野々川 ののがわ 川ヒラ かわひら
5734 905十和 野々川 ののがわ 口重バタ くちじゅうばた
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5735 905十和 野々川 ののがわ ゴヲロ ごをろ
5736 905十和 野々川 ののがわ 椎木田 しいのきだ
5737 905十和 野々川 ののがわ 下タヨコホキ したよこほき
5738 905十和 野々川 ののがわ 下モ川平 しもかわひら
5739 905十和 野々川 ののがわ 下モゴヲロ しもごをろ
5740 905十和 野々川 ののがわ 下モタ しもた
5741 905十和 野々川 ののがわ 下モバサ しもばさ
5742 905十和 野々川 ののがわ 下モハタ しもはた
5743 905十和 野々川 ののがわ シモヤシキ しもやしき
5744 905十和 野々川 ののがわ シモヲク しもをく
5745 905十和 野々川 ののがわ シンタ しんた
5746 905十和 野々川 ののがわ シンデン しんでん
5747 905十和 野々川 ののがわ シンバタ しんばた
5748 905十和 野々川 ののがわ 駄場 だば
5749 905十和 野々川 ののがわ ダバダ だばだ
5750 905十和 野々川 ののがわ トヲ子ン とをねん
5751 905十和 野々川 ののがわ 中サコ なかさこ
5752 905十和 野々川 ののがわ 中ヲク なかをく
5753 905十和 野々川 ののがわ 野々川平 ののがわひら
5754 905十和 野々川 ののがわ ヒノヲガトヲ ひのをがとを
5755 905十和 野々川 ののがわ ヒラノ ひらの
5756 905十和 野々川 ののがわ ホリヌキ ほりぬき
5757 905十和 野々川 ののがわ ホリハタ ほりはた
5758 905十和 野々川 ののがわ 又口 またぐち
5759 905十和 野々川 ののがわ マトヲバ まとをば
5760 905十和 野々川 ののがわ 水ガサコ みずがさこ
5761 905十和 野々川 ののがわ 宮ケ谷 みやがたに
5762 905十和 野々川 ののがわ 宮下 みやした
5763 905十和 野々川 ののがわ 宮ノ上ヘ みやのうえ
5764 905十和 野々川 ののがわ ヤスタ やすた
5765 905十和 野々川 ののがわ 山下タ やました
5766 905十和 野々川 ののがわ 横林 よこばやし
5767 905十和 野々川 ののがわ 横保キ よこほき
5768 906十和 昭和 しょうわ 赤ツエ あかつえ
5769 906十和 昭和 しょうわ 赤松平 あかまつひら
5770 906十和 昭和 しょうわ 足谷 あしたに
5771 906十和 昭和 しょうわ アマノタキ あまのたき
5772 906十和 昭和 しょうわ アライバ あらいば
5773 906十和 昭和 しょうわ 家ケ谷 いえがたに
5774 906十和 昭和 しょうわ 家ノ谷 いえのたに
5775 906十和 昭和 しょうわ 家ノ谷口 いえのたにぐち
5776 906十和 昭和 しょうわ 池ノ下 いけのした
5777 906十和 昭和 しょうわ 池ノヲカ いけのをか
5778 906十和 昭和 しょうわ イドノ上 いどのうえ
5779 906十和 昭和 しょうわ 井ノ上 いのうえ
5780 906十和 昭和 しょうわ 岩田 いわた
5781 906十和 昭和 しょうわ 岩根 いわね
5782 906十和 昭和 しょうわ ウロノタキ うろのたき
5783 906十和 昭和 しょうわ 榎サコ えのきさこ
5784 906十和 昭和 しょうわ 榎砂 えのきずな
5785 906十和 昭和 しょうわ 榎谷 えのきだに
5786 906十和 昭和 しょうわ 大ツヱ おおつえ
5787 906十和 昭和 しょうわ 大坪 おおつぼ
5788 906十和 昭和 しょうわ 大平 おおひら
5789 906十和 昭和 しょうわ 大又 おおまた
5790 906十和 昭和 しょうわ 大又山 おおまたやま
5791 906十和 昭和 しょうわ 柿ノ窪 かきのくぼ
5792 906十和 昭和 しょうわ 樫樽 かしたる
5793 906十和 昭和 しょうわ 神畝 かみせ
5794 906十和 昭和 しょうわ 上平 かみひら
5795 906十和 昭和 しょうわ 上ミホキ かみほき
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5796 906十和 昭和 しょうわ カミホキヤマ かみほきやま
5797 906十和 昭和 しょうわ 上ミ屋敷 かみやしき
5798 906十和 昭和 しょうわ カラ谷 からたに
5799 906十和 昭和 しょうわ 川ヒラタ かわひらた
5800 906十和 昭和 しょうわ 北ノ川口 きたのかわぐち
5801 906十和 昭和 しょうわ 下駄谷 げたたに
5802 906十和 昭和 しょうわ 下駄谷口 げたたにぐち
5803 906十和 昭和 しょうわ 幸次屋敷 こうじやしき
5804 906十和 昭和 しょうわ コゴヲラ こごをら
5805 906十和 昭和 しょうわ コビクチ こびくち
5806 906十和 昭和 しょうわ コビハナ谷 こびはなたに
5807 906十和 昭和 しょうわ 木屋ケ谷 こやがたに
5808 906十和 昭和 しょうわ サカモト さかもと
5809 906十和 昭和 しょうわ サガリ さがり
5810 906十和 昭和 しょうわ シウコ谷 しうこたに
5811 906十和 昭和 しょうわ 四手崎山 しでざきやま
5812 906十和 昭和 しょうわ 清水 しみず
5813 906十和 昭和 しょうわ シミツケ しみつけ
5814 906十和 昭和 しょうわ 下ギレ しもぎれ
5815 906十和 昭和 しょうわ 下タキ山 しもたきやま
5816 906十和 昭和 しょうわ 下モ平 しもひら
5817 906十和 昭和 しょうわ シモヤシキ しもやしき
5818 906十和 昭和 しょうわ 下屋式道辻 しもやしきみちつじ
5819 906十和 昭和 しょうわ 新田 しんでん
5820 906十和 昭和 しょうわ 神田 しんでん
5821 906十和 昭和 しょうわ シンヤシキ しんやしき
5822 906十和 昭和 しょうわ スカ谷 すかたに
5823 906十和 昭和 しょうわ 曽我ダバ そがだば
5824 906十和 昭和 しょうわ ソバビ そばび
5825 906十和 昭和 しょうわ ソハビ谷 そはびたに
5826 906十和 昭和 しょうわ タカノ たかの
5827 906十和 昭和 しょうわ タキノヲク たきのをく
5828 906十和 昭和 しょうわ 瀧本 たきもと
5829 906十和 昭和 しょうわ タキヤマ たきやま
5830 906十和 昭和 しょうわ 竹谷 たけたに
5831 906十和 昭和 しょうわ 竹屋敷 たけやしき
5832 906十和 昭和 しょうわ 谷 たに
5833 906十和 昭和 しょうわ 谷上へ たにかみへ
5834 906十和 昭和 しょうわ 谷屋式 たにやしき
5835 906十和 昭和 しょうわ ダバサキ だばさき
5836 906十和 昭和 しょうわ 玉屋床 たまやどこ
5837 906十和 昭和 しょうわ 地主谷 ぢぬしだに
5838 906十和 昭和 しょうわ ツルイノ奥 つるいのおく
5839 906十和 昭和 しょうわ ツルイノ谷 つるいのたに
5840 906十和 昭和 しょうわ ツルノヲク つるのをく
5841 906十和 昭和 しょうわ 樋ノ谷 といのたに
5842 906十和 昭和 しょうわ 堂ケ窪 どうがくぼ
5843 906十和 昭和 しょうわ 堂ケ谷 どうけたに
5844 906十和 昭和 しょうわ 藤次田 とうじだ
5845 906十和 昭和 しょうわ 堂ノ森 どうのもり
5846 906十和 昭和 しょうわ トドロホキ とどろほき
5847 906十和 昭和 しょうわ 中ギレ なかぎれ
5848 906十和 昭和 しょうわ 中畝 なかせ
5849 906十和 昭和 しょうわ 中ノヲキ なかのをき
5850 906十和 昭和 しょうわ 中平 なかひら
5851 906十和 昭和 しょうわ 仲又 なかまた
5852 906十和 昭和 しょうわ 仲又山 なかまたやま
5853 906十和 昭和 しょうわ 中ヲコチ なかをこち
5854 906十和 昭和 しょうわ ナナマガリ ななまがり
5855 906十和 昭和 しょうわ 鍋谷 なべたに
5856 906十和 昭和 しょうわ 入道谷 にゅうどうだに
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5857 906十和 昭和 しょうわ ノボリヲ のぼりを
5858 906十和 昭和 しょうわ ハサノ谷 はさのたに
5859 906十和 昭和 しょうわ ハサノ谷口 はさのたにぐち
5860 906十和 昭和 しょうわ 橋ケ谷 はしがだに
5861 906十和 昭和 しょうわ ハセヲリ はせをり
5862 906十和 昭和 しょうわ 畑ケ谷 はたがたに
5863 906十和 昭和 しょうわ ハツカ谷 はつかたに
5864 906十和 昭和 しょうわ ハナレキ はなれき
5865 906十和 昭和 しょうわ ヒナワ谷 ひなわたに
5866 906十和 昭和 しょうわ ヒノヂ ひのぢ
5867 906十和 昭和 しょうわ ヒノヂ山 ひのぢやま
5868 906十和 昭和 しょうわ 日番家 ひばんや
5869 906十和 昭和 しょうわ ヒラハエ ひらはえ
5870 906十和 昭和 しょうわ フカザコ ふかざこ
5871 906十和 昭和 しょうわ 藤ノ上 ふじのうえ
5872 906十和 昭和 しょうわ 船木谷 ふなきたに
5873 906十和 昭和 しょうわ 船戸 ふなと
5874 906十和 昭和 しょうわ 船戸ノ上リ ふなとのあがり
5875 906十和 昭和 しょうわ 船渡ノ上 ふなとのうえ
5876 906十和 昭和 しょうわ フ子ノ谷 ふねのたに
5877 906十和 昭和 しょうわ 古川 ふるかわ
5878 906十和 昭和 しょうわ ヘヤガ谷 へやがたに
5879 906十和 昭和 しょうわ 炎谷 ほのおだに
5880 906十和 昭和 しょうわ 又口 またぐち
5881 906十和 昭和 しょうわ 松ケ峠 まつがとうげ
5882 906十和 昭和 しょうわ 松ノ越 まつのこえ
5883 906十和 昭和 しょうわ 三島 みしま
5884 906十和 昭和 しょうわ 三島越 みしまこえ
5885 906十和 昭和 しょうわ 峯屋敷 みねやしき
5886 906十和 昭和 しょうわ ミノコシ みのこし
5887 906十和 昭和 しょうわ 宮上ミ みやかみ
5888 906十和 昭和 しょうわ 宮ノクビ みやのくび
5889 906十和 昭和 しょうわ 宮ノ谷 みやのたに
5890 906十和 昭和 しょうわ 宮ヲク みやをく
5891 906十和 昭和 しょうわ モミヂ もみぢ
5892 906十和 昭和 しょうわ ヤシキ谷 やしきだに
5893 906十和 昭和 しょうわ 柳ノサコ東谷 やなぎのさこひがしだに
5894 906十和 昭和 しょうわ 柳ノ谷 やなぎのたに
5895 906十和 昭和 しょうわ ヨコナイショ よこないしょ
5896 906十和 昭和 しょうわ ヨシロダバ よしろだば
5897 906十和 昭和 しょうわ 渡瀬ノ上リ わたせのあがり
5898 906十和 昭和 しょうわ 渡瀬ノ上 わたせのうえ
5899 906十和 昭和 しょうわ 蕨畝 わらびせ
5900 906十和 昭和 しょうわ ヲカウ子 をかうね
5901 906十和 昭和 しょうわ ヲカバヤシキ をかばやしき
5902 906十和 昭和 しょうわ ヲカヤシキ をかやしき
5903 906十和 昭和 しょうわ ヲキノタ をきのた
5904 906十和 昭和 しょうわ ヲリツキ をりつき
5905 907十和 大井川 おおいがわ アガリ あがり
5906 907十和 大井川 おおいがわ 洗場 あらいば
5907 907十和 大井川 おおいがわ 庵ノ谷 あんのたに
5908 907十和 大井川 おおいがわ 池ケ谷口 いけがたにぐち
5909 907十和 大井川 おおいがわ 池ケ谷向 いけがたにむかう
5910 907十和 大井川 おおいがわ 池田 いけだ
5911 907十和 大井川 おおいがわ 井才越 いさいごし
5912 907十和 大井川 おおいがわ 石フシ西 いしふしにし
5913 907十和 大井川 おおいがわ 石フシノ西 いしふしのにし
5914 907十和 大井川 おおいがわ 石フシノ東 いしふしのひがし
5915 907十和 大井川 おおいがわ 一本木 いっぽんぎ
5916 907十和 大井川 おおいがわ 井手谷口 いでたにぐち
5917 907十和 大井川 おおいがわ 井手ノ谷山 いでのたにやま
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5918 907十和 大井川 おおいがわ 井戸ケ谷 いどがたに
5919 907十和 大井川 おおいがわ 居納屋 いなや
5920 907十和 大井川 おおいがわ 巳家駄場 いなやだば
5921 907十和 大井川 おおいがわ 鰻渕 うなぎぶち
5922 907十和 大井川 おおいがわ 姥ケ懐 うばがふつくろ
5923 907十和 大井川 おおいがわ 梅ノ木谷 うめのきだに
5924 907十和 大井川 おおいがわ 漆谷 うるしだに
5925 907十和 大井川 おおいがわ 漆谷林 うるしだにばやし
5926 907十和 大井川 おおいがわ 王蔵駄場 おうぞうだば
5927 907十和 大井川 おおいがわ 大首 おおくび
5928 907十和 大井川 おおいがわ 大平 おおひら
5929 907十和 大井川 おおいがわ 大本 おおもと
5930 907十和 大井川 おおいがわ 岡 おか
5931 907十和 大井川 おおいがわ 岡林 おかばやし
5932 907十和 大井川 おおいがわ 沖川 おきかわ
5933 907十和 大井川 おおいがわ 沖重 おきじゅう
5934 907十和 大井川 おおいがわ 沖重林 おきじゅうばやし
5935 907十和 大井川 おおいがわ 沖駄場 おきだば
5936 907十和 大井川 おおいがわ 沖林 おきばやし
5937 907十和 大井川 おおいがわ 奥鉢木 おくはちぎ
5938 907十和 大井川 おおいがわ 奥古屋 おくふるや
5939 907十和 大井川 おおいがわ 落田ノ上林 おちだのかみばやし
5940 907十和 大井川 おおいがわ 折ケ谷 おりがたに
5941 907十和 大井川 おおいがわ 折付 おりつき
5942 907十和 大井川 おおいがわ 尾首林 おんびりん
5943 907十和 大井川 おおいがわ 柿ノ木ソリ かきのきそり
5944 907十和 大井川 おおいがわ 鍛治ノ前 かじのまえ
5945 907十和 大井川 おおいがわ 片ゾオ かたぞお
5946 907十和 大井川 おおいがわ 蔓藪 かづらやぶ
5947 907十和 大井川 おおいがわ 鎌下田 かまげた
5948 907十和 大井川 おおいがわ 上ミ一本木山 かみいっぽんぎやま
5949 907十和 大井川 おおいがわ 上岩穴 かみいわな
5950 907十和 大井川 おおいがわ 上ミ落田 かみおちだ
5951 907十和 大井川 おおいがわ 上ミクグツケ かみくぐつけ
5952 907十和 大井川 おおいがわ 上ミ窪 かみくぼ
5953 907十和 大井川 おおいがわ 上クララ かみくらら
5954 907十和 大井川 おおいがわ 上中串 かみなかぐし
5955 907十和 大井川 おおいがわ 上古屋 かみふるや
5956 907十和 大井川 おおいがわ 上防泰 かみぼうたい
5957 907十和 大井川 おおいがわ 上ミ又口 かみまたぐち
5958 907十和 大井川 おおいがわ 烏田 からすだ
5959 907十和 大井川 おおいがわ 唐松谷口 からまつたにぐち
5960 907十和 大井川 おおいがわ 唐松山 からまつやま
5961 907十和 大井川 おおいがわ カロヲト山 かろをとやま
5962 907十和 大井川 おおいがわ 川平山 かわひらやま
5963 907十和 大井川 おおいがわ 岸ノ越 きしのこえ
5964 907十和 大井川 おおいがわ 九畠 きゅうばた
5965 907十和 大井川 おおいがわ 京ケ森 きょうがもり
5966 907十和 大井川 おおいがわ 九才谷 くさいだに
5967 907十和 大井川 おおいがわ 九才谷口 くさいだにぐち
5968 907十和 大井川 おおいがわ 九才谷林 くさいだにばやし
5969 907十和 大井川 おおいがわ 楠元平ラ くすもとひら
5970 907十和 大井川 おおいがわ クナ岩口 くないわぐち
5971 907十和 大井川 おおいがわ 窪 くぼ
5972 907十和 大井川 おおいがわ 倉本 くらもと
5973 907十和 大井川 おおいがわ クララ くらら
5974 907十和 大井川 おおいがわ 五十田 ごじゅうだ
5975 907十和 大井川 おおいがわ 細々向ヲ山 さいさいむこをやま
5976 907十和 大井川 おおいがわ 坂本 さかもと
5977 907十和 大井川 おおいがわ 坂本林 さかもとばやし
5978 907十和 大井川 おおいがわ 鷺ノ巣 さぎのす
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5979 907十和 大井川 おおいがわ 猴打 さるうち
5980 907十和 大井川 おおいがわ 三六屋敷 さんろくやしき
5981 907十和 大井川 おおいがわ 下池ケ谷 しもいけがたに
5982 907十和 大井川 おおいがわ 下居納屋 しもいなや
5983 907十和 大井川 おおいがわ 下モ岩穴 しもいわな
5984 907十和 大井川 おおいがわ 下モ沖 しもおき
5985 907十和 大井川 おおいがわ 下モ落田 しもおちだ
5986 907十和 大井川 おおいがわ 下モクグツケ しもくぐつけ
5987 907十和 大井川 おおいがわ 下モ窪 しもくぼ
5988 907十和 大井川 おおいがわ シモ込ミ しもごみ
5989 907十和 大井川 おおいがわ 下モダバ しもだば
5990 907十和 大井川 おおいがわ 下中串 しもなかぐし
5991 907十和 大井川 おおいがわ 下モ野々串 しもののくし
5992 907十和 大井川 おおいがわ 下モ鉢木 しもはりぎ
5993 907十和 大井川 おおいがわ 拘子駄場 しゃくしだば
5994 907十和 大井川 おおいがわ 寿徳 じゅとく
5995 907十和 大井川 おおいがわ 壽徳林 じゅとくばやし
5996 907十和 大井川 おおいがわ 上口 じょうぐち
5997 907十和 大井川 おおいがわ 新開 しんがい
5998 907十和 大井川 おおいがわ 新通 しんずう
5999 907十和 大井川 おおいがわ 新通山 しんずうやま
6000 907十和 大井川 おおいがわ 水神谷 すいじんだに
6001 907十和 大井川 おおいがわ 砂田 すなだ
6002 907十和 大井川 おおいがわ 曽利 そり
6003 907十和 大井川 おおいがわ 高筧上 たかひのうえ
6004 907十和 大井川 おおいがわ 高筧奥 たかひのおく
6005 907十和 大井川 おおいがわ 瀧山 たきやま
6006 907十和 大井川 おおいがわ 竹窪 たけくぼ
6007 907十和 大井川 おおいがわ 立目口 たつめぐち
6008 907十和 大井川 おおいがわ 田ノ向イ たのむかい
6009 907十和 大井川 おおいがわ 田ノ向イ林 たのむかいばやし
6010 907十和 大井川 おおいがわ 駄場 だば
6011 907十和 大井川 おおいがわ 駄場竹 だばたけ
6012 907十和 大井川 おおいがわ 丁子渕 ちょうじぶち
6013 907十和 大井川 おおいがわ 手箱谷 てばこだに
6014 907十和 大井川 おおいがわ 手箱林 てばこばやし
6015 907十和 大井川 おおいがわ 寺屋敷 てらやしき
6016 907十和 大井川 おおいがわ 藤次田 とうじだ
6017 907十和 大井川 おおいがわ 堂駄場 どうだば
6018 907十和 大井川 おおいがわ 徳根カサコ とくねかさこ
6019 907十和 大井川 おおいがわ 戸崎 とざき
6020 907十和 大井川 おおいがわ 戸崎ハナ とさきはな
6021 907十和 大井川 おおいがわ 鳶ノ子 とびのこ
6022 907十和 大井川 おおいがわ 鳶ノ子口 とびのこぐち
6023 907十和 大井川 おおいがわ トヲショヲ岡 とをしょをおか
6024 907十和 大井川 おおいがわ 中居納屋 なかいなや
6025 907十和 大井川 おおいがわ 中串 なかぐし
6026 907十和 大井川 おおいがわ 中串林 なかぐしばやし
6027 907十和 大井川 おおいがわ 中久保 なかくぼ
6028 907十和 大井川 おおいがわ 中嶋 なかじま
6029 907十和 大井川 おおいがわ 長カ田 なかだ
6030 907十和 大井川 おおいがわ 中谷山 なかたにやま
6031 907十和 大井川 おおいがわ 中ノ越 なかのこし
6032 907十和 大井川 おおいがわ 長畑 ながはた
6033 907十和 大井川 おおいがわ 中鉢木 なかはちぎ
6034 907十和 大井川 おおいがわ 中古屋 なかふるや
6035 907十和 大井川 おおいがわ 中古屋林 なかふるやばやし
6036 907十和 大井川 おおいがわ 七ツサコ ななつさこ
6037 907十和 大井川 おおいがわ 奈路 なろ
6038 907十和 大井川 おおいがわ 奈路脇 なろわき
6039 907十和 大井川 おおいがわ 西ケ谷 にしがたに
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6040 907十和 大井川 おおいがわ 西田 にしだ
6041 907十和 大井川 おおいがわ 西立目 にしたつめ
6042 907十和 大井川 おおいがわ 西立目林 にしたつめばやし
6043 907十和 大井川 おおいがわ 西谷口 にしたにぐち
6044 907十和 大井川 おおいがわ 西田林 にしだばやし
6045 907十和 大井川 おおいがわ 西野々串 にしののくし
6046 907十和 大井川 おおいがわ 橋詰 はしづめ
6047 907十和 大井川 おおいがわ 橋詰上ヘ林 はしづめうえばやし
6048 907十和 大井川 おおいがわ 鉢木 はちぎ
6049 907十和 大井川 おおいがわ 蜂ノ山 はちのやま
6050 907十和 大井川 おおいがわ 日表山 ひうらやま
6051 907十和 大井川 おおいがわ 東串 ひがしくし
6052 907十和 大井川 おおいがわ 東野々串 ひがしののくし
6053 907十和 大井川 おおいがわ 東又口 ひがしまたぐち
6054 907十和 大井川 おおいがわ 東又山 ひがしまたやま
6055 907十和 大井川 おおいがわ 平野 ひらの
6056 907十和 大井川 おおいがわ 平野駄場 ひらのだば
6057 907十和 大井川 おおいがわ 弘瀬ガマ ひろせがま
6058 907十和 大井川 おおいがわ 古駄場 ふるだば
6059 907十和 大井川 おおいがわ 古屋 ふるや
6060 907十和 大井川 おおいがわ 古屋谷 ふるやだに
6061 907十和 大井川 おおいがわ 古屋林 ふるやばやし
6062 907十和 大井川 おおいがわ 防泰 ぼうたい
6063 907十和 大井川 おおいがわ 保登峠 ほどとうげ
6064 907十和 大井川 おおいがわ 堀 ほり
6065 907十和 大井川 おおいがわ 又口 またぐち
6066 907十和 大井川 おおいがわ 松ケ奈路 まつがなろ
6067 907十和 大井川 おおいがわ 松ノハザ まつのはざ
6068 907十和 大井川 おおいがわ 松原 まつばら
6069 907十和 大井川 おおいがわ 三ツ串 みつくし
6070 907十和 大井川 おおいがわ 宮越 みやごえ
6071 907十和 大井川 おおいがわ 宮添 みやぞえ
6072 907十和 大井川 おおいがわ 宮添林 みやぞえばやし
6073 907十和 大井川 おおいがわ 宮ノ上 みやのうえ
6074 907十和 大井川 おおいがわ 宮ノ向イ みやのむかい
6075 907十和 大井川 おおいがわ 向イダバ むかいだば
6076 907十和 大井川 おおいがわ 向ヘ林 むかいばやし
6077 907十和 大井川 おおいがわ ムクノキダバ むくのきだば
6078 907十和 大井川 おおいがわ 目細井口 めぼそいぐち
6079 907十和 大井川 おおいがわ 目細井山 めぼそいやま
6080 907十和 大井川 おおいがわ 森ノ駄場 もりのだば
6081 907十和 大井川 おおいがわ 矢来ノ元 やぎのもと
6082 907十和 大井川 おおいがわ 弥久谷 やきゅうだに
6083 907十和 大井川 おおいがわ 弥久谷山 やきゅうだにやま
6084 907十和 大井川 おおいがわ 山口 やまぐち
6085 907十和 大井川 おおいがわ 山下タ やました
6086 907十和 大井川 おおいがわ 横尾林 よこうばやし
6087 907十和 大井川 おおいがわ 横道下 よこみちした
6088 907十和 大井川 おおいがわ 横道ノ向イ よこみちのむかい
6089 907十和 大井川 おおいがわ 横道山 よこみちやま
6090 908十和 河内 かわうち イカダデン いかだでん
6091 908十和 河内 かわうち イケノモト いけのもと
6092 908十和 河内 かわうち イラズ山 いらずやま
6093 908十和 河内 かわうち 後ロ山 うしろやま
6094 908十和 河内 かわうち ウネ うね
6095 908十和 河内 かわうち 大ヒラ おおひら
6096 908十和 河内 かわうち カツチ山 かつちやま
6097 908十和 河内 かわうち カミホキ かみほき
6098 908十和 河内 かわうち 上ミムカイ山 かみむかいやま
6099 908十和 河内 かわうち 河内ノモト かわちのもと
6100 908十和 河内 かわうち ゲンザイコ げんざいこ
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6101 908十和 河内 かわうち ゲンザイコ山 げんざいこやま
6102 908十和 河内 かわうち 下モ向イ山 しもむかいやま
6103 908十和 河内 かわうち 堤ノ内 つつみのうち
6104 908十和 河内 かわうち ツルイ本 つるいもと
6105 908十和 河内 かわうち 飛地ノ下モ とびちのしも
6106 908十和 河内 かわうち 橋詰 はしづめ
6107 908十和 河内 かわうち 松サコ まつさこ
6108 908十和 河内 かわうち 松サコ口 まつさこぐち
6109 908十和 河内 かわうち 柳ノ本 やなぎのもと
6110 908十和 河内 かわうち ヤモメタ やもめた
6111 909十和 小野 おの 洗場口 あらいばぐち
6112 909十和 小野 おの 幾屋敷 いくやしき
6113 909十和 小野 おの 池ノ谷 いけのたに
6114 909十和 小野 おの 石神 いしがみ
6115 909十和 小野 おの 石橋ノ上ミ いしばしのかみ
6116 909十和 小野 おの 井戸ノ上 いどのうえ
6117 909十和 小野 おの 岩ガラ いわがら
6118 909十和 小野 おの 大久保山 おおくぼやま
6119 909十和 小野 おの 大谷 おおたに
6120 909十和 小野 おの 大ツエ山 おおつえやま
6121 909十和 小野 おの 上川津 かみこうづ
6122 909十和 小野 おの キノク山 きのくやま
6123 909十和 小野 おの 栗ノ木谷 くりのきたに
6124 909十和 小野 おの 皿走山 さらはしりやま
6125 909十和 小野 おの 地蔵ノ上 じぞうのうえ
6126 909十和 小野 おの 志ノ津池口 しのづいけぐち
6127 909十和 小野 おの シノヅノ上 しのづのうえ
6128 909十和 小野 おの シム子山 しむねやま
6129 909十和 小野 おの 下川津 しもこうづ
6130 909十和 小野 おの シモダバ しもだば
6131 909十和 小野 おの 修正田 しゅうしょうでん
6132 909十和 小野 おの 白皇神田 しらおうしんでん
6133 909十和 小野 おの スミノゴミ すみのごみ
6134 909十和 小野 おの 瀬ノ上 せのうえ
6135 909十和 小野 おの 曽我ノ上ミ そがのかみ
6136 909十和 小野 おの 曽我ノ森 そがのもり
6137 909十和 小野 おの 竹藪 たけやぶ
6138 909十和 小野 おの 太夫畑 たゆうばた
6139 909十和 小野 おの 寺中 てらなか
6140 909十和 小野 おの 寺屋式 てらやしき
6141 909十和 小野 おの 直平屋敷 なおひらやしき
6142 909十和 小野 おの ナガザコ ながざこ
6143 909十和 小野 おの 中瀬ノ上 なかせのうえ
6144 909十和 小野 おの 中谷 なかたに
6145 909十和 小野 おの ナカラシ山 なからしやま
6146 909十和 小野 おの 西上川津 にしかみかわづ
6147 909十和 小野 おの 西ヤシキ にしやしき
6148 909十和 小野 おの ヌタクボ ぬたくぼ
6149 909十和 小野 おの 萩高 はぎだか
6150 909十和 小野 おの 東上川津 ひがしかみこうづ
6151 909十和 小野 おの 彦三屋敷 ひこざやしき
6152 909十和 小野 おの 樋ノ口 ひのくち
6153 909十和 小野 おの ヘンロクヨヲ へんろくよを
6154 909十和 小野 おの 松サコ まつさこ
6155 909十和 小野 おの 南駄場 みなみだば
6156 909十和 小野 おの 柳ノ久保 やなぎのくぼ
6157 909十和 小野 おの 薮ヶ谷 やぶがたに
6158 909十和 小野 おの 山麦田 やまむぎでん
6159 909十和 小野 おの 横畠 よこばたけ
6160 909十和 小野 おの 與セケ谷 よせがたに
6161 909十和 小野 おの 櫓木山 ろぎやま
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6162 909十和 小野 おの 蕨川谷 わらびかわだに
6163 909十和 小野 おの ヲケゴデン をけごでん
6164 910十和 久保川 くぼかわ 井手ノ上 いでのうえ
6165 910十和 久保川 くぼかわ 今ハタ いまはた
6166 910十和 久保川 くぼかわ ウシノダバ うしのだば
6167 910十和 久保川 くぼかわ ウスギ うすぎ
6168 910十和 久保川 くぼかわ 馬駄場 うまのだば
6169 910十和 久保川 くぼかわ 大サコ おおさこ
6170 910十和 久保川 くぼかわ 大森口 おおもりぐち
6171 910十和 久保川 くぼかわ カクレサコ かくれさこ
6172 910十和 久保川 くぼかわ カゲヂ かげぢ
6173 910十和 久保川 くぼかわ 上袖山 かみそでやま
6174 910十和 久保川 くぼかわ 上ミダ かみだ
6175 910十和 久保川 くぼかわ 川奥 かわおく
6176 910十和 久保川 くぼかわ 北平 きたひら
6177 910十和 久保川 くぼかわ キヲンヤシキ きをんやしき
6178 910十和 久保川 くぼかわ ギヲンヤシキ ぎをんやしき
6179 910十和 久保川 くぼかわ 久保ヤシキ くぼやしき
6180 910十和 久保川 くぼかわ 小椎尾 こじお
6181 910十和 久保川 くぼかわ 小徳 ことく
6182 910十和 久保川 くぼかわ 琴平ノ下タ ことひらのした
6183 910十和 久保川 くぼかわ サカノブ さかのぶ
6184 910十和 久保川 くぼかわ 崎山 さきやま
6185 910十和 久保川 くぼかわ シダ尾 しだお
6186 910十和 久保川 くぼかわ シダヲ山 しだをやま
6187 910十和 久保川 くぼかわ 清水コヱ しみずこえ
6188 910十和 久保川 くぼかわ 蛇畑 じゃばた
6189 910十和 久保川 くぼかわ 杉ノダバ すぎのだば
6190 910十和 久保川 くぼかわ 惣円畑 そうえんばた
6191 910十和 久保川 くぼかわ 袖 そで
6192 910十和 久保川 くぼかわ 谷口下モツエ たにぐちしもつえ
6193 910十和 久保川 くぼかわ ダバ だば
6194 910十和 久保川 くぼかわ 茶ノ木 ちゃのき
6195 910十和 久保川 くぼかわ ヅウヅウ づうづう
6196 910十和 久保川 くぼかわ ツヅラヲイ つづらをい
6197 910十和 久保川 くぼかわ 寺ノ西 てらのにし
6198 910十和 久保川 くぼかわ 天神免 てんじんめん
6199 910十和 久保川 くぼかわ 天王山 てんのうざん
6200 910十和 久保川 くぼかわ 峠ノダバ とうのだば
6201 910十和 久保川 くぼかわ 長尾 ながお
6202 910十和 久保川 くぼかわ 長塔 ながさこ
6203 910十和 久保川 くぼかわ ヌタノダバ ぬたのだば
6204 910十和 久保川 くぼかわ ノヅチ のづち
6205 910十和 久保川 くぼかわ ハチノス はちのす
6206 910十和 久保川 くぼかわ ヒキチ ひきち
6207 910十和 久保川 くぼかわ 松尾 まつお
6208 910十和 久保川 くぼかわ 松ケハナ まつがはな
6209 910十和 久保川 くぼかわ 松サコ まつさこ
6210 910十和 久保川 くぼかわ ミドウ みどう
6211 910十和 久保川 くぼかわ 森分 もりぶん
6212 910十和 久保川 くぼかわ ヤケソ谷 やけそたに
6213 910十和 久保川 くぼかわ ヨコワラビ よこわらび
6214 910十和 久保川 くぼかわ ワタリガ谷 わたりがたに
6215 911十和 大道 おおどう アカヅエ あかづえ
6216 911十和 大道 おおどう アキギリ あきぎり
6217 911十和 大道 おおどう アシヤマ あしやま
6218 911十和 大道 おおどう イガダ いがだ
6219 911十和 大道 おおどう 石神 いしがみ
6220 911十和 大道 おおどう イシナベ いしなべ
6221 911十和 大道 おおどう イシホトケ いしほとけ
6222 911十和 大道 おおどう 伊勢松 いせまつ
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6223 911十和 大道 おおどう イットイギ いっといぎ
6224 911十和 大道 おおどう イモヂ いもぢ
6225 911十和 大道 おおどう 上ハスギ うはすぎ
6226 911十和 大道 おおどう ウリギ うりぎ
6227 911十和 大道 おおどう ウルシガクボ うるしがくぼ
6228 911十和 大道 おおどう 大カゲ おおかげ
6229 911十和 大道 おおどう 大サコ おおさこ
6230 911十和 大道 おおどう 大バタ おおばた
6231 911十和 大道 おおどう 大ヒラ おおひら
6232 911十和 大道 おおどう カクレバタ かくればた
6233 911十和 大道 おおどう カゲヂ かげぢ
6234 911十和 大道 おおどう カゲバタ かげばた
6235 911十和 大道 おおどう カゲヒラ かげひら
6236 911十和 大道 おおどう カトロ かとろ
6237 911十和 大道 おおどう カトロタニ かとろたに
6238 911十和 大道 おおどう カニゴエ かにごえ
6239 911十和 大道 おおどう カノヲギ かのをぎ
6240 911十和 大道 おおどう 上ミ川平 かみかわひら
6241 911十和 大道 おおどう カミダ かみだ
6242 911十和 大道 おおどう 上フチガサコ かみふちがさこ
6243 911十和 大道 おおどう カミヤシキ かみやしき
6244 911十和 大道 おおどう 川バタ かわばた
6245 911十和 大道 おおどう 川平 かわひら
6246 911十和 大道 おおどう カンドヲ かんどを
6247 911十和 大道 おおどう キクノネ きくのね
6248 911十和 大道 おおどう キタバタケ きたばたけ
6249 911十和 大道 おおどう キリノキ きりのき
6250 911十和 大道 おおどう クサギヤブ くさぎやぶ
6251 911十和 大道 おおどう クスノ くすの
6252 911十和 大道 おおどう 久保 くぼ
6253 911十和 大道 おおどう クボノ くぼの
6254 911十和 大道 おおどう 久保ノ上 くぼのうえ
6255 911十和 大道 おおどう クリノキ くりのき
6256 911十和 大道 おおどう クロバイ くろばい
6257 911十和 大道 おおどう クワカケ松 くわかけまつ
6258 911十和 大道 おおどう クワギ くわぎ
6259 911十和 大道 おおどう コゴエ こごえ
6260 911十和 大道 おおどう コジヲ こじを
6261 911十和 大道 おおどう コノヂバタ このぢばた
6262 911十和 大道 おおどう サガリ さがり
6263 911十和 大道 おおどう サクラガウ子 さくらがうね
6264 911十和 大道 おおどう サクラガホリ さくらがほり
6265 911十和 大道 おおどう ササ ささ
6266 911十和 大道 おおどう ササノヲイ ささのをい
6267 911十和 大道 おおどう 笹平山 ささひらやま
6268 911十和 大道 おおどう サヲ さを
6269 911十和 大道 おおどう 下モウヅ しもうづ
6270 911十和 大道 おおどう 下タスギ しもたすぎ
6271 911十和 大道 おおどう シモダニ しもだに
6272 911十和 大道 おおどう シモマツヲ しもまつを
6273 911十和 大道 おおどう 下屋式 しもやしき
6274 911十和 大道 おおどう シユジウ しゆじう
6275 911十和 大道 おおどう ジョヲキン じょをきん
6276 911十和 大道 おおどう スギヤブ すぎやぶ
6277 911十和 大道 おおどう スズ すず
6278 911十和 大道 おおどう セゴシ せごし
6279 911十和 大道 おおどう セリダ せりだ
6280 911十和 大道 おおどう ゼン子ヂ ぜんねぢ
6281 911十和 大道 おおどう タカノ たかの
6282 911十和 大道 おおどう タカヒラ たかひら
6283 911十和 大道 おおどう タクミ たくみ
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6284 911十和 大道 おおどう タノコエ たのこえ
6285 911十和 大道 おおどう 駄場 だば
6286 911十和 大道 おおどう チウダ ちうだ
6287 911十和 大道 おおどう チガヤ ちがや
6288 911十和 大道 おおどう チヨコゼ ちよこぜ
6289 911十和 大道 おおどう ツエガホリ つえがほり
6290 911十和 大道 おおどう ツヱタニ つえたに
6291 911十和 大道 おおどう テンノヲ てんのを
6292 911十和 大道 おおどう トカタヲ とかたを
6293 911十和 大道 おおどう トガタヲ とがたを
6294 911十和 大道 おおどう 鳥越 とりごえ
6295 911十和 大道 おおどう トヲロ とをろ
6296 911十和 大道 おおどう 長谷 ながたに
6297 911十和 大道 おおどう ナカバタ なかばた
6298 911十和 大道 おおどう ナロ なろ
6299 911十和 大道 おおどう ナ呂畠 なろばた
6300 911十和 大道 おおどう ニ井ダマタ にいだまた
6301 911十和 大道 おおどう 西タシロ にしたしろ
6302 911十和 大道 おおどう 西藪 にしやぶ
6303 911十和 大道 おおどう 子ギノタニ ねぎのたに
6304 911十和 大道 おおどう 子ズミカウチ ねずみかうち
6305 911十和 大道 おおどう ハイガサコ はいがさこ
6306 911十和 大道 おおどう ハシヅメ はしづめ
6307 911十和 大道 おおどう ハシヲ はしを
6308 911十和 大道 おおどう ハチガヲイ はちがをい
6309 911十和 大道 おおどう ハルダニ はるだに
6310 911十和 大道 おおどう ヒウラ ひうら
6311 911十和 大道 おおどう ヒガシカゲ ひがしかげ
6312 911十和 大道 おおどう ヒガシタシロ ひがしたしろ
6313 911十和 大道 おおどう ヒコヲ ひこを
6314 911十和 大道 おおどう ヒソヲ ひそを
6315 911十和 大道 おおどう ヒノクチ ひのくち
6316 911十和 大道 おおどう ヒミチ ひみち
6317 911十和 大道 おおどう ヒヨスゲ ひよすげ
6318 911十和 大道 おおどう ヒラ ひら
6319 911十和 大道 おおどう フチガサコ ふちがさこ
6320 911十和 大道 おおどう 不動 ふどう
6321 911十和 大道 おおどう フルアン ふるあん
6322 911十和 大道 おおどう 古家谷 ふるやたに
6323 911十和 大道 おおどう 文蔵地 ぶんぞうち
6324 911十和 大道 おおどう ホトカタヲ ほとかたを
6325 911十和 大道 おおどう ホトガタヲ ほとがたを
6326 911十和 大道 おおどう ホドガタヲ ほどがたを
6327 911十和 大道 おおどう 孫右門 まごえもん
6328 911十和 大道 おおどう マツハシラ まつはしら
6329 911十和 大道 おおどう ミヅナシ みづなし
6330 911十和 大道 おおどう ミトシロ みとしろ
6331 911十和 大道 おおどう ムカイダバ むかいだば
6332 911十和 大道 おおどう ムカイバタ むかいばた
6333 911十和 大道 おおどう ムカイヤシキ むかいやしき
6334 911十和 大道 おおどう モリ もり
6335 911十和 大道 おおどう ヤケソ やけそ
6336 911十和 大道 おおどう 山ノ神 やまのかみ
6337 911十和 大道 おおどう 山伏峠 やまぶしとうげ
6338 911十和 大道 おおどう 山モト やまもと
6339 911十和 大道 おおどう ヤンザ やんざ
6340 911十和 大道 おおどう ヨセノモト よせのもと
6341 911十和 大道 おおどう ロクロヲバ ろくろをば
6342 911十和 大道 おおどう ワカミヤ わかみや
6343 911十和 大道 おおどう 渡リ道 わたりみち
6344 911十和 大道 おおどう ワナノ わなの
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6345 911十和 大道 おおどう ヲシカワ をしかわ
6346 911十和 大道 おおどう ヲシヲ をしを
6347 911十和 大道 おおどう ヲリツキ をりつき
6348 911十和 大道 おおどう ヲリヲ をりを
6349 911十和 大道 おおどう ヲヲダチ ををだち
6350 911十和 大道 おおどう ヲヲダバ ををだば
6351 912十和 十川 とおかわ 赤ヅエ あかづえ
6352 912十和 十川 とおかわ 赤ヅエ口 あかづえくち
6353 912十和 十川 とおかわ アカヌタ あかぬた
6354 912十和 十川 とおかわ 赤奴多 あかやった
6355 912十和 十川 とおかわ アサリヨシ あさりよし
6356 912十和 十川 とおかわ 石井 いしい
6357 912十和 十川 とおかわ 石井口 いしいぐち
6358 912十和 十川 とおかわ 石神 いしがみ
6359 912十和 十川 とおかわ 石神谷 いしがみたに
6360 912十和 十川 とおかわ 石切谷 いしきりだに
6361 912十和 十川 とおかわ 石ノクボ いしのくぼ
6362 912十和 十川 とおかわ 石ノクボヲク いしのくぼをく
6363 912十和 十川 とおかわ イセノダバ いせのだば
6364 912十和 十川 とおかわ 板ヤ いたや
6365 912十和 十川 とおかわ イツカ谷 いつかたに
6366 912十和 十川 とおかわ イノカミ いのかみ
6367 912十和 十川 とおかわ 井ノヲク いのをく
6368 912十和 十川 とおかわ 今成向 いまなりむかい
6369 912十和 十川 とおかわ ウハカヲ うはかを
6370 912十和 十川 とおかわ ウルシザコ うるしざこ
6371 912十和 十川 とおかわ ウルシザコ上エ うるしざこうえ
6372 912十和 十川 とおかわ ウルシ谷 うるしたに
6373 912十和 十川 とおかわ エンヂ畠 えんぢばた
6374 912十和 十川 とおかわ 大石 おおいし
6375 912十和 十川 とおかわ 大久保 おおくぼ
6376 912十和 十川 とおかわ 大サコ おおさこ
6377 912十和 十川 とおかわ 大谷 おおたに
6378 912十和 十川 とおかわ 大ヒラ口 おおひらぐち
6379 912十和 十川 とおかわ 大平畠 おおひらばた
6380 912十和 十川 とおかわ 大堀 おおほり
6381 912十和 十川 とおかわ 奥コウヅ おくこうづ
6382 912十和 十川 とおかわ 奥鍋谷 おくなべたに
6383 912十和 十川 とおかわ 尾サキ田 おさきだ
6384 912十和 十川 とおかわ 押川 おしかわ
6385 912十和 十川 とおかわ 小ノ田 おのだ
6386 912十和 十川 とおかわ 小ノヅラ おのづら
6387 912十和 十川 とおかわ カイドノ かいどの
6388 912十和 十川 とおかわ カイドノ向イ かいどのむかい
6389 912十和 十川 とおかわ カカマガ谷 かかまがたに
6390 912十和 十川 とおかわ カカリヤ かかりや
6391 912十和 十川 とおかわ カゴマタ かごまた
6392 912十和 十川 とおかわ カチヤ谷 かちやたに
6393 912十和 十川 とおかわ カヅラ かづら
6394 912十和 十川 とおかわ カドノ向イ かどのむかい
6395 912十和 十川 とおかわ カドノモト かどのもと
6396 912十和 十川 とおかわ カナラシ かならし
6397 912十和 十川 とおかわ カナラシ山 かならしやま
6398 912十和 十川 とおかわ 上ミ小ノ かみおの
6399 912十和 十川 とおかわ カミ田 かみだ
6400 912十和 十川 とおかわ カミヒラ かみひら
6401 912十和 十川 とおかわ カミムカイ かみむかい
6402 912十和 十川 とおかわ 上向イ奥 かみむかいおく
6403 912十和 十川 とおかわ 上ミ向イヲリ かみむかいをり
6404 912十和 十川 とおかわ カミヤシキ かみやしき
6405 912十和 十川 とおかわ 上屋式ノ上エ かみやしきのうえ
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6406 912十和 十川 とおかわ 川久保 かわくぼ
6407 912十和 十川 とおかわ カンツクリ かんつくり
6408 912十和 十川 とおかわ キノコ きのこ
6409 912十和 十川 とおかわ キヨミス きよみす
6410 912十和 十川 とおかわ 楠ノ木ヒラ くすのきひら
6411 912十和 十川 とおかわ 久保田 くぼた
6412 912十和 十川 とおかわ 久保山 くぼやま
6413 912十和 十川 とおかわ 源太郎屋敷 げんたろうやしき
6414 912十和 十川 とおかわ 小貝 こかい
6415 912十和 十川 とおかわ 小貝谷 こかいだに
6416 912十和 十川 とおかわ コザコ こざこ
6417 912十和 十川 とおかわ 小四郎 こしろう
6418 912十和 十川 とおかわ コブジ郎 こぶじろう
6419 912十和 十川 とおかわ コヲヅ口 こをづくち
6420 912十和 十川 とおかわ サカウズ さかうず
6421 912十和 十川 とおかわ 桜原 さくらばら
6422 912十和 十川 とおかわ 札打松 さつだまつ
6423 912十和 十川 とおかわ サルウチ さるうち
6424 912十和 十川 とおかわ 三条谷 さんじょうだに
6425 912十和 十川 とおかわ 四久原 しきゅうばら
6426 912十和 十川 とおかわ 四久原口 しきゅうばらぐち
6427 912十和 十川 とおかわ 四久堀 しきゅうぼり
6428 912十和 十川 とおかわ シモクボ しもくぼ
6429 912十和 十川 とおかわ 下モゴミ しもごみ
6430 912十和 十川 とおかわ シモ向ヲ しもむかを
6431 912十和 十川 とおかわ 女郎池 じょろういけ
6432 912十和 十川 とおかわ ショヲブン しょをぶん
6433 912十和 十川 とおかわ シヨヲブン しよをぶん
6434 912十和 十川 とおかわ 白皇 しらおう
6435 912十和 十川 とおかわ 新堀田 しんほりでん
6436 912十和 十川 とおかわ ススキダバ すすきだば
6437 912十和 十川 とおかわ セトノカミ せとのかみ
6438 912十和 十川 とおかわ セリノヒタ せりのひた
6439 912十和 十川 とおかわ センダカ橋 せんだかばし
6440 912十和 十川 とおかわ タカノス たかのす
6441 912十和 十川 とおかわ 高畠 たかばた
6442 912十和 十川 とおかわ 谷本 たにもと
6443 912十和 十川 とおかわ 谷本口 たにもとぐち
6444 912十和 十川 とおかわ ヂイノ向イ ぢいのむかい
6445 912十和 十川 とおかわ ツエ谷 つえたに
6446 912十和 十川 とおかわ ツエダバ つえだば
6447 912十和 十川 とおかわ 杖ノ堀 つえのほり
6448 912十和 十川 とおかわ ツツジ つつじ
6449 912十和 十川 とおかわ 寺ノ西 てらのにし
6450 912十和 十川 とおかわ 戸石ノサコ といしのさこ
6451 912十和 十川 とおかわ 戸川堺 とがわざかい
6452 912十和 十川 とおかわ トビノコ とびのこ
6453 912十和 十川 とおかわ トリノス とりのす
6454 912十和 十川 とおかわ 鳥ノスノカミ とりのすのかみ
6455 912十和 十川 とおかわ 直平屋敷 なおひらやしき
6456 912十和 十川 とおかわ ナカコヤ なかこや
6457 912十和 十川 とおかわ ナガサコ ながさこ
6458 912十和 十川 とおかわ ナガザコ ながざこ
6459 912十和 十川 とおかわ ナカタ なかた
6460 912十和 十川 とおかわ ナガ田 ながた
6461 912十和 十川 とおかわ 長畠 ながばた
6462 912十和 十川 とおかわ 中屋敷 なかやしき
6463 912十和 十川 とおかわ ナカヲク なかをく
6464 912十和 十川 とおかわ 鍋谷 なべたに
6465 912十和 十川 とおかわ 西ノヲキ にしのをき
6466 912十和 十川 とおかわ 西横臼 にしよこうす
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6467 912十和 十川 とおかわ ハキ高 はきだか
6468 912十和 十川 とおかわ ハゲ はげ
6469 912十和 十川 とおかわ 畠ケ谷 はたがたに
6470 912十和 十川 とおかわ 八幡ノ前 はちばんのまえ
6471 912十和 十川 とおかわ ハマシロヲ はましろを
6472 912十和 十川 とおかわ 原井川 はらいがわ
6473 912十和 十川 とおかわ 東又 ひがしまた
6474 912十和 十川 とおかわ 東横臼 ひがしよこうす
6475 912十和 十川 とおかわ ヒキチ ひきち
6476 912十和 十川 とおかわ ヒキワリ ひきわり
6477 912十和 十川 とおかわ ヒノサコ ひのさこ
6478 912十和 十川 とおかわ 百人地 ひゃくにんち
6479 912十和 十川 とおかわ ヒラ畠 ひらはた
6480 912十和 十川 とおかわ 渕ケ谷 ふちがだに
6481 912十和 十川 とおかわ 仏ケ堂 ふつがどう
6482 912十和 十川 とおかわ 船戸 ふなと
6483 912十和 十川 とおかわ 船ノサコ ふねのさこ
6484 912十和 十川 とおかわ フルヤ ふるや
6485 912十和 十川 とおかわ ホケノモト ほけのもと
6486 912十和 十川 とおかわ マタ七 またしち
6487 912十和 十川 とおかわ 松ノコエ まつのこえ
6488 912十和 十川 とおかわ 松本口 まつもとぐち
6489 912十和 十川 とおかわ 松本谷 まつもとだに
6490 912十和 十川 とおかわ 宮ノ口 みやのくち
6491 912十和 十川 とおかわ 宮ノヒラ みやのひら
6492 912十和 十川 とおかわ 宮ノ堀 みやのほり
6493 912十和 十川 とおかわ 宮ノ向イ みやのむかい
6494 912十和 十川 とおかわ 宮ノヲク みやのをく
6495 912十和 十川 とおかわ 宮ンバ みやんば
6496 912十和 十川 とおかわ 妙ホン みょうほん
6497 912十和 十川 とおかわ 向イ むかい
6498 912十和 十川 とおかわ 向イショブン むかいしょぶん
6499 912十和 十川 とおかわ 向イシヨブン むかいしよぶん
6500 912十和 十川 とおかわ ム子の林 むねのはやし
6501 912十和 十川 とおかわ ヤサケビ やさけび
6502 912十和 十川 とおかわ 藪ケ谷 やぶがだに
6503 912十和 十川 とおかわ 山ノ神 やまのかみ
6504 912十和 十川 とおかわ 横道 よこみち
6505 912十和 十川 とおかわ 横道ノ上 よこみちのうえ
6506 912十和 十川 とおかわ ヨセガ谷 よせがたに
6507 912十和 十川 とおかわ ヨセガ谷口 よせがだにぐち
6508 912十和 十川 とおかわ 六代 ろくだい
6509 912十和 十川 とおかわ ロンデン ろんでん
6510 912十和 十川 とおかわ ワカ宮 わかみや
6511 912十和 十川 とおかわ 若宮ノ向イ わかみやのむかい
6512 912十和 十川 とおかわ ヲチ山口 をちやまぐち
6513 912十和 十川 とおかわ ヲヲツエ ををつえ
6514 912十和 十川 とおかわ ヲヲヒラ ををひら
6515 912十和 十川 とおかわ ヲンヂダバ をんぢだば
6516 913十和 戸川 とがわ 赤岩山 あかいわやま
6517 913十和 戸川 とがわ 穴神 あながみ
6518 913十和 戸川 とがわ アライバ あらいば
6519 913十和 戸川 とがわ イクシ畑 いくしばた
6520 913十和 戸川 とがわ イクジ畑 いくじばた
6521 913十和 戸川 とがわ 石ノ子 いしのこ
6522 913十和 戸川 とがわ イセ畑 いせばた
6523 913十和 戸川 とがわ 市畠 いちばた
6524 913十和 戸川 とがわ イナクボ いなくぼ
6525 913十和 戸川 とがわ 犬伏山 いぬぶしやま
6526 913十和 戸川 とがわ 今ザイケ いまざいけ
6527 913十和 戸川 とがわ 岩瀬戸 いわせど



四万十町の字一覧（大字別あいうえお順）

2016/8/17 108/121 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要
6528 913十和 戸川 とがわ 岩松ケ峯 いわつがみね
6529 913十和 戸川 とがわ 牛ケ作 うしがつくり
6530 913十和 戸川 とがわ 牛熊山 うしぐまやま
6531 913十和 戸川 とがわ 牛ノダバ うしのだば
6532 913十和 戸川 とがわ 牛ノダバ山 うしのだばやま
6533 913十和 戸川 とがわ 上御堂 うわみどう
6534 913十和 戸川 とがわ 大小路 おおしょうじ
6535 913十和 戸川 とがわ 大滝山 おおたきやま
6536 913十和 戸川 とがわ 黄幡 おおばん
6537 913十和 戸川 とがわ 黄幡ノ向 おおばんのむこう
6538 913十和 戸川 とがわ 大平 おおひら
6539 913十和 戸川 とがわ 大平山 おおひらやま
6540 913十和 戸川 とがわ 大屋式 おおやしき
6541 913十和 戸川 とがわ 岡ノ上 おかのうえ
6542 913十和 戸川 とがわ 岡ノ前 おかのまえ
6543 913十和 戸川 とがわ 岡ノ向 おかのむこう
6544 913十和 戸川 とがわ カイデ かいで
6545 913十和 戸川 とがわ カイデ山 かいでやま
6546 913十和 戸川 とがわ カキノキザコ かきのきざこ
6547 913十和 戸川 とがわ カゲヒラ かげひら
6548 913十和 戸川 とがわ カゲヒラ山 かげひらやま
6549 913十和 戸川 とがわ 鍛治屋林 かじやばやし
6550 913十和 戸川 とがわ カヂヤノサキ かぢやのさき
6551 913十和 戸川 とがわ 上大平 かみおおひら
6552 913十和 戸川 とがわ 上大屋式 かみおおやしき
6553 913十和 戸川 とがわ カミカゲヒラ かみかげひら
6554 913十和 戸川 とがわ 上カツロ かみかつろ
6555 913十和 戸川 とがわ 上久保 かみくぼ
6556 913十和 戸川 とがわ 上熊ノ峠 かみくまのとう
6557 913十和 戸川 とがわ 上シャウユウ かみしゃうゆう
6558 913十和 戸川 とがわ 上高野 かみたかの
6559 913十和 戸川 とがわ 上タキツメ かみたきつめ
6560 913十和 戸川 とがわ 上橋ケ谷 かみはしがたに
6561 913十和 戸川 とがわ 上屋式 かみやしき
6562 913十和 戸川 とがわ キク畑 きくばた
6563 913十和 戸川 とがわ 北大平 きたおおひら
6564 913十和 戸川 とがわ クスノ谷 くすのたに
6565 913十和 戸川 とがわ 久保田 くぼた
6566 913十和 戸川 とがわ 久保林 くぼばやし
6567 913十和 戸川 とがわ 久保ヒラ くぼひら
6568 913十和 戸川 とがわ 久保屋式 くぼやしき
6569 913十和 戸川 とがわ 久保山 くぼやま
6570 913十和 戸川 とがわ 熊ノ峠 くまのとう
6571 913十和 戸川 とがわ 熊ノ峠山 くまのとうやま
6572 913十和 戸川 とがわ クル石又山 くるいしまたやま
6573 913十和 戸川 とがわ 源佐小家場山 げんざこやばやま
6574 913十和 戸川 とがわ ゲンバサコ げんばさこ
6575 913十和 戸川 とがわ コダツメ こだつめ
6576 913十和 戸川 とがわ コノイデ このいで
6577 913十和 戸川 とがわ 小畑 こばた
6578 913十和 戸川 とがわ サイマ さいま
6579 913十和 戸川 とがわ 坂本 さかもと
6580 913十和 戸川 とがわ 坂本屋式 さかもとやしき
6581 913十和 戸川 とがわ 坂本山 さかもとやま
6582 913十和 戸川 とがわ サセゴザコ させござこ
6583 913十和 戸川 とがわ サセブザコ させぶざこ
6584 913十和 戸川 とがわ 下大屋式 しもおおやしき
6585 913十和 戸川 とがわ 下カツロ しもかつろ
6586 913十和 戸川 とがわ 下久保 しもくぼ
6587 913十和 戸川 とがわ 下熊ノ峠 しもくまのとう
6588 913十和 戸川 とがわ 下サイマ しもさいま
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6589 913十和 戸川 とがわ 下サコ しもさこ
6590 913十和 戸川 とがわ 下サコクチ しもさこくち
6591 913十和 戸川 とがわ 下セイ谷 しもせいたに
6592 913十和 戸川 とがわ 下田 しもだ
6593 913十和 戸川 とがわ 下高野 しもたかの
6594 913十和 戸川 とがわ 下瀧詰山 しもたきづめやま
6595 913十和 戸川 とがわ 下田ノ上 しもだのうえ
6596 913十和 戸川 とがわ 下橋ケ谷 しもはしがたに
6597 913十和 戸川 とがわ 下ヒビラ しもひびら
6598 913十和 戸川 とがわ 下御堂 しもみどう
6599 913十和 戸川 とがわ 下向 しもむこう
6600 913十和 戸川 とがわ 下屋式 しもやしき
6601 913十和 戸川 とがわ 下ヨコトリ しもよことり
6602 913十和 戸川 とがわ シャウユウ畑 しゃうゆうばた
6603 913十和 戸川 とがわ 庄五郎山 しょうごろうやま
6604 913十和 戸川 とがわ 白皇 しらおう
6605 913十和 戸川 とがわ 白皇山 しらおうやま
6606 913十和 戸川 とがわ 白岩山 しろいわやま
6607 913十和 戸川 とがわ 新大滝山 しんおおたきやま
6608 913十和 戸川 とがわ シンカイノ上 しんかいのうえ
6609 913十和 戸川 とがわ 新屋式 しんやしき
6610 913十和 戸川 とがわ 新林山 しんりんやま
6611 913十和 戸川 とがわ スクノ谷 すくのたに
6612 913十和 戸川 とがわ スクノ谷口 すくのたにぐち
6613 913十和 戸川 とがわ セイ谷 せいだに
6614 913十和 戸川 とがわ セイ谷口 せいだにぐち
6615 913十和 戸川 とがわ 瀬戸頭 せとがしら
6616 913十和 戸川 とがわ 瀬戸ノ上 せとのうえ
6617 913十和 戸川 とがわ 高野山 たかのやま
6618 913十和 戸川 とがわ 滝詰山 たきづめやま
6619 913十和 戸川 とがわ タキノ上 たきのうえ
6620 913十和 戸川 とがわ 滝山 たきやま
6621 913十和 戸川 とがわ 茶堂ノ上 ちゃどうのうえ
6622 913十和 戸川 とがわ 千良林堂 ちらりんどう
6623 913十和 戸川 とがわ ツエノスソ つえのすそ
6624 913十和 戸川 とがわ 釣切山 つりきりやま
6625 913十和 戸川 とがわ 天神ノ奥 てんじんのおく
6626 913十和 戸川 とがわ ドイノヲキ どいのをき
6627 913十和 戸川 とがわ 藤九郎 とうくろう
6628 913十和 戸川 とがわ 藤九郎山 とうくろうやま
6629 913十和 戸川 とがわ トク畑 とくばた
6630 913十和 戸川 とがわ ドヲドヲ どをどを
6631 913十和 戸川 とがわ トヲドヲチ とをどをち
6632 913十和 戸川 とがわ 中カツロ なかかつろ
6633 913十和 戸川 とがわ ナガサコ ながさこ
6634 913十和 戸川 とがわ 中タキツメ なかたきつめ
6635 913十和 戸川 とがわ 中ノ川山 なかのかわやま
6636 913十和 戸川 とがわ 中畑 なかはた
6637 913十和 戸川 とがわ 長畑 ながばた
6638 913十和 戸川 とがわ 中畑山 なかはたやま
6639 913十和 戸川 とがわ 中林 なかばやし
6640 913十和 戸川 とがわ 中屋式 なかやしき
6641 913十和 戸川 とがわ 中屋敷山 なかやしきやま
6642 913十和 戸川 とがわ 西大小路 にしおおしょうじ
6643 913十和 戸川 とがわ 西大平 にしおおひら
6644 913十和 戸川 とがわ ニロヲ子 にろをね
6645 913十和 戸川 とがわ 子キワラ ねきわら
6646 913十和 戸川 とがわ 野口 のぐち
6647 913十和 戸川 とがわ 野口山 のぐちやま
6648 913十和 戸川 とがわ 野路畠 のじばたけ
6649 913十和 戸川 とがわ ノツチ山 のつちやま
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6650 913十和 戸川 とがわ 登リ尾 のぼりお
6651 913十和 戸川 とがわ 登尾口 のぼりおくち
6652 913十和 戸川 とがわ ノボリヲ のぼりを
6653 913十和 戸川 とがわ ハイノハダ はいのはだ
6654 913十和 戸川 とがわ ハゴ山 はごやま
6655 913十和 戸川 とがわ ハサ はさ
6656 913十和 戸川 とがわ 橋ケサコ山 はしがさこやま
6657 913十和 戸川 とがわ 橋ノ下 はしのした
6658 913十和 戸川 とがわ ハシ畑 はしばた
6659 913十和 戸川 とがわ 東カツロ ひがしかつろ
6660 913十和 戸川 とがわ ヒキチ ひきち
6661 913十和 戸川 とがわ ヒキチ屋式 ひきちやしき
6662 913十和 戸川 とがわ ヒキチ山 ひきちやま
6663 913十和 戸川 とがわ 一ツ風呂 ひとつぶろ
6664 913十和 戸川 とがわ ヒノ口 ひのくち
6665 913十和 戸川 とがわ 兵五郎山 ひょうごろうやま
6666 913十和 戸川 とがわ 日吉 ひよし
6667 913十和 戸川 とがわ 平畠 ひらばたけ
6668 913十和 戸川 とがわ 古カヂヤ ふるかぢや
6669 913十和 戸川 とがわ 古田 ふるた
6670 913十和 戸川 とがわ ホソリ ほそり
6671 913十和 戸川 とがわ ホトケドヲ ほとけどを
6672 913十和 戸川 とがわ ホドヲ子 ほどをね
6673 913十和 戸川 とがわ ホリキリ ほりきり
6674 913十和 戸川 とがわ ホリ切谷口 ほりきりたにぐち
6675 913十和 戸川 とがわ 堀切山 ほりきりやま
6676 913十和 戸川 とがわ ホリ田 ほりた
6677 913十和 戸川 とがわ マキ山 まきやま
6678 913十和 戸川 とがわ 松ノ平 まつのひら
6679 913十和 戸川 とがわ 松ノ平山 まつのひらやま
6680 913十和 戸川 とがわ 水口山 みずくちやま
6681 913十和 戸川 とがわ 南大平 みなみおおひら
6682 913十和 戸川 とがわ 宮ノ瀬 みやのせ
6683 913十和 戸川 とがわ 宮ノ谷 みやのたに
6684 913十和 戸川 とがわ 宮ノ向 みやのむこう
6685 913十和 戸川 とがわ 宮ノ向山 みやのむこうやま
6686 913十和 戸川 とがわ メツチ山 めつちやま
6687 913十和 戸川 とがわ モリノ山 もりのやま
6688 913十和 戸川 とがわ モン畑 もんばた
6689 913十和 戸川 とがわ 山田 やまだ
6690 913十和 戸川 とがわ 横取山 よことりやま
6691 913十和 戸川 とがわ 横畑 よこばた
6692 913十和 戸川 とがわ ロンデン ろんでん
6693 913十和 戸川 とがわ 若林 わかばやし
6694 913十和 戸川 とがわ 若林山 わかばやしやま
6695 913十和 戸川 とがわ 若山 わかやま
6696 913十和 戸川 とがわ ヲク大平 をくおおひら
6697 913十和 戸川 とがわ ヲチウド をちうど
6698 913十和 戸川 とがわ ヲンヂウ子 をんぢうね
6699 913十和 戸川 とがわ ヲンヂウ子山 をんぢうねやま
6700 914十和 古城 こじょう アサリヤヲシ あさりやをし
6701 914十和 古城 こじょう 浅猟師山 あさりょうしやま
6702 914十和 古城 こじょう アゼチ あぜち
6703 914十和 古城 こじょう アタカモリ あたかもり
6704 914十和 古城 こじょう アツキハタ あつきはた
6705 914十和 古城 こじょう アリノキ ありのき
6706 914十和 古城 こじょう イシカガミ いしかがみ
6707 914十和 古城 こじょう 一ノ谷 いちのたに
6708 914十和 古城 こじょう 一ノ又 いちのまた
6709 914十和 古城 こじょう イナヤノ前 いなやのまえ
6710 914十和 古城 こじょう 井ノ木立目 いのきたちめ
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6711 914十和 古城 こじょう イノスダ いのすだ
6712 914十和 古城 こじょう 岩クスベ いわくすべ
6713 914十和 古城 こじょう 上ヤチウジ うえやちうじ
6714 914十和 古城 こじょう 打石ノ平 うちいしのひら
6715 914十和 古城 こじょう ウヅシリ うづしり
6716 914十和 古城 こじょう ウ子サキ うねさき
6717 914十和 古城 こじょう ウハシカ谷 うはしかだに
6718 914十和 古城 こじょう ウバホトコロ うばほところ
6719 914十和 古城 こじょう ウマヂ うまぢ
6720 914十和 古城 こじょう ウルシサコ うるしさこ
6721 914十和 古城 こじょう 大津岩 おおついわ
6722 914十和 古城 こじょう 大ツエ口 おおつえぐち
6723 914十和 古城 こじょう 大平 おおひら
6724 914十和 古城 こじょう カイテ かいて
6725 914十和 古城 こじょう カイノキ かいのき
6726 914十和 古城 こじょう カキノキサコ かきのきさこ
6727 914十和 古城 こじょう カグラ かぐら
6728 914十和 古城 こじょう カゲヂ かげぢ
6729 914十和 古城 こじょう カヂヤトコ かぢやとこ
6730 914十和 古城 こじょう カツ子 かつね
6731 914十和 古城 こじょう カドノクボ かどのくぼ
6732 914十和 古城 こじょう カマキリ山 かまきりやま
6733 914十和 古城 こじょう 上エコゴエ かみえこごえ
6734 914十和 古城 こじょう 上大カヱリ かみおおかえり
6735 914十和 古城 こじょう 上ミコジロ かみこじろ
6736 914十和 古城 こじょう 上ミゴミ かみごみ
6737 914十和 古城 こじょう 上迫山 かみさこやま
6738 914十和 古城 こじょう 上ミソ子 かみそね
6739 914十和 古城 こじょう 上タキヨリ かみたきより
6740 914十和 古城 こじょう 上ミ野口 かみのぐち
6741 914十和 古城 こじょう カミノコエ口 かみのこえぐち
6742 914十和 古城 こじょう 上ノヒラ かみのひら
6743 914十和 古城 こじょう 上ハヲトナシ かみはをとなし
6744 914十和 古城 こじょう 上ミマキノ谷 かみまきのたに
6745 914十和 古城 こじょう 上ヤシキ かみやしき
6746 914十和 古城 こじょう 上ヤツキ かみやつき
6747 914十和 古城 こじょう 上ミワサワビラ かみわさわびら
6748 914十和 古城 こじょう 上ミワサワラビ かみわさわらび
6749 914十和 古城 こじょう カモノハタ かものはた
6750 914十和 古城 こじょう カラスデ からすで
6751 914十和 古城 こじょう カラスデノ上 からすでのうえ
6752 914十和 古城 こじょう 北カイテ きたかいて
6753 914十和 古城 こじょう 北ナラ谷 きたならだに
6754 914十和 古城 こじょう クスノヒラ くすのひら
6755 914十和 古城 こじょう クセエナ くせえな
6756 914十和 古城 こじょう 口大カヱリ くちおおかえり
6757 914十和 古城 こじょう 口大津岩 くちおおついわ
6758 914十和 古城 こじょう 口カイノキ くちかいのき
6759 914十和 古城 こじょう 口ボソ谷 くちぼそだに
6760 914十和 古城 こじょう 口ヲウカエリ くちをうかえり
6761 914十和 古城 こじょう 久保田 くぼた
6762 914十和 古城 こじょう クルマバ くるまば
6763 914十和 古城 こじょう クロタキ くろたき
6764 914十和 古城 こじょう ケタ けた
6765 914十和 古城 こじょう ケタノウエ けたのうえ
6766 914十和 古城 こじょう 小越エ こごえ
6767 914十和 古城 こじょう コジロ こじろ
6768 914十和 古城 こじょう 古城山 こじろやま
6769 914十和 古城 こじょう コソクバタ こそくばた
6770 914十和 古城 こじょう コテキ口 こてきぐち
6771 914十和 古城 こじょう コテキ山 こてきやま
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6772 914十和 古城 こじょう ゴボヲサコ ごぼをさこ
6773 914十和 古城 こじょう コヤケ谷 こやけたに
6774 914十和 古城 こじょう コヤ谷口 こやだにぐち
6775 914十和 古城 こじょう コリトリブチ こりとりぶち
6776 914十和 古城 こじょう サクラ さくら
6777 914十和 古城 こじょう サクラノ上 さくらのうえ
6778 914十和 古城 こじょう サベカミ さべかみ
6779 914十和 古城 こじょう シダガ谷 しだがたに
6780 914十和 古城 こじょう シダガ谷 しだがだに
6781 914十和 古城 こじょう シダガ谷口 しだがだにぐち
6782 914十和 古城 こじょう シモクボ しもくぼ
6783 914十和 古城 こじょう 下モコミ しもこみ
6784 914十和 古城 こじょう 下サコ しもさこ
6785 914十和 古城 こじょう 下モタキヨリ しもたきより
6786 914十和 古城 こじょう 下モダバ しもだば
6787 914十和 古城 こじょう 下ナラ谷 しもならだに
6788 914十和 古城 こじょう 下モ仁王作り しもにおうつくり
6789 914十和 古城 こじょう 下ノチ しものち
6790 914十和 古城 こじょう 下モハイコエ しもはいこえ
6791 914十和 古城 こじょう シヨタイ しよたい
6792 914十和 古城 こじょう 白王谷 しらおうたに
6793 914十和 古城 こじょう シラミクワ しらみくわ
6794 914十和 古城 こじょう 新ザイコ しんざいこ
6795 914十和 古城 こじょう シンダイコ口 しんだいこくち
6796 914十和 古城 こじょう シンヤ しんや
6797 914十和 古城 こじょう スゲノサコ すげのさこ
6798 914十和 古城 こじょう セリワリ せりわり
6799 914十和 古城 こじょう タカ畠ケ たかばたけ
6800 914十和 古城 こじょう タカヒハタ たかひはた
6801 914十和 古城 こじょう 高平山 たかひらやま
6802 914十和 古城 こじょう タキノウ子 たきのうね
6803 914十和 古城 こじょう タキノウ子山 たきのうねやま
6804 914十和 古城 こじょう タキノ下 たきのした
6805 914十和 古城 こじょう タキノヒラ たきのひら
6806 914十和 古城 こじょう タキヨリ たきより
6807 914十和 古城 こじょう タクミ谷 たくみだに
6808 914十和 古城 こじょう ダシコヤ だしこや
6809 914十和 古城 こじょう 立目山 たちめやま
6810 914十和 古城 こじょう タナカヤマ たなかやま
6811 914十和 古城 こじょう ダバサキ だばさき
6812 914十和 古城 こじょう 太夫畠 たゆうばた
6813 914十和 古城 こじょう タル口山 たるぐちやま
6814 914十和 古城 こじょう 地蔵山 ぢぞうやま
6815 914十和 古城 こじょう チラリンドウ ちらりんどう
6816 914十和 古城 こじょう ツヱスワリ つえすわり
6817 914十和 古城 こじょう ツ子ダバ つねだば
6818 914十和 古城 こじょう ドウダ どうだ
6819 914十和 古城 こじょう トウツキ とうつき
6820 914十和 古城 こじょう トノバタ とのばた
6821 914十和 古城 こじょう 土用田 どようだ
6822 914十和 古城 こじょう トリバタ とりばた
6823 914十和 古城 こじょう ドヲガイチ どをがいち
6824 914十和 古城 こじょう ドヲケ畠 どをけばた
6825 914十和 古城 こじょう ドヲシウ口 どをしうぐち
6826 914十和 古城 こじょう 中尾ノウ子 ながおのうね
6827 914十和 古城 こじょう 中カアラ なかかあら
6828 914十和 古城 こじょう 長サコロチ ながさころち
6829 914十和 古城 こじょう 長沢谷 ながそうだに
6830 914十和 古城 こじょう ナカタ なかた
6831 914十和 古城 こじょう ナカ田 なかだ
6832 914十和 古城 こじょう 中タキヨリ ながたきより
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6833 914十和 古城 こじょう 中ノサコ なかのさこ
6834 914十和 古城 こじょう 中ノサコ ながのさこ
6835 914十和 古城 こじょう 中畠 ながばた
6836 914十和 古城 こじょう 中山 ながやま
6837 914十和 古城 こじょう ナラ谷 ならたに
6838 914十和 古城 こじょう ナル川 なるかわ
6839 914十和 古城 こじょう ニイヤ にいや
6840 914十和 古城 こじょう 仁王作リ におうつくり
6841 914十和 古城 こじょう 仁王山 におうやま
6842 914十和 古城 こじょう 西アサリヤヲシ にしあさりやをし
6843 914十和 古城 こじょう 西浅猟師 にしあさりょうし
6844 914十和 古城 こじょう 西セリワリ口 にしせりわりぐち
6845 914十和 古城 こじょう 西高平 にしたかひら
6846 914十和 古城 こじょう 西ドヲシウ にしどをしう
6847 914十和 古城 こじょう ヌタノサコ ぬたのさこ
6848 914十和 古城 こじょう 野口 のぐち
6849 914十和 古城 こじょう ハイコヱ はいこえ
6850 914十和 古城 こじょう ハゴノヒラ はごのひら
6851 914十和 古城 こじょう ハサ はさ
6852 914十和 古城 こじょう ハシ谷 はしだに
6853 914十和 古城 こじょう ハノヒラ はのひら
6854 914十和 古城 こじょう ハヤシダ はやしだ
6855 914十和 古城 こじょう ヒイシロ山 ひいしろやま
6856 914十和 古城 こじょう 東上ノ平 ひがしかみのひら
6857 914十和 古城 こじょう 東ナラ谷 ひがしならだに
6858 914十和 古城 こじょう 東ワサジ ひがしわさじ
6859 914十和 古城 こじょう ヒツキリ ひつきり
6860 914十和 古城 こじょう ヒナタセ ひなたせ
6861 914十和 古城 こじょう ヒ子ノ ひねの
6862 914十和 古城 こじょう ヒノキクチ ひのきくち
6863 914十和 古城 こじょう ヒメカニウ子 ひめかにうね
6864 914十和 古城 こじょう 平松 ひらまつ
6865 914十和 古城 こじょう フクフタ ふくふた
6866 914十和 古城 こじょう フルバタ ふるばた
6867 914十和 古城 こじょう マカリ谷 まかりだに
6868 914十和 古城 こじょう 槇ノ平ラ まきのひら
6869 914十和 古城 こじょう マキノ山 まきのやま
6870 914十和 古城 こじょう 又口山 またぐちやま
6871 914十和 古城 こじょう 松ケ峠 まつがとうげ
6872 914十和 古城 こじょう マトバ まとば
6873 914十和 古城 こじょう 水久保 みずくぼ
6874 914十和 古城 こじょう 三井尻リ みついじり
6875 914十和 古城 こじょう 三井尻リ口 みついじりぐち
6876 914十和 古城 こじょう ミヅクボ みづくぼ
6877 914十和 古城 こじょう 南カゲヂ みなみかげぢ
6878 914十和 古城 こじょう 南ヤゴロ屋敷 みなみやごろやしき
6879 914十和 古城 こじょう 宮ノ向 みやのむこう
6880 914十和 古城 こじょう 宮ノワキ みやのわき
6881 914十和 古城 こじょう 向イ田 むかいだ
6882 914十和 古城 こじょう ヤケソ川 やけそがわ
6883 914十和 古城 こじょう ヤゴロ屋敷 やごろやしき
6884 914十和 古城 こじょう ヤチウジ谷 やちうじだに
6885 914十和 古城 こじょう ヤナギノクボ やなぎのくぼ
6886 914十和 古城 こじょう ヤマセ やませ
6887 914十和 古城 こじょう 山瀬山 やませやま
6888 914十和 古城 こじょう 山ノ上ヱ やまのうえ
6889 914十和 古城 こじょう 山ノ上エ やまのかみえ
6890 914十和 古城 こじょう ユミウリ ゆみうり
6891 914十和 古城 こじょう ヨコノテ よこのて
6892 914十和 古城 こじょう ヨコ山 よこやま
6893 914十和 古城 こじょう リヨチ りよち
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6894 914十和 古城 こじょう ロンデン ろんでん
6895 914十和 古城 こじょう 若宮 わかみや
6896 914十和 古城 こじょう ワサジ わさじ
6897 914十和 古城 こじょう ワサワラビ わさわらび
6898 914十和 古城 こじょう ヲウカエリ をうかえり
6899 914十和 古城 こじょう ヲキノカハ をきのかは
6900 914十和 古城 こじょう ヲサキ をさき
6901 914十和 古城 こじょう ヲソコヱ をそこえ
6902 914十和 古城 こじょう ヲトカサコ をとかさこ
6903 914十和 古城 こじょう ヲトシロ をとしろ
6904 914十和 古城 こじょう ヲトシロノ上 をとしろのうえ
6905 914十和 古城 こじょう ヲトナシ をとなし
6906 914十和 古城 こじょう ヲモ谷山 をもだにやま
6907 914十和 古城 こじょう ヲリツキ をりつき
6908 915十和 地吉 じよし 上リ屋敷 あがりやしき
6909 915十和 地吉 じよし 穴神 あながみ
6910 915十和 地吉 じよし 穴ノ谷口 あなのたにぐち
6911 915十和 地吉 じよし 洗場 あらいば
6912 915十和 地吉 じよし 荒谷 あらたね
6913 915十和 地吉 じよし 石神 いしがみ
6914 915十和 地吉 じよし 石神口 いしがみぐち
6915 915十和 地吉 じよし 石亀口 いしがめぐち
6916 915十和 地吉 じよし 石亀ノ下 いしがめのした
6917 915十和 地吉 じよし 石田川 いしだがわ
6918 915十和 地吉 じよし 石突 いしづき
6919 915十和 地吉 じよし 泉ケ谷 いずみがたに
6920 915十和 地吉 じよし イセキノ上 いせきのうえ
6921 915十和 地吉 じよし 井長原 いちょうはら
6922 915十和 地吉 じよし 井長原山 いちょうはらやま
6923 915十和 地吉 じよし 井手ノセキ いでのせき
6924 915十和 地吉 じよし 井ノ上 いのうえ
6925 915十和 地吉 じよし 上屋敷 うえやしき
6926 915十和 地吉 じよし 臼ゲサコ うすげさこ
6927 915十和 地吉 じよし ウゾノタキ うぞのたき
6928 915十和 地吉 じよし ウチ石山 うちいしやま
6929 915十和 地吉 じよし ウヅノタキ うづのたき
6930 915十和 地吉 じよし ウヅノモト うづのもと
6931 915十和 地吉 じよし ウナコビ うなこび
6932 915十和 地吉 じよし ウ子口 うねくち
6933 915十和 地吉 じよし 楳ノ木 うめのき
6934 915十和 地吉 じよし 榎サコ えのきさこ
6935 915十和 地吉 じよし 大竹ノ本 おおたけのもと
6936 915十和 地吉 じよし 大津屋 おおつや
6937 915十和 地吉 じよし 大畑 おおばた
6938 915十和 地吉 じよし 大向 おおむかい
6939 915十和 地吉 じよし 大藪 おおやぶ
6940 915十和 地吉 じよし 大藪日裏山 おおやぶひうらやま
6941 915十和 地吉 じよし 奥竹ケ谷 おくたけがだに
6942 915十和 地吉 じよし 奥釣井 おくつるい
6943 915十和 地吉 じよし 奥藪口 おくやぶぐち
6944 915十和 地吉 じよし 折藪 おりやぶ
6945 915十和 地吉 じよし 音地 おんぢ
6946 915十和 地吉 じよし カイケ谷 かいけだに
6947 915十和 地吉 じよし カキウラ山 かきうらやま
6948 915十和 地吉 じよし カギウラ山 かぎうらやま
6949 915十和 地吉 じよし 柿ノ木サコ かきのきさこ
6950 915十和 地吉 じよし カケウラ かけうら
6951 915十和 地吉 じよし 蔭地畠 かげぢばた
6952 915十和 地吉 じよし 蔭地山 かげぢやま
6953 915十和 地吉 じよし 鍛治林 かじばやし
6954 915十和 地吉 じよし 鍛治屋敷 かじやしき
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6955 915十和 地吉 じよし カツコウハタ かつこうはた
6956 915十和 地吉 じよし 上猿居 かみさるい
6957 915十和 地吉 じよし 上滝ノ鼻 かみたきのはな
6958 915十和 地吉 じよし 上ミ谷林 かみだにばやし
6959 915十和 地吉 じよし 上谷山 かみたにやま
6960 915十和 地吉 じよし 亀越口 かめごしぐち
6961 915十和 地吉 じよし 亀越ノ上 かめごしのうえ
6962 915十和 地吉 じよし 唐芝山 からしばやま
6963 915十和 地吉 じよし 北土橋 きたどばし
6964 915十和 地吉 じよし 桐ノ木サコ きりのきさこ
6965 915十和 地吉 じよし 楠ノ上 くすのうえ
6966 915十和 地吉 じよし 楠平山 くすひらやま
6967 915十和 地吉 じよし 口細山 くちぼそやま
6968 915十和 地吉 じよし クボタ くぼた
6969 915十和 地吉 じよし 窪ノ尻 くぼのしり
6970 915十和 地吉 じよし クボノハシ くぼのはし
6971 915十和 地吉 じよし 久保山 くぼやま
6972 915十和 地吉 じよし 熊ノ巣山 くまのすやま
6973 915十和 地吉 じよし 熊ノ峠 くまのとうげ
6974 915十和 地吉 じよし 栗ノ木平 くりのきひら
6975 915十和 地吉 じよし 桑ノ木 くわのき
6976 915十和 地吉 じよし 栢ノ木 げいのき
6977 915十和 地吉 じよし 月徳 げつとく
6978 915十和 地吉 じよし 源五郎 げんごろう
6979 915十和 地吉 じよし 神田 こうだ
6980 915十和 地吉 じよし 小ジヲ山 こじをやま
6981 915十和 地吉 じよし 小谷口 こだねぐち
6982 915十和 地吉 じよし 小谷越 こだねごし
6983 915十和 地吉 じよし 古尾谷 こびたに
6984 915十和 地吉 じよし 古麻尻 こまじり
6985 915十和 地吉 じよし 五味 ごみ
6986 915十和 地吉 じよし コロハシ場 ころはしば
6987 915十和 地吉 じよし 境町 さかいまち
6988 915十和 地吉 じよし 坂ノ本 さかきのもと
6989 915十和 地吉 じよし 坂ノ下 さかのした
6990 915十和 地吉 じよし 坂本 さかもと
6991 915十和 地吉 じよし サコノヲク さこのをく
6992 915十和 地吉 じよし 三目節 さめぶし
6993 915十和 地吉 じよし 猿居サコ さるいさこ
6994 915十和 地吉 じよし 芝口 しばぐち
6995 915十和 地吉 じよし 下ノ地 しものぢ
6996 915十和 地吉 じよし 正物谷 しょうぶつだに
6997 915十和 地吉 じよし ジリクミ じりくみ
6998 915十和 地吉 じよし 新家 しんや
6999 915十和 地吉 じよし 新屋敷 しんやしき
7000 915十和 地吉 じよし 椙ケ谷 すぎがたに
7001 915十和 地吉 じよし 鈴ケ谷 すずがたに
7002 915十和 地吉 じよし 墨折山 すみおりやま
7003 915十和 地吉 じよし スミヲリ すみをり
7004 915十和 地吉 じよし セキノ上エ せきのうえ
7005 915十和 地吉 じよし ソコハメ山 そこはめやま
7006 915十和 地吉 じよし 袖野 そでの
7007 915十和 地吉 じよし 袖野山 そでのやま
7008 915十和 地吉 じよし 宝ノ久保 たからのくぼ
7009 915十和 地吉 じよし 滝ノ小家 たきのこや
7010 915十和 地吉 じよし 瀧ノ下 たきのした
7011 915十和 地吉 じよし 滝ノ前 たきのまえ
7012 915十和 地吉 じよし 滝ノ本 たきのもと
7013 915十和 地吉 じよし 竹ケ谷 たけがだに
7014 915十和 地吉 じよし 竹ノ丞畠 たけのじょうばた
7015 915十和 地吉 じよし 竹ノ本 たけのもと
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7016 915十和 地吉 じよし 竹平 たけひら
7017 915十和 地吉 じよし 立目山 たちめやま
7018 915十和 地吉 じよし 立林山 たてばやしやま
7019 915十和 地吉 じよし 谷口 たにぐち
7020 915十和 地吉 じよし 駄場 だば
7021 915十和 地吉 じよし ツエダニ つえだに
7022 915十和 地吉 じよし 土橋 つちはし
7023 915十和 地吉 じよし 釣井ノ口 つるいのくち
7024 915十和 地吉 じよし 手取 てどり
7025 915十和 地吉 じよし 寺ウヅ てらうづ
7026 915十和 地吉 じよし 峠ノ野山 とうげののやま
7027 915十和 地吉 じよし 堂僧 どうそう
7028 915十和 地吉 じよし 泊ノ戸 とまりのと
7029 915十和 地吉 じよし 鳥越 とりごえ
7030 915十和 地吉 じよし 中亀越 なかかめごし
7031 915十和 地吉 じよし 中久保山 なかくぼやま
7032 915十和 地吉 じよし 長追 ながさこ
7033 915十和 地吉 じよし 長サコ山 ながさこやま
7034 915十和 地吉 じよし ナカサコロ なかさころ
7035 915十和 地吉 じよし 中谷山 なかたにやま
7036 915十和 地吉 じよし 中ノ森 なかのもり
7037 915十和 地吉 じよし 長畑 ながばた
7038 915十和 地吉 じよし 西大藪 にしおおやぶ
7039 915十和 地吉 じよし 西堀切 にしほりきり
7040 915十和 地吉 じよし 西山口 にしやまぐち
7041 915十和 地吉 じよし 西横道 にしよこみち
7042 915十和 地吉 じよし 日徳 にっとく
7043 915十和 地吉 じよし 子ギノ原 ねぎのはら
7044 915十和 地吉 じよし 橋詰 はしづめ
7045 915十和 地吉 じよし 畠ケ谷 はたがだに
7046 915十和 地吉 じよし 八幡山 はちまんやま
7047 915十和 地吉 じよし 花桃山 はなももやま
7048 915十和 地吉 じよし 日向畠 ひうがばた
7049 915十和 地吉 じよし 東裏 ひがしうら
7050 915十和 地吉 じよし 東久保山 ひがしくぼやま
7051 915十和 地吉 じよし 東五味 ひがしごみ
7052 915十和 地吉 じよし 東ノ窪 ひがしのくぼ
7053 915十和 地吉 じよし 引明堀 ひきあけほり
7054 915十和 地吉 じよし ヒギジヤウ ひぎじやう
7055 915十和 地吉 じよし ヒキチ口 ひきちぐち
7056 915十和 地吉 じよし 蟇ノ面 ひきのめん
7057 915十和 地吉 じよし 久原 ひさはら
7058 915十和 地吉 じよし ビシャゴ口 びしゃごぐち
7059 915十和 地吉 じよし ヒナロクチ ひなろくち
7060 915十和 地吉 じよし ヒビノキ ひびのき
7061 915十和 地吉 じよし 平畠 ひらばた
7062 915十和 地吉 じよし 二タ又口 ふたまたぐち
7063 915十和 地吉 じよし 古尾谷山 ふるおたにやま
7064 915十和 地吉 じよし 古屋ケ谷 ふるやがだに
7065 915十和 地吉 じよし 古屋敷 ふるやしき
7066 915十和 地吉 じよし 古屋敷山 ふるやしきやま
7067 915十和 地吉 じよし 古家ノサコ ふるやのさこ
7068 915十和 地吉 じよし ホソリ ほそり
7069 915十和 地吉 じよし 堀切 ほりきり
7070 915十和 地吉 じよし 寶舎谷 ほんしゃだに
7071 915十和 地吉 じよし 松ノ下 まつのした
7072 915十和 地吉 じよし 松ノ前 まつのまえ
7073 915十和 地吉 じよし マブノ山 まぶのやま
7074 915十和 地吉 じよし 豆尻ノ北 まめじりのきた
7075 915十和 地吉 じよし 丸山 まるやま
7076 915十和 地吉 じよし 南ヒビキ みなみひびき
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7077 915十和 地吉 じよし 宮サコ山 みやさこやま
7078 915十和 地吉 じよし 宮ノ前 みやのまえ
7079 915十和 地吉 じよし 椴木山 もみきやま
7080 915十和 地吉 じよし 椴ノ木 もみのき
7081 915十和 地吉 じよし 藪用竹 やぶようたけ
7082 915十和 地吉 じよし 山口 やまぐち
7083 915十和 地吉 じよし 山ノ神シモ やまのかみしも
7084 915十和 地吉 じよし 弓場ノ本 ゆばのもと
7085 915十和 地吉 じよし ヨセガホリ よせがほり
7086 915十和 地吉 じよし 蕨口 わらびぐち
7087 915十和 地吉 じよし 蕨谷 わらびだに
7088 916十和 十和川口 とおわかわぐち アサシリダバ あさしりだば
7089 916十和 十和川口 とおわかわぐち アサジリダバ あさじりだば
7090 916十和 十和川口 とおわかわぐち 井グチ いぐち
7091 916十和 十和川口 とおわかわぐち 石ガサコ いしがさこ
7092 916十和 十和川口 とおわかわぐち 板カサコ いたかさこ
7093 916十和 十和川口 とおわかわぐち 一ノ瀬 いちのせ
7094 916十和 十和川口 とおわかわぐち 井津ガ谷 いつがだに
7095 916十和 十和川口 とおわかわぐち ウヱヤシキ うえやしき
7096 916十和 十和川口 とおわかわぐち ウバガ谷 うばがだに
7097 916十和 十和川口 とおわかわぐち 馬ノ石 うまのいし
7098 916十和 十和川口 とおわかわぐち ウワヤナゼ うわやなぜ
7099 916十和 十和川口 とおわかわぐち 大畑 おおばた
7100 916十和 十和川口 とおわかわぐち 階ノ木 かいのき
7101 916十和 十和川口 とおわかわぐち 角堂 かくどう
7102 916十和 十和川口 とおわかわぐち カラ岩 からいわ
7103 916十和 十和川口 とおわかわぐち 川平山 かわひらやま
7104 916十和 十和川口 とおわかわぐち クメヤシキ くめやしき
7105 916十和 十和川口 とおわかわぐち クリノキダ くりのきだ
7106 916十和 十和川口 とおわかわぐち 黒カ子 くろかね
7107 916十和 十和川口 とおわかわぐち 黒ガ子 くろがね
7108 916十和 十和川口 とおわかわぐち 桑原ヤシキ くわばらやしき
7109 916十和 十和川口 とおわかわぐち ケンモツ けんもつ
7110 916十和 十和川口 とおわかわぐち コケガ谷 こけがだに
7111 916十和 十和川口 とおわかわぐち ゴマジリ ごまじり
7112 916十和 十和川口 とおわかわぐち サカトロ さかとろ
7113 916十和 十和川口 とおわかわぐち ササカタヲ ささかたを
7114 916十和 十和川口 とおわかわぐち 笹ガタヲ ささがたを
7115 916十和 十和川口 とおわかわぐち シモツルイ しもつるい
7116 916十和 十和川口 とおわかわぐち シロコヱ しろこえ
7117 916十和 十和川口 とおわかわぐち 新階 しんかい
7118 916十和 十和川口 とおわかわぐち シン田ノ向ヒ しんだのむかい
7119 916十和 十和川口 とおわかわぐち セキノ上ミ せきのかみ
7120 916十和 十和川口 とおわかわぐち セコ谷 せこだに
7121 916十和 十和川口 とおわかわぐち 高畑 たかばた
7122 916十和 十和川口 とおわかわぐち 樽越 たるこし
7123 916十和 十和川口 とおわかわぐち 丁子ガ谷 ちょうじがだに
7124 916十和 十和川口 とおわかわぐち ツウ子ヱ つうねえ
7125 916十和 十和川口 とおわかわぐち ツウネエグチ つうねえぐち
7126 916十和 十和川口 とおわかわぐち ツガノ川谷 つがのかわだに
7127 916十和 十和川口 とおわかわぐち 津賀ノ川山 つがのかわやま
7128 916十和 十和川口 とおわかわぐち ツツミノドヲ つつみのどを
7129 916十和 十和川口 とおわかわぐち ト井ノモト といのもと
7130 916十和 十和川口 とおわかわぐち ト井バナ といばな
7131 916十和 十和川口 とおわかわぐち 戸川口 とがわぐち
7132 916十和 十和川口 とおわかわぐち ドヲセン どをせん
7133 916十和 十和川口 とおわかわぐち 中田 なかた
7134 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヌタ ぬた
7135 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヌタノモト ぬたのもと
7136 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヒラ畑 ひらばた
7137 916十和 十和川口 とおわかわぐち フキヤブ ふきやぶ
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7138 916十和 十和川口 とおわかわぐち フタヱ ふたえ
7139 916十和 十和川口 とおわかわぐち フチクビ ふちくび
7140 916十和 十和川口 とおわかわぐち フチノ上ヘ ふちのうえへ
7141 916十和 十和川口 とおわかわぐち 舩ノ川 ふねのかわ
7142 916十和 十和川口 とおわかわぐち フル紅梅 ふるこうばい
7143 916十和 十和川口 とおわかわぐち ホリキ ほりき
7144 916十和 十和川口 とおわかわぐち ホヲノキセ ほをのきせ
7145 916十和 十和川口 とおわかわぐち マトヲバ まとをば
7146 916十和 十和川口 とおわかわぐち 宮ノ谷 みやのたに
7147 916十和 十和川口 とおわかわぐち 向イヤシキ むかいやしき
7148 916十和 十和川口 とおわかわぐち モンビヨヲヂ もんびよをぢ
7149 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヤナ瀬 やなせ
7150 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヨケヂ よけぢ
7151 916十和 十和川口 とおわかわぐち 横畑 よこばた
7152 916十和 十和川口 とおわかわぐち 横山 よこやま
7153 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヲヲヒラ ををひら
7154 916十和 十和川口 とおわかわぐち ヲヲミナ口 ををみなぐち
7155 917十和 広瀬 ひろせ アガリト あがりと
7156 917十和 広瀬 ひろせ 小豆谷 あずきだに
7157 917十和 広瀬 ひろせ アンメン あんめん
7158 917十和 広瀬 ひろせ 一中ビラクチ いっちゅうびらくち
7159 917十和 広瀬 ひろせ イノクボ いのくぼ
7160 917十和 広瀬 ひろせ イロクチ いろくち
7161 917十和 広瀬 ひろせ ウエ畑 うえばた
7162 917十和 広瀬 ひろせ 上原 うえはら
7163 917十和 広瀬 ひろせ ウスキ谷 うすきだに
7164 917十和 広瀬 ひろせ ウ子カ谷 うねかたに
7165 917十和 広瀬 ひろせ ウ子ケ谷 うねがたに
7166 917十和 広瀬 ひろせ 柿ノ木谷 かきのきだに
7167 917十和 広瀬 ひろせ カゲヂ山 かげぢやま
7168 917十和 広瀬 ひろせ カゲヒラ畑 かげひらばた
7169 917十和 広瀬 ひろせ 上ミダバ かみだば
7170 917十和 広瀬 ひろせ 桐ノ木谷 きりのきだに
7171 917十和 広瀬 ひろせ クボ畠 くぼばた
7172 917十和 広瀬 ひろせ ゲンゴ げんご
7173 917十和 広瀬 ひろせ サヌキ谷 さぬきだに
7174 917十和 広瀬 ひろせ シシダバ ししだば
7175 917十和 広瀬 ひろせ シモダバ しもだば
7176 917十和 広瀬 ひろせ 下モ津井組 しもついぐみ
7177 917十和 広瀬 ひろせ 下原 しもはら
7178 917十和 広瀬 ひろせ 下モヤシキ しもやしき
7179 917十和 広瀬 ひろせ シンヤ畑 しんやばた
7180 917十和 広瀬 ひろせ セエツクチ せえつくち
7181 917十和 広瀬 ひろせ タテメ谷 たてめだに
7182 917十和 広瀬 ひろせ 谷屋敷 たにやしき
7183 917十和 広瀬 ひろせ 茶ヤブ ちゃやぶ
7184 917十和 広瀬 ひろせ ツエセイ つえせい
7185 917十和 広瀬 ひろせ ツエノ迫 つえのさこ
7186 917十和 広瀬 ひろせ ツルイ畑 つるいばた
7187 917十和 広瀬 ひろせ トビノ谷 とびのたに
7188 917十和 広瀬 ひろせ 中スカ なかすか
7189 917十和 広瀬 ひろせ ナカ田谷 なかたたに
7190 917十和 広瀬 ひろせ ナカ谷 なかたに
7191 917十和 広瀬 ひろせ ナカ畑 なかはた
7192 917十和 広瀬 ひろせ 中ホリ なかほり
7193 917十和 広瀬 ひろせ 中マタ なかまた
7194 917十和 広瀬 ひろせ ハケシ畠 はけしばた
7195 917十和 広瀬 ひろせ ハチジ谷 はちじだに
7196 917十和 広瀬 ひろせ フキノ谷 ふきのたに
7197 917十和 広瀬 ひろせ フタマタ ふたまた
7198 917十和 広瀬 ひろせ ミヤヂ みやぢ
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7199 917十和 広瀬 ひろせ 宮ノ下堀 みやのしもぼり
7200 917十和 広瀬 ひろせ 宮ノ堀 みやのほり
7201 917十和 広瀬 ひろせ ヤエツクチ やえつくち
7202 917十和 広瀬 ひろせ 横瀬 よこぜ
7203 917十和 広瀬 ひろせ 横瀬山 よこぜやま
7204 917十和 広瀬 ひろせ 横畑 よこばた
7205 917十和 広瀬 ひろせ ヲカミ子畑 をかみねばた
7206 917十和 広瀬 ひろせ ヲキダバ をきだば
7207 917十和 広瀬 ひろせ ヲクハチジ をくはちじ
7208 918十和 井﨑 いさき 赤ツエ あかつえ
7209 918十和 井﨑 いさき アキカイ あきかい
7210 918十和 井﨑 いさき アミ一重 あみいちじゅう
7211 918十和 井﨑 いさき アンノ谷 あんのたに
7212 918十和 井﨑 いさき 石ガ子 いしがね
7213 918十和 井﨑 いさき 石神越 いしがみごえ
7214 918十和 井﨑 いさき イシカミノム子 いしかみのむね
7215 918十和 井﨑 いさき 一ノ又 いちのまた
7216 918十和 井﨑 いさき 一ノ又口 いちのまたぐち
7217 918十和 井﨑 いさき 一中原 いっちゅうばら
7218 918十和 井﨑 いさき 居納屋 いなや
7219 918十和 井﨑 いさき イラガサコ いらがさこ
7220 918十和 井﨑 いさき ウシオトシ うしおとし
7221 918十和 井﨑 いさき ウシノダバ うしのだば
7222 918十和 井﨑 いさき ウシヲトシ うしをとし
7223 918十和 井﨑 いさき 馬道 うまみち
7224 918十和 井﨑 いさき ウワウチノ うわうちの
7225 918十和 井﨑 いさき ヱノキ谷 えのきだに
7226 918十和 井﨑 いさき 大平 おおひら
7227 918十和 井﨑 いさき 柿ノ木ビラ かきのきびら
7228 918十和 井﨑 いさき カケヂ かけぢ
7229 918十和 井﨑 いさき 笠松 かさまつ
7230 918十和 井﨑 いさき 笠松口 かさまつぐち
7231 918十和 井﨑 いさき カシワ谷 かしわだに
7232 918十和 井﨑 いさき カタギ山 かたぎやま
7233 918十和 井﨑 いさき カミイシガミ かみいしがみ
7234 918十和 井﨑 いさき カミ上 かみうえ
7235 918十和 井﨑 いさき 上ミ田 かみだ
7236 918十和 井﨑 いさき 上ダキ かみだき
7237 918十和 井﨑 いさき カモヲダ かもをだ
7238 918十和 井﨑 いさき カンダ かんだ
7239 918十和 井﨑 いさき 桑ガサコ くわがさこ
7240 918十和 井﨑 いさき クワサコ くわさこ
7241 918十和 井﨑 いさき ケジロ けじろ
7242 918十和 井﨑 いさき 源五郎渕 げんごろうぶち
7243 918十和 井﨑 いさき ケンニウ けんにう
7244 918十和 井﨑 いさき コブケ谷 こぶけたに
7245 918十和 井﨑 いさき ゴミダ ごみだ
7246 918十和 井﨑 いさき コヤ こや
7247 918十和 井﨑 いさき コヤノツ こやのつ
7248 918十和 井﨑 いさき コヲカギレ こをかぎれ
7249 918十和 井﨑 いさき ゴヲソ ごをそ
7250 918十和 井﨑 いさき ゴヲロ ごをろ
7251 918十和 井﨑 いさき サ子ヒロ さねひろ
7252 918十和 井﨑 いさき 三ノ又 さんのまた
7253 918十和 井﨑 いさき 三ノ又口 さんのまたぐち
7254 918十和 井﨑 いさき シイダバ しいだば
7255 918十和 井﨑 いさき 椎ノ木谷 しいのきだに
7256 918十和 井﨑 いさき シウロク しうろく
7257 918十和 井﨑 いさき シダヲ口 しだをぐち
7258 918十和 井﨑 いさき 島川原 しまがわら
7259 918十和 井﨑 いさき シマダ しまだ
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7260 918十和 井﨑 いさき 清水 しみず
7261 918十和 井﨑 いさき 下居納屋 しもいなや
7262 918十和 井﨑 いさき シモカワ しもかわ
7263 918十和 井﨑 いさき シモガワ しもがわ
7264 918十和 井﨑 いさき シモコミ しもこみ
7265 918十和 井﨑 いさき 下ダキ しもだき
7266 918十和 井﨑 いさき シユウコヲ谷 しゆうこをだに
7267 918十和 井﨑 いさき シユコヲ谷 しゆこをだに
7268 918十和 井﨑 いさき シヨガシバ しよがしば
7269 918十和 井﨑 いさき 書間場山 しょまばやま
7270 918十和 井﨑 いさき 白王ノコヱ しらおうのこえ
7271 918十和 井﨑 いさき スミトコ すみとこ
7272 918十和 井﨑 いさき ソリ田 そりだ
7273 918十和 井﨑 いさき 高畑 たかばた
7274 918十和 井﨑 いさき タキタロ たきたろ
7275 918十和 井﨑 いさき タキノ上ヱ たきのうえ
7276 918十和 井﨑 いさき タキノハナ たきのはな
7277 918十和 井﨑 いさき タナダ たなだ
7278 918十和 井﨑 いさき 谷ヤシキ たにやしき
7279 918十和 井﨑 いさき ダバ だば
7280 918十和 井﨑 いさき タマヤ谷 たまやだに
7281 918十和 井﨑 いさき ヅウヅ づうづ
7282 918十和 井﨑 いさき ツヱノハタ つえのはた
7283 918十和 井﨑 いさき ツジドヲ つじどを
7284 918十和 井﨑 いさき ツ子カ谷 つねかだに
7285 918十和 井﨑 いさき 坪尾山 つぼおやま
7286 918十和 井﨑 いさき ツル井ノヒタ つるいのひた
7287 918十和 井﨑 いさき ドウザキ どうざき
7288 918十和 井﨑 いさき トウノクボ とうのくぼ
7289 918十和 井﨑 いさき トヲノヒタ とをのひた
7290 918十和 井﨑 いさき ドヲメン どをめん
7291 918十和 井﨑 いさき トン切 とんぎれ
7292 918十和 井﨑 いさき 中居納屋 なかいなや
7293 918十和 井﨑 いさき 中ゴヤ なかごや
7294 918十和 井﨑 いさき ナカダ なかだ
7295 918十和 井﨑 いさき ナカヂ なかぢ
7296 918十和 井﨑 いさき 二ノ又 にのまた
7297 918十和 井﨑 いさき 二ノ又口 にのまたぐち
7298 918十和 井﨑 いさき ニロヲ谷 にろをだに
7299 918十和 井﨑 いさき ヌタクボグチ ぬたくぼぐち
7300 918十和 井﨑 いさき ヌタノヲ ぬたのを
7301 918十和 井﨑 いさき ノボリヲ のぼりを
7302 918十和 井﨑 いさき ハギノヒラ はぎのひら
7303 918十和 井﨑 いさき ハチガモリ はちがもり
7304 918十和 井﨑 いさき ハナサキ はなさき
7305 918十和 井﨑 いさき 日表山 ひうらやま
7306 918十和 井﨑 いさき ヒキヂ ひきぢ
7307 918十和 井﨑 いさき ヒタヤシキ ひたやしき
7308 918十和 井﨑 いさき ヒメトコ ひめとこ
7309 918十和 井﨑 いさき ヒラノ ひらの
7310 918十和 井﨑 いさき 平畠 ひらばた
7311 918十和 井﨑 いさき ヒレシ谷 ひれしだに
7312 918十和 井﨑 いさき 弘瀬ガマ ひろせがま
7313 918十和 井﨑 いさき ブウジゴウ ぶうじごう
7314 918十和 井﨑 いさき フタゴ ふたご
7315 918十和 井﨑 いさき フタマタ ふたまた
7316 918十和 井﨑 いさき フヂノ石 ふぢのいし
7317 918十和 井﨑 いさき 普當山 ふとうやま
7318 918十和 井﨑 いさき フルアン ふるあん
7319 918十和 井﨑 いさき フル田 ふるだ
7320 918十和 井﨑 いさき マキケ谷 まきけたに
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7321 918十和 井﨑 いさき 又クボグチ またくぼぐち
7322 918十和 井﨑 いさき 松ゲサコ まつげさこ
7323 918十和 井﨑 いさき 松ノ岡 まつのおか
7324 918十和 井﨑 いさき マツバノクリ まつばのくり
7325 918十和 井﨑 いさき ミイダバ みいだば
7326 918十和 井﨑 いさき 南松ヲウ みなみまつをう
7327 918十和 井﨑 いさき 宮田 みやた
7328 918十和 井﨑 いさき 宮地 みやぢ
7329 918十和 井﨑 いさき 宮ノ上 みやのうえ
7330 918十和 井﨑 いさき ミヤノクボ みやのくぼ
7331 918十和 井﨑 いさき 宮ノ谷 みやのたに
7332 918十和 井﨑 いさき 宮ノ向イ みやのむかい
7333 918十和 井﨑 いさき 宮ノモト みやのもと
7334 918十和 井﨑 いさき ムクノキダバ むくのきだば
7335 918十和 井﨑 いさき モモクボ ももくぼ
7336 918十和 井﨑 いさき モリノヒタ もりのひた
7337 918十和 井﨑 いさき モヲダ もをだ
7338 918十和 井﨑 いさき ヤゴ子 やごね
7339 918十和 井﨑 いさき 山下タ やました
7340 918十和 井﨑 いさき ヤマヒタ やまひた
7341 918十和 井﨑 いさき ヨム子ガサコ よむねがさこ
7342 918十和 井﨑 いさき ワダ わだ
7343 918十和 井﨑 いさき ワタセガ谷グチ わたせがたにぐち
7344 918十和 井﨑 いさき ワダヒラ わだひら
7345 918十和 井﨑 いさき ワテ わて
7346 918十和 井﨑 いさき ワラビウビラ わらびうびら
7347 918十和 井﨑 いさき ワラヤ わらや
7348 918十和 井﨑 いさき ヲサキ をさき
7349 918十和 井﨑 いさき ヲスギ をすぎ
7350 918十和 井﨑 いさき ヲチ山 をちやま
7351 918十和 井﨑 いさき ヲトガ谷 をとがたに
7352 918十和 井﨑 いさき ヲトナシ をとなし
7353 918十和 井﨑 いさき ヲモヤバタ をもやばた
7354 918十和 井﨑 いさき ヲヲサコ ををさこ
7355 918十和 広瀬 ひろせ ヲヲタ ををた
7356 918十和 井﨑 いさき ヲヲツヱ ををつえ
7357 918十和 井﨑 いさき ヲヲバ井 ををばい
7358 918十和 井﨑 いさき ヲヲヒラ谷 ををひらたに
7359 918十和 井﨑 いさき ヲヲヤ ををや
7360 918十和 井﨑 いさき ヲンヂ をんぢ
7361 918十和 井﨑 いさき ヲンチダバ をんちだば
7362 918十和 井﨑 いさき ヲンヂダバ をんぢだば
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