
大字（の区域） 字（の区域） 大字（の区域） 字（の区域）
1 大暮矢見山 ｵｵｸﾚﾔﾐﾔﾏ
2 大坂山 ｵｵｻｶﾔﾏ
3 和尚壇 ｵｼｮｳﾀﾞﾝ
4 和尚壇山 ｵｼｮｳﾀﾞﾝﾔﾏ
5 北登り町 ｷﾀﾉﾎﾞﾘﾏﾁ
6 北堀切 ｷﾀﾎﾘｷﾘ
7 塩路山 ｼｵｼﾞﾔﾏ
8 新池 ｼﾝｲｹ
9 新高山 ｼﾝﾀｶﾔﾏ
10 高山 ﾀｶﾔﾏ
11 高山西 ﾀｶﾔﾏﾆｼ
12 中野山 ﾅｶﾉﾔﾏ
13 登り町 ﾉﾎﾞﾘﾏﾁ
14 日影 ﾋｶｹﾞ
15 古池 ﾌﾙｲｹ
16 古高山 ﾌﾙﾀｶﾔﾏ
17 南登り町 ﾐﾅﾐﾉﾎﾞﾘﾏﾁ
18 南堀切 ﾐﾅﾐﾎﾘｷﾘ
19 新白河一丁目 ｼﾝｼﾗｶﾜｲｯﾁｮｳﾒ
20 新白河二丁目 ｼﾝｼﾗｶﾜ二ﾁｮｳﾒ
21 新白河三丁目 ｼﾝｼﾗｶﾜｻﾝﾁｮｳﾒ
22 新白河四丁目 ｼﾝｼﾗｶﾜﾖﾝﾁｮｳﾒ
23 新白河五丁目 ｼﾝｼﾗｶﾜｺﾞﾁｮｳﾒ
24 石切場 ｲｼｷﾘﾊﾞ
25 老久保 ｵｲｸﾎﾞ
26 老久保山 ｵｲｸﾎﾞﾔﾏ
27 九番町 ｸﾊﾞﾝﾁｮｳ
28 九番町西裏 ｸﾊﾞﾝﾁｮｳﾆｼｳﾗ
29 小丸山 ｺﾏﾙﾔﾏ
30 転坂 ｺﾛﾋﾞｻﾞｶ
31 三番町 ｻﾝﾊﾞﾝﾁｮｳ
32 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
33 三本松山 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾔﾏ
34 七番町 ｼﾁﾊﾞﾝﾁｮｳ
35 鶴芝 ﾂﾙｼﾊﾞ
36 西大沼 ﾆｼｵｵﾇﾏ
37 西小丸山 ﾆｼｺﾏﾙﾔﾏ
38 西三坂 ﾆｼﾐｻｶ
39 西三坂山 ﾆｼﾐｻｶﾔﾏ
40 花見坂 ﾊﾅﾐｻﾞｶ
41 東大沼 ﾋｶﾞｼｵｵﾇﾏ
42 東小丸山 ﾋｶﾞｼｺﾏﾙﾔﾏ

読み表記
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43 東三坂 ﾋｶﾞｼﾐｻｶ
44 東三坂山 ﾋｶﾞｼﾐｻｶﾔﾏ
45 風神下 ﾌｳｼﾞﾝｼﾀ
46 風神山 ﾌｳｼﾞﾝﾔﾏ
47 風神山東 ﾌｳｼﾞﾝﾔﾏﾋｶﾞｼ
48 松並 ﾏﾂﾅﾐ
49 与惣小屋 ﾖｿｳｺﾞﾔ
50 与惣小屋山 ﾖｿｳｺﾞﾔﾔﾏ
51 米山越 ﾖﾈﾔﾏｺﾞｴ
52 みさか一丁目 ﾐｻｶｲｯﾁｮｳﾒ
53 みさか二丁目 ﾐｻｶﾆﾁｮｳﾒ
54 一番町 ｲﾁﾊﾞﾝﾁｮｳ
55 立石 ﾀﾃｲｼ
56 立石山 ﾀﾃｲｼﾔﾏ
57 二番町 ﾆﾊﾞﾝﾁｮｳ
58 日向 ﾋﾅﾀ
59 巡り矢 ﾒｸﾞﾘﾔ
60 四ツ谷 ﾖﾂﾔ
61 勘定町 ｶﾝｼﾞｮｳﾏﾁ
62 鷹匠町 ﾀｶｼﾞｮｳﾏﾁ
63 天神町 ﾃﾝｼﾞﾝﾏﾁ
64 道場小路 ﾄﾞｳｼﾞｮｳｺｳｼﾞ
65 道場町 ﾄﾞｳｼﾞｮｳﾏﾁ
66 北堀川端 ｷﾀﾎﾘｶﾜﾊﾞﾀ
67 北真舟 ｷﾀﾏﾌﾞﾈ
68 五番町川原 ｺﾞﾊﾞﾝﾁｮｳｶﾞﾜﾗ
69 細工町 ｻｲｸﾏﾁ
70 昭和町 ｼｮｳﾜﾏﾁ
71 中山 ﾅｶﾔﾏ
72 中山下 ﾅｶﾔﾏｼﾀ
73 中山東 ﾅｶﾔﾏﾋｶﾞｼ
74 中山南 ﾅｶﾔﾏﾐﾅﾐ
75 仁井町 ﾆｲﾏﾁ
76 的石前 ﾏﾄｲｼﾏｴ
77 真舟 ﾏﾌﾞﾈ
78 南堀川端 ﾐﾅﾐﾎﾘｶﾜﾊﾞﾀ
79 南真舟 ﾐﾅﾐﾏﾌﾞﾈ
80 米村道北 ﾖﾈﾑﾗﾐﾁｷﾀ
81 金屋町 ｶﾅﾔﾏﾁ
82 宰領町 ｻｲﾘｮｳﾏﾁ
83 白井掛 ｼﾗｲｶﾞｹ
84 愛宕町 ｱﾀｺﾞﾏﾁ
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85 手代町 ﾃﾀﾞｲﾏﾁ
86 八幡小路 ﾊﾁﾏﾝｺｳｼﾞ
87 中町 ﾅｶﾏﾁ
88 中町北裏 ﾅｶﾏﾁｷﾀｳﾗ
89 会津町 ｱｲﾂﾞﾏﾁ
90 郭内 ｶｸﾅｲ
91 大手町 ｵｵﾃﾏﾁ
92 大工町 ﾀﾞｲｸﾏﾁ
93 袋町 ﾌｸﾛﾏﾁ
94 白井掛下 ｼﾗｲｶﾞｹｼﾀ
95 新蔵町 ｼﾝｸﾗﾏﾁ
96 向新蔵 ﾑｶｲｼﾝｸﾗ
97 友月山 ﾕｳｹﾞﾂｻﾞﾝ
98 上ノ台 ｳｴﾉﾀﾞｲ
99 馬町裏 ｳﾏﾏﾁｳﾗ
100 本町 ﾓﾄﾏﾁ
101 本町北裏 ﾓﾄﾏﾁｷﾀｳﾗ
102 円明寺 ｴﾝﾐｮｳｼﾞ
103 寒晒山 ｶﾝｻﾞﾗｼﾔﾏ
104 菖蒲沢 ｼｮｳﾌﾞｻﾞﾜ
105 南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ
106 馬町 ｳﾏﾏﾁ
107 馬町下 ｳﾏﾏﾁｼﾀ
108 栄町 ｻｶｴﾏﾁ
109 束前町 ｿｸｾﾞﾝﾏﾁ
110 寺小路 ﾃﾗｺｳｼﾞ
111 蛇石 ﾍﾋﾞｲｼ
112 明戸 ｱｹﾄﾞ
113 士多町 ｼﾀﾏﾁ
114 士多町東 ｼﾀﾏﾁﾋｶﾞｼ
115 横町 ﾖｺﾏﾁ
116 追廻 ｵｲﾏﾜｼ
117 田町 ﾀﾏﾁ
118 薄葉 ｳｽﾊﾞ
119 内薄葉 ｳﾁｳｽﾊﾞ
120 新大久保 ｼﾝｵｵｸﾎﾞ
121 女石 ｵﾝﾅｲｼ
122 金子平 ｶﾈｺﾀﾞｲﾗ
123 外薄葉 ｿﾄｳｽﾊﾞ
124 田中山 ﾀﾅｶﾔﾏ
125 葉ノ木平 ﾊﾉｷﾀﾞｲﾗ
126 向寺 ﾑｶｲﾃﾞﾗ
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127 弥次郎窪 ﾔｼﾞﾛｳｸﾎﾞ
128 羅漢 ﾗｶﾝ
129 羅漢前 ﾗｶﾝﾏｴ
130 羅漢山 ﾗｶﾝﾔﾏ
131 六反山 ﾛｸﾀﾝﾔﾏ
132 年貢町 ﾈﾝｸﾞﾏﾁ
133 番士小路 ﾊﾞﾝｼｺｳｼﾞ
134 八百屋町 ﾔｵﾔﾁｮｳ
135 桜町 ｻｸﾗﾏﾁ
136 鍛冶町 ｶｼﾞﾏﾁ
137 関川窪 ｶﾝｾﾝｸﾎﾞ
138 西文珠山 ﾆｼﾓﾝｼﾞｭﾔﾏ
139 文珠山 ﾓﾝｼﾞｭﾔﾏ
140 旭町一丁目 ｱｻﾋﾁｮｳｲｯﾁｮｳﾒ
141 旭町二丁目 ｱｻﾋﾁｮｳﾆﾁｮｳﾒ
142 旭町三丁目 ｱｻﾋﾁｮｳｻﾝﾁｮｳﾒ
143 北中川原 ｷﾀﾅｶｶﾞﾜﾗ
144 金鈴 ｷﾝﾚｲ
145 中田 ﾅｶﾀﾞ
146 八竜神 ﾊﾁﾘｭｳｼﾞﾝ
147 藤沢 ﾌｼﾞｻﾜ
148 藤沢窪 ﾌｼﾞｻﾜｸﾎﾞ
149 藤沢山 ﾌｼﾞｻﾜﾔﾏ
150 豊年 ﾎｳﾈﾝ
151 南中川原 ﾐﾅﾐﾅｶｶﾞﾜﾗ
152 弥吉下 ﾔｷﾁｼﾀ
153 結城 ﾕｳｷ
154 家ノ前 ｲｴﾉﾏｴ
155 池下 ｲｹｼﾀ
156 池下裏 ｲｹｼﾀｳﾗ
157 池下向山 ｲｹｼﾀﾑｶｲﾔﾏ
158 上野原 ｳｴﾉﾊﾗ
159 上ノ原 ｳｴﾉﾊﾗ
160 裏山 ｳﾗﾔﾏ
161 焔硝蔵山 ｴﾝｼｮｳｸﾗﾔﾏ
162 鬼越 ｵﾆｺﾞｴ
163 鬼越道下 ｵﾆｺﾞｴﾐﾁｼﾀ
164 鬼越山 ｵﾆｺﾞｴﾔﾏ
165 カケン沢 ｶｹﾝｻﾞﾜ
166 影鬼越 ｶｹﾞｵﾆｺﾞｴ
167 亀石 ｶﾒｲｼ
168 北裏 ｷﾀｳﾗ
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169 下座場 ｹﾞｻﾞﾊﾞ
170 金神山 ｺｳｼﾞﾝﾔﾏ
171 合戦坂 ｺｳｾﾝｻﾞｶ
172 合戦坂道上 ｺｾﾝｻﾞｶﾐﾁｳｴ
173 合戦坂道下 ｺｳｾﾝｻﾞｶﾐﾁｼﾀ
174 御器洗 ｺﾞｷｱﾗｲ
175 五郎窪 ｺﾞﾛｳｸﾎﾞ
176 五郎窪北 ｺﾞﾛｳｸﾎﾞｷﾀ
177 五郎窪山 ｺﾞﾛｳｸﾎﾞﾔﾏ
178 左久保 ｻｸﾎﾞ
179 新道 ｼﾝﾐﾁ
180 十三原道下 ｼﾞｭｳｻﾝﾊﾟﾗﾐﾁｼﾀ
181 十文字 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ
182 菅生舘 ｽｺﾞｳﾀﾞﾃ
183 瀬戸原 ｾﾄﾊﾗ
184 東武塚 ﾄｳﾌﾞﾂﾞｶ
185 土武塚 ﾄﾞﾌﾞﾂﾞｶ
186 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
187 梨木平 ﾅｼｷﾞﾀﾞｲﾗ
188 夏梨 ﾅﾂﾅｼ
189 夏梨子前 ﾅﾂﾅｼﾏｴ
190 南湖 ﾅﾝｺ
191 入道坂 ﾆｭｳﾄﾞｳｻﾞｶ
192 ハイ坂 ﾊｲｻﾞｶ
193 八幡山 ﾊﾁﾏﾝﾔﾏ
194 火打石 ﾋｳﾁｲｼ
195 前山 ﾏｴﾔﾏ
196 丸小山 ﾏﾙｺﾔﾏ
197 道東 ﾐﾁﾋｶﾞｼ
198 三ツ峯 ﾐﾂﾐﾈ
199 南家ノ前 ﾐﾅﾐｲｴﾉﾏｴ
200 南池下 ﾐﾅﾐｲｹｼﾀ
201 南池下山 ﾐﾅﾐｲｹｼﾀﾔﾏ
202 南菖蒲沢 ﾐﾅﾐｼｮｳﾌﾞｻﾞﾜ
203 向山 ﾑｶｲﾔﾏ
204 屋敷添 ﾔｼｷｿﾞｴ
205 早稲田 ﾜｾﾀﾞ
206 十三原道上 ｼﾞｭｳｻﾝﾊﾟﾗﾐﾁｳｴ
207 新夏梨 ｼﾝﾅﾂﾅｼ
208 飯沢 ｲｲｻﾞﾜ
209 飯沢山 ｲｲｻﾞﾜﾔﾏ
210 金勝寺 ｷﾝｼｮｳｼﾞ
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211 金勝寺東 ｷﾝｼｮｳｼﾞﾋｶﾞｼ
212 鶴巻 ﾂﾙﾏｷ
213 鶴巻山 ﾂﾙﾏｷﾔﾏ
214 町田 ﾏﾁﾀﾞ
215 関辺 油久保 ｾｷﾍﾞ ｱﾌﾞﾗｸﾎﾞ
216 関辺 池下 ｾｷﾍﾞ ｲｹｼﾀ
217 関辺 石田 ｾｷﾍﾞ ｲｼﾀﾞ
218 関辺 井戸ヶ入 ｾｷﾍﾞ ｲﾄﾞｶﾞｲﾘ
219 関辺 上ノ代 ｾｷﾍﾞ ｳｴﾉﾀﾞｲ
220 関辺 大北向 ｾｷﾍﾞ ｵｵｷﾀﾑｷ
221 関辺 大久保 ｾｷﾍﾞ ｵｵｸﾎﾞ
222 関辺 大沢 ｾｷﾍﾞ ｵｵｻﾜ
223 関辺 カケン沢 ｾｷﾍﾞ ｶｹﾝｻﾜ
224 関辺 金子沢 ｾｷﾍﾞ ｶﾅｺﾞｻﾜ
225 関辺 上ノ原 ｾｷﾍﾞ ｶﾐﾉﾊﾗ
226 関辺 上谷地 ｾｷﾍﾞ ｶﾐﾔﾁ
227 関辺 カラオトシ ｾｷﾍﾞ ｶﾗｵﾄｼ
228 関辺 川前 ｾｷﾍﾞ ｶﾜﾏｴ
229 関辺 小金 ｾｷﾍﾞ ｺｶﾞﾈ
230 関辺 郷渡 ｾｷﾍﾞ ｺﾞｳﾄﾞ
231 関辺 五木沢 ｾｷﾍﾞ ｺﾞｷｻﾜ
232 関辺 後津内 ｾｷﾍﾞ ｺﾞﾂｳﾁ
233 関辺 桜久保 ｾｷﾍﾞ ｻｸﾗｸﾎﾞ
234 関辺 三斗蒔 ｾｷﾍﾞ ｻﾝﾄﾏｷ
235 関辺 下林 ｾｷﾍﾞ ｼﾓﾊﾞﾔｼ
236 関辺 新郷渡 ｾｷﾍﾞ ｼﾝｺﾞｳﾄﾞ
237 関辺 新道 ｾｷﾍﾞ ｼﾝﾄﾞｳ
238 関辺 炭焼 ｾｷﾍﾞ ｽﾐﾔｷ
239 関辺 関山 ｾｷﾍﾞ ｾｷｻﾝ
240 関辺 関山口 ｾｷﾍﾞ ｾｷｻﾝｸﾞﾁ
241 関辺 瀬戸 ｾｷﾍﾞ ｾﾄ
242 関辺 瀬戸谷地 ｾｷﾍﾞ ｾﾄﾔｼﾞ
243 関辺 竹花 ｾｷﾍﾞ ﾀｹﾊﾅ
244 関辺 田中山 ｾｷﾍﾞ ﾀﾅｶﾔﾏ
245 関辺 地蔵前 ｾｷﾍﾞ ﾁｿﾞｳﾏｴ
246 関辺 飛輪沢 ｾｷﾍﾞ ﾄﾋﾞﾜｻﾜ
247 関辺 中田 ｾｷﾍﾞ ﾅｶﾀﾞ
248 関辺 中道上 ｾｷﾍﾞ ﾅｶﾐﾁｳｴ
249 関辺 中道下 ｾｷﾍﾞ ﾅｶﾐﾁｼﾀ
250 関辺 西 ｾｷﾍﾞ ﾆｼ
251 関辺 西方 ｾｷﾍﾞ ﾆｼｶﾀ
252 関辺 西ノ内 ｾｷﾍﾞ ﾆｼﾉｳﾁ
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253 関辺 二枚橋 ｾｷﾍﾞ ﾆﾏｲﾊﾞｼ
254 関辺 八幡山 ｾｷﾍﾞ ﾊﾁﾏﾝﾔﾏ
255 関辺 東 ｾｷﾍﾞ ﾋｶﾞｼ
256 関辺 引目橋 ｾｷﾍﾞ ﾋｷﾒﾊｼ
257 関辺 日の出 ｾｷﾍﾞ ﾋﾉﾃﾞ
258 関辺 不動山 ｾｷﾍﾞ ﾌﾄﾞｳﾔﾏ
259 関辺 坊ノ内 ｾｷﾍﾞ ﾎﾞｳﾉｳﾁ
260 関辺 前林 ｾｷﾍﾞ ﾏｴﾊﾞﾔｼ
261 関辺 松並 ｾｷﾍﾞ ﾏﾂﾅﾐ
262 関辺 丸沢 ｾｷﾍﾞ ﾏﾙｻﾜ
263 関辺 本沢 ｾｷﾍﾞ ﾓﾄｻﾜ
264 関辺 谷地 ｾｷﾍﾞ ﾔﾁ
265 関辺 谷中 ｾｷﾍﾞ ﾔﾅｶ
266 関辺 吉ヶ沢 ｾｷﾍﾞ ﾖｼｶﾞｻﾜ
267 関辺 反町 ｾｷﾍﾞ ｿﾘﾏﾁ
268 大 油田 ﾀﾞｲ ｱﾌﾞﾗﾀﾞ
269 大 阿弥陀前 ﾀﾞｲ ｱﾐﾀﾞﾏｴ
270 大 岩倉 ﾀﾞｲ ｲﾜｸﾗ
271 大 岩下 ﾀﾞｲ ｲﾜｼﾀ
272 大 牛帰 ﾀﾞｲ ｳｼｶﾞｴﾘ
273 大 善知鳥坂 ﾀﾞｲ ｳﾄｳｻﾞｶ
274 大 謡坂深沢 ﾀﾞｲ ｳﾄｳｻﾞｶﾌｶｻﾞﾜ
275 大 小山下 ﾀﾞｲ ｵﾔﾏｼﾀ
276 大 鹿島 ﾀﾞｲ ｶｼﾏ
277 大 鹿島前 ﾀﾞｲ ｶｼﾏﾏｴ
278 大 鍛治田 ﾀﾞｲ ｶｼﾞﾀﾞ
279 大 搦目 ﾀﾞｲ ｶﾗﾒ
280 大 搦目ヶ入石切場 ﾀﾞｲ ｶﾗﾒｶﾞｲﾘｲｼｷﾘﾊﾞ
281 大 搦目前 ﾀﾞｲ ｶﾗﾒﾏｴ
282 大 搦目向 ﾀﾞｲ ｶﾗﾒﾑｶｲ
283 大 搦目山 ﾀﾞｲ ｶﾗﾒﾔﾏ
284 大 観音前 ﾀﾞｲ ｶﾝﾉﾝﾏｴ
285 大 北五反田 ﾀﾞｲ ｷﾀｺﾞﾀﾝﾀﾞ
286 大 北ノ内 ﾀﾞｲ ｷﾀﾉｳﾁ
287 大 久保 ﾀﾞｲ ｸﾎﾞ
288 大 久保前 ﾀﾞｲ ｸﾎﾞﾏｴ
289 大 小針田 ﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾘﾀﾞ
290 大 左京田 ﾀﾞｲ ｻｷｮｳﾀﾞ
291 大 桜岡 ﾀﾞｲ ｻｸﾗｵｶ
292 大 桜岡裏山 ﾀﾞｲ ｻｸﾗｵｶｳﾗﾔﾏ
293 大 桜岡前 ﾀﾞｲ ｻｸﾗｵｶﾏｴ
294 大 桜岡前山 ﾀﾞｲ ｻｸﾗｵｶﾏｴﾔﾏ
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295 大 鷹ノ巣 ﾀﾞｲ ﾀｶﾉｽ
296 大 高野台 ﾀﾞｲ ﾀｶﾉﾀﾞｲ
297 大 畳田 ﾀﾞｲ ﾀﾀﾐﾀﾞ
298 大 舘山提ヶ入 ﾀﾞｲ ﾀﾃﾔﾏﾂﾂﾐｶﾞｲﾘ
299 大 塚田 ﾀﾞｲ ﾂｶﾀﾞ
300 大 塔ノ下 ﾀﾞｲ ﾄｳﾉｼﾀ
301 大 鳥居橋前 ﾀﾞｲ ﾄﾘｲﾊﾞｼﾏｴ
302 大 堂ヶ作 ﾀﾞｲ ﾄﾞｳｶﾞｻｸ
303 大 堂ヶ作前 ﾀﾞｲ ﾄﾞｳｶﾞｻｸﾏｴ
304 大 荻ヶ山 ﾀﾞｲ ﾊｶﾞﾔﾏ
305 大 荻ヶ山下 ﾀﾞｲ ﾊｶﾞﾔﾏｼﾀ
306 大 東森影 ﾀﾞｲ ﾋｶﾞｼﾓﾘｶｹﾞ
307 大 ﾀﾞｲ ﾋｺﾞｼ
308 大 臂曲り ﾀﾞｲ ﾋｼﾞﾏｶﾞﾘ
309 大 藤ノ宮 ﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾉﾐﾔ
310 大 本社入 ﾀﾞｲ ﾎﾝｼｬｲﾘ
311 大 前桜岡 ﾀﾞｲ ﾏｴｻｸﾗｵｶ
312 大 南田 ﾀﾞｲ ﾐﾅﾐﾀﾞ
313 大 南中川原 ﾀﾞｲ ﾐﾅﾐﾅｶｶﾞﾜﾗ
314 大 美濃輪 ﾀﾞｲ ﾐﾉﾜ
315 大 ﾀﾞｲ ﾓﾁﾀﾞ
316 大 森ノ内 ﾀﾞｲ ﾓﾘﾉｳﾁ
317 大 森ノ蔭 ﾀﾞｲ ﾓﾘﾉｶｹﾞ
318 大 弥次良田 ﾀﾞｲ ﾔｼﾞﾛｳﾀﾞ
319 大 山崎 ﾀﾞｲ ﾔﾏｻﾞｷ
320 大 山ノ神前 ﾀﾞｲ ﾔﾏﾉｶﾐﾏｴ
321 大 四反田 ﾀﾞｲ ﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
322 大 羅漢前 ﾀﾞｲ ﾗｶﾝﾏｴ
323 大和田 荒田ノ入 ｵｵﾜﾀﾞ ｱﾗﾀﾉｲﾘ
324 大和田 池ノ入 ｵｵﾜﾀﾞ ｲｹﾉｲﾘ
325 大和田 池ノ次 ｵｵﾜﾀﾞ ｲｹﾉﾂｷﾞ
326 大和田 石ノ入 ｵｵﾜﾀﾞ ｲｼﾉｲﾘ
327 大和田 石橋前 ｵｵﾜﾀﾞ ｲｼﾊﾞｼﾏｴ
328 大和田 岩崎 ｵｵﾜﾀﾞ ｲﾜｻｷ
329 大和田 後和田 ｵｵﾜﾀﾞ ｳｼﾛﾜﾀﾞ
330 大和田 ｵｵﾜﾀﾞ
331 大和田 勝ヶ作 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾂｶﾞｻｸ
332 大和田 河張田 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾜﾘﾀ
333 大和田 雁沢 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾞﾝｻﾞﾜ
334 大和田 桑沢 ｵｵﾜﾀﾞ ｸﾜｻﾜ
335 大和田 坂下 ｵｵﾜﾀﾞ ｻｶｼﾀ
336 大和田 下ノ内 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾓﾉｳﾁ
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337 大和田 竹ノ花 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｹﾉﾊﾅ
338 大和田 月山 ｵｵﾜﾀﾞ ﾂｷﾔﾏ
339 大和田 堂ノ前 ｵｵﾜﾀﾞ ﾄﾞｳﾉﾏｴ
340 大和田 堂山 ｵｵﾜﾀﾞ ﾄﾞｳﾔﾏ
341 大和田 中内 ｵｵﾜﾀﾞ ﾅｶｳﾁ
342 大和田 畑田 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾀｹﾀﾞ
343 大和田 前田 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｴﾀﾞ
344 大和田 南内 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐｳﾁ
345 大和田 森脇 ｵｵﾜﾀﾞ ﾓﾘﾜｷ
346 久田野 岩崎 ｸﾀﾉ ｲﾜｻｷ
347 久田野 笠松 ｸﾀﾉ ｶｻﾏﾂ
348 久田野 蟹沢山 ｸﾀﾉ ｶﾆｻﾜﾔﾏ
349 久田野 観音山 ｸﾀﾉ ｶﾝﾉﾝﾔﾏ
350 久田野 北裏 ｸﾀﾉ ｷﾀｳﾗ
351 久田野 狐子山 ｸﾀﾉ ｷﾂﾈｺﾔﾏ
352 久田野 ｸﾀﾉ
353 久田野 久保田 ｸﾀﾉ ｸﾎﾞﾀ
354 久田野 山王寺山 ｸﾀﾉ ｻﾝﾉｳｼﾞﾔﾏ
355 久田野 三本松山 ｸﾀﾉ ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾔﾏ
356 久田野 白旗 ｸﾀﾉ ｼﾗﾊﾀ
357 久田野 城内 ｸﾀﾉ ｼﾛｳﾁ
358 久田野 竹内 ｸﾀﾉ ﾀｹﾉｳﾁ
359 久田野 田尻 ｸﾀﾉ ﾀｼﾞﾘ
360 久田野 巽田 ｸﾀﾉ ﾀﾂﾐﾀﾞ
361 久田野 田中 ｸﾀﾉ ﾀﾅｶ
362 久田野 塚田 ｸﾀﾉ ﾂｶﾀﾞ
363 久田野 月影 ｸﾀﾉ ﾂｷｶｹﾞ
364 久田野 二石蒔 ｸﾀﾉ ﾆｺｸﾏｷ
365 久田野 西田 ｸﾀﾉ ﾆｼﾀﾞ
366 久田野 西谷地 ｸﾀﾉ ﾆｼﾔﾁ
367 久田野 拂川 ｸﾀﾉ ﾊﾗｲｶﾜ
368 久田野 日渡 ｸﾀﾉ ﾋﾜﾀｼ
369 久田野 細入山 ｸﾀﾉ ﾎｿｲﾘﾔﾏ
370 久田野 前田 ｸﾀﾉ ﾏｴﾀﾞ
371 久田野 豆柄久保 ｸﾀﾉ ﾏﾒｶﾞﾗｸﾎﾞ
372 久田野 豆柄山 ｸﾀﾉ ﾏﾒｶﾞﾗﾔﾏ
373 久田野 道山 ｸﾀﾉ ﾐﾁﾔﾏ
374 久田野 宮前 ｸﾀﾉ ﾐﾔﾏｴ
375 久田野 向畑 ｸﾀﾉ ﾑｶｲﾊﾀ
376 久田野 向前山 ｸﾀﾉ ﾑｶｲﾏｴﾔﾏ
377 久田野 夕顔山 ｸﾀﾉ ﾕｳｶﾞｵﾔﾏ
378 本沼 ﾓﾄﾇﾏ ｱｼﾉｸﾁｲﾘﾔﾏ
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379 本沼 ﾓﾄﾇﾏ ｱｼﾉｸﾁﾏｴ
380 本沼 畔田 ﾓﾄﾇﾏ ｱｾﾞﾀﾞ
381 本沼 荒田 ﾓﾄﾇﾏ ｱﾗﾀ
382 本沼 池ノ上 ﾓﾄﾇﾏ ｲｹﾉｳｴ
383 本沼 一屋作 ﾓﾄﾇﾏ ｲﾁﾔｻｸ
384 本沼 入山 ﾓﾄﾇﾏ ｲﾘﾔﾏ
385 本沼 岩井戸 ﾓﾄﾇﾏ ｲﾜｲﾄ
386 本沼 瓜田 ﾓﾄﾇﾏ ｳﾘﾀ
387 本沼 沖田 ﾓﾄﾇﾏ ｵｷﾀ
388 本沼 門ノ川 ﾓﾄﾇﾏ ｶﾄﾞﾉｶﾜ
389 本沼 上谷地 ﾓﾄﾇﾏ ｶﾐﾔﾁ
390 本沼 観音前 ﾓﾄﾇﾏ ｶﾝﾉﾝﾏｴ
391 本沼 観音山 ﾓﾄﾇﾏ ｶﾝﾉﾝﾔﾏ
392 本沼 北裏 ﾓﾄﾇﾏ ｷﾀｳﾗ
393 本沼 北向 ﾓﾄﾇﾏ ｷﾀﾑｷ
394 本沼 小屋日向 ﾓﾄﾇﾏ ｺﾔﾋﾅﾀ
395 本沼 小山前 ﾓﾄﾇﾏ ｺﾔﾏﾏｴ
396 本沼 山王山 ﾓﾄﾇﾏ ｻﾝｵｳｻﾞﾝ
397 本沼 三年立 ﾓﾄﾇﾏ ｻﾝﾈﾝﾀﾁ
398 本沼 下河原 ﾓﾄﾇﾏ ｼﾓｶﾜﾗ
399 本沼 白坂前 ﾓﾄﾇﾏ ｼﾗｻｶﾏｴ
400 本沼 新田川原 ﾓﾄﾇﾏ ｼﾝﾃﾞﾝｶﾜﾗ
401 本沼 鷹ノ巣 ﾓﾄﾇﾏ ﾀｶﾉｽ
402 本沼 滝ノ入 ﾓﾄﾇﾏ ﾀｷﾉｲﾘ
403 本沼 竹ノ内 ﾓﾄﾇﾏ ﾀｹﾉｳﾁ
404 本沼 竹ノ花 ﾓﾄﾇﾏ ﾀｹﾉﾊﾅ
405 本沼 谷内 ﾓﾄﾇﾏ ﾀﾆｳﾁ
406 本沼 手代塚 ﾓﾄﾇﾏ ﾃｼﾛﾂｶ
407 本沼 天神前 ﾓﾄﾇﾏ ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴ
408 本沼 堂ノ前 ﾓﾄﾇﾏ ﾄﾞｳﾉﾏｴ
409 本沼 中島 ﾓﾄﾇﾏ ﾅｶｼﾞﾏ
410 本沼 中田 ﾓﾄﾇﾏ ﾅｶﾀﾞ
411 本沼 西裏 ﾓﾄﾇﾏ ﾆｼｳﾗ
412 本沼 西ノ入 ﾓﾄﾇﾏ ﾆｼﾉｲﾘ
413 本沼 西ノ内 ﾓﾄﾇﾏ ﾆｼﾉｳﾁ
414 本沼 庭渡 ﾓﾄﾇﾏ ﾆﾜﾜﾀﾘ
415 本沼 野地久保 ﾓﾄﾇﾏ ﾉｼﾞｸﾎﾞ
416 本沼 八幡山 ﾓﾄﾇﾏ ﾊﾁﾏﾝﾔﾏ
417 本沼 東ノ入 ﾓﾄﾇﾏ ﾋｶﾞｼﾉｲﾘ
418 本沼 日向前 ﾓﾄﾇﾏ ﾋﾅﾀﾏｴ
419 本沼 前川原 ﾓﾄﾇﾏ ﾏｴｶﾜﾗ
420 本沼 豆粉坂 ﾓﾄﾇﾏ ﾏﾒｺｻｶ
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421 本沼 宮久保 ﾓﾄﾇﾏ ﾐﾔｸﾎﾞ
422 本沼 宮柳 ﾓﾄﾇﾏ ﾐﾔﾅｷﾞ
423 本沼 明地 ﾓﾄﾇﾏ ﾐﾖﾁ
424 本沼 村界塚 ﾓﾄﾇﾏ ﾑﾗｻｶｲﾂﾞｶ
425 本沼 糯田 ﾓﾄﾇﾏ ﾓﾁﾀﾞ
426 本沼 ﾓﾄﾇﾏ
427 本沼 谷地 ﾓﾄﾇﾏ ﾔｼﾞ
428 本沼 柳町 ﾓﾄﾇﾏ ﾔﾅｷﾞﾏﾁ
429 白坂 愛宕山 ｼﾗｻｶ ｱﾀｺﾞﾔﾏ
430 白坂 石阿弥陀 ｼﾗｻｶ ｲｼｱﾐﾀﾞ
431 白坂 一里段 ｼﾗｻｶ ｲﾁﾘﾀﾞﾝ
432 白坂 牛清水 ｼﾗｻｶ ｳｼｼﾐｽﾞ
433 白坂 馬落崖 ｼﾗｻｶ ｳﾏｵﾁｶﾞｹ
434 白坂 大倉矢見 ｼﾗｻｶ ｵｵｸﾗﾔﾐ
435 白坂 大平 ｼﾗｻｶ ｵｵﾀﾞｲﾗ
436 白坂 小田倉沢 ｼﾗｻｶ ｵﾀﾞｸﾗｻﾜ
437 白坂 御茶屋 ｼﾗｻｶ ｵﾁｬﾔ
438 白坂 勝多石 ｼﾗｻｶ ｶﾂﾀｲｼ
439 白坂 皮籠 ｼﾗｻｶ ｶﾜｺﾞ
440 白坂 五器洗 ｼﾗｻｶ ｺﾞｷｱﾗｲ
441 白坂 下黒川 ｼﾗｻｶ ｼﾓｸﾛｶﾜ
442 白坂 勝負沢 ｼﾗｻｶ ｼｮｳﾌﾞｻﾞﾜ
443 白坂 ｼﾗｻｶ
444 白坂 新愛宕山 ｼﾗｻｶ ｼﾝｱﾀｺﾞﾔﾏ
445 白坂 新石阿弥陀 ｼﾗｻｶ ｼﾝｲｼｱﾐﾀﾞ
446 白坂 新一里段 ｼﾗｻｶ ｼﾝｲﾁﾘﾀﾞﾝ
447 白坂 新皮籠 ｼﾗｻｶ ｼﾝｶﾜｺﾞ
448 白坂 新切 ｼﾗｻｶ ｼﾝｷﾘ
449 白坂 新三輪台 ｼﾗｻｶ ｼﾝﾐﾜﾀﾞｲ
450 白坂 新芳野 ｼﾗｻｶ ｼﾝﾖｼﾉ
451 白坂 陣場 ｼﾗｻｶ ｼﾞﾝﾊﾞ
452 白坂 鷹飛 ｼﾗｻｶ ﾀｶﾄﾋﾞ
453 白坂 鷹巣 ｼﾗｻｶ ﾀｶｽ
454 白坂 鶴子山 ｼﾗｻｶ ﾂﾙｺﾔﾏ
455 白坂 鶴巻 ｼﾗｻｶ ﾂﾙﾏｷ
456 白坂 乗越 ｼﾗｻｶ ﾉﾂｺｼ
457 白坂 八幡山 ｼﾗｻｶ ﾊﾁﾏﾝﾔﾏ
458 白坂 八竜神 ｼﾗｻｶ ﾊﾁﾘｭｳｼﾞﾝ
459 白坂 二十日森 ｼﾗｻｶ ﾊﾂｶﾓﾘ
460 白坂 二ツ穴 ｼﾗｻｶ ﾌﾀﾂｱﾅ
461 白坂 松ヶ苗 ｼﾗｻｶ ﾏﾂｶﾞﾅｴ
462 白坂 松峯 ｼﾗｻｶ ﾏﾂﾐﾈ
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463 白坂 明神 ｼﾗｻｶ ﾐｮｳｼﾞﾝ
464 白坂 三輪台 ｼﾗｻｶ ﾐﾜﾀﾞｲ
465 白坂 八雲山 ｼﾗｻｶ ﾔｸﾞﾓﾔﾏ
466 白坂 芳野 ｼﾗｻｶ ﾖｼﾉ
467 白坂 石橋 ｼﾗｻｶ ｲｼﾊﾞｼ
468 白坂 泉岡 ｼﾗｻｶ ｲｽﾞﾐｵｶ
469 白坂 新五器洗 ｼﾗｻｶ ｼﾝｺﾞｷｱﾗｲ
470 小田川 愛宕下 ｺﾀｶﾞﾜ ｱﾀｺﾞｼﾀ
471 小田川 愛宕山 ｺﾀｶﾞﾜ ｱﾀｺﾞﾔﾏ
472 小田川 穴田 ｺﾀｶﾞﾜ ｱﾅﾀﾞ
473 小田川 阿弥陀堂 ｺﾀｶﾞﾜ ｱﾐﾀﾞﾄﾞｳ
474 小田川 荒屋 ｺﾀｶﾞﾜ ｱﾗﾔ
475 小田川 石田 ｺﾀｶﾞﾜ ｲｼﾀﾞ
476 小田川 石山 ｺﾀｶﾞﾜ ｲｼﾔﾏ
477 小田川 一里塚 ｺﾀｶﾞﾜ ｲﾁﾘﾂﾞｶ
478 小田川 一本松 ｺﾀｶﾞﾜ ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
479 小田川 岩久保 ｺﾀｶﾞﾜ ｲﾜｸﾎﾞ
480 小田川 馬橋 ｺﾀｶﾞﾜ ｳﾏﾊｼ
481 小田川 漆房 ｺﾀｶﾞﾜ ｳﾙｼﾎﾞｳ
482 小田川 榎平 ｺﾀｶﾞﾜ ｴﾉｷﾀﾞｲﾗ
483 小田川 円持 ｺﾀｶﾞﾜ ｴﾝﾓﾁ
484 小田川 扇田 ｺﾀｶﾞﾜ ｵｵｷﾞﾀﾞ
485 小田川 扇ノ間 ｺﾀｶﾞﾜ ｵｵｷﾞﾉﾏ
486 小田川 大林 ｺﾀｶﾞﾜ ｵｵﾊﾞﾔｼ
487 小田川 大山 ｺﾀｶﾞﾜ ｵｵﾔﾏ
488 小田川 小田ノ里 ｺﾀｶﾞﾜ ｵﾀﾞﾉｻﾄ
489 小田川 御花畑 ｺﾀｶﾞﾜ ｵﾊﾅﾊﾞﾀｹ
490 小田川 柿木平 ｺﾀｶﾞﾜ ｶｷﾉｷﾀﾞｲﾗ
491 小田川 柏久保 ｺﾀｶﾞﾜ ｶｼﾜｸﾎﾞ
492 小田川 金屋 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾅﾔ
493 小田川 蟹ヶ作 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾆｶﾞｻｸ
494 小田川 鎌入 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾏｲﾘ
495 小田川 上庄司場 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾐｼｮｳｼﾞﾊﾞ
496 小田川 上早稲田 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾐﾜｾﾀﾞ
497 小田川 加茂右エ門林 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾓｳｴﾓﾝﾊﾞﾔｼ
498 小田川 欠下 ｺﾀｶﾞﾜ ｶﾞｹｼﾀ
499 小田川 北ノ入 ｺﾀｶﾞﾜ ｷﾀﾉｲﾘ
500 小田川 牛清水 ｺﾀｶﾞﾜ ｷﾞｭｳｼﾐｽﾞ
501 小田川 行屋久保 ｺﾀｶﾞﾜ ｷﾞｮｳﾔｸﾎﾞ
502 小田川 茱萸木沢 ｺﾀｶﾞﾜ ｸﾞﾐﾉｷｻﾞﾜ
503 小田川 古四王山 ｺﾀｶﾞﾜ ｺｼｵｳﾔﾏ
504 小田川 ｺﾀｶﾞﾜ
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505 小田川 小町池 ｺﾀｶﾞﾜ ｺﾏﾁｲｹ
506 小田川 込内 ｺﾀｶﾞﾜ ｺﾐｳﾁ
507 小田川 子ハ清水 ｺﾀｶﾞﾜ ｺﾜｼﾐｽﾞ
508 小田川 御前舞 ｺﾀｶﾞﾜ ｺﾞｾﾞﾝﾏｲ
509 小田川 里ノ根 ｺﾀｶﾞﾜ ｻﾄﾉﾈ
510 小田川 申倉 ｺﾀｶﾞﾜ ｻﾙｸﾗ
511 小田川 三斗蒔 ｺﾀｶﾞﾜ ｻﾝﾄﾏｷ
512 小田川 塩田 ｺﾀｶﾞﾜ ｼｵﾀﾞ
513 小田川 下庄司場 ｺﾀｶﾞﾜ ｼﾓｼｮｳｼﾞﾊﾞ
514 小田川 下早稲田 ｺﾀｶﾞﾜ ｼﾓﾜｾﾀﾞ
515 小田川 新池 ｺﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲｹ
516 小田川 新百姓屋敷 ｺﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾋﾞｬｸｼｮｳﾔｼｷ
517 小田川 十三発田 ｺﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭｳｻﾝﾎﾟｯﾀ
518 小田川 関ノ内 ｺﾀｶﾞﾜ ｾｷﾉｳﾁ
519 小田川 銭神山 ｺﾀｶﾞﾜ ｾﾞﾆｶﾞﾐﾔﾏ
520 小田川 高橋 ｺﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾊｼ
521 小田川 竹ノ花 ｺﾀｶﾞﾜ ﾀｹﾉﾊﾅ
522 小田川 舘ノ前 ｺﾀｶﾞﾜ ﾀﾃﾉﾏｴ
523 小田川 誕生久保 ｺﾀｶﾞﾜ ﾀﾝｼﾞｮｳｸﾎﾞ
524 小田川 大明神 ｺﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝ
525 小田川 茶屋の前 ｺﾀｶﾞﾜ ﾁｬﾔﾉﾏｴ
526 小田川 手水山 ｺﾀｶﾞﾜ ﾃﾐｽﾞﾔﾏ
527 小田川 天王下 ｺﾀｶﾞﾜ ﾃﾝﾉｳｼﾀ
528 小田川 天王山 ｺﾀｶﾞﾜ ﾃﾝﾉｳﾔﾏ
529 小田川 堂ヶ作 ｺﾀｶﾞﾜ ﾄﾞｳｶﾞｻｸ
530 小田川 仲田 ｺﾀｶﾞﾜ ﾅｶﾀﾞ
531 小田川 仲丸 ｺﾀｶﾞﾜ ﾅｶﾏﾙ
532 小田川 仲山 ｺﾀｶﾞﾜ ﾅｶﾔﾏ
533 小田川 七曲り ｺﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾏｶﾞﾘ
534 小田川 二蔵屋敷 ｺﾀｶﾞﾜ ﾆｿﾞｳﾔｼｷ
535 小田川 二枚橋 ｺﾀｶﾞﾜ ﾆﾏｲﾊﾞｼ
536 小田川 年納神 ｺﾀｶﾞﾜ ﾈﾝﾉｳｶﾞﾐ
537 小田川 登木 ｺﾀｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾘｷﾞ
538 小田川 呑内 ｺﾀｶﾞﾜ ﾉﾐｳﾁ
539 小田川 白山 ｺﾀｶﾞﾜ ﾊｸｻﾝ
540 小田川 八幡山 ｺﾀｶﾞﾜ ﾊﾁﾏﾝﾔﾏ
541 小田川 馬場 ｺﾀｶﾞﾜ ﾊﾞﾊﾞ
542 小田川 番倉 ｺﾀｶﾞﾜ ﾊﾞﾝｸﾗ
543 小田川 東の内 ｺﾀｶﾞﾜ ﾋｶﾞｼﾉｳﾁ
544 小田川 姫鶴内 ｺﾀｶﾞﾜ ﾋﾒﾂﾙｳﾁ
545 小田川 広谷地 ｺﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｼﾞ
546 小田川 深沢 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌｶｻﾞﾜ
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547 小田川 富貴作 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌｷｻｸ
548 小田川 二ツ堂 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌﾀﾂﾄﾞｳ
549 小田川 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌﾀﾅﾜﾂﾞﾘ
550 小田川 古内 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌﾙｳﾁ
551 小田川 古道 ｺﾀｶﾞﾜ ﾌﾙﾐﾁ
552 小田川 仏石 ｺﾀｶﾞﾜ ﾎﾄｹｲｼ
553 小田川 町浦 ｺﾀｶﾞﾜ ﾏﾁｳﾗ
554 小田川 松原 ｺﾀｶﾞﾜ ﾏﾂﾊﾞﾗ
555 小田川 宮ノ前 ｺﾀｶﾞﾜ ﾐﾔﾉﾏｴ
556 小田川 向田 ｺﾀｶﾞﾜ ﾑｶｲﾀﾞ
557 小田川 無地ノ内 ｺﾀｶﾞﾜ ﾑｼﾞﾉｳﾁ
558 小田川 柳町 ｺﾀｶﾞﾜ ﾔﾅｷﾞﾏﾁ
559 小田川 矢部屋 ｺﾀｶﾞﾜ ﾔﾍﾞﾔ
560 小田川 山口 ｺﾀｶﾞﾜ ﾔﾏｸﾞﾁ
561 小田川 山田 ｺﾀｶﾞﾜ ﾔﾏﾀﾞ
562 小田川 横川 ｺﾀｶﾞﾜ ﾖｺｶﾜ
563 小田川 礼堂 ｺﾀｶﾞﾜ ﾚｲﾄﾞｳ
564 泉田 池ノ上 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｲｹﾉｳｴ
565 泉田 池ノ下 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｲｹﾉｼﾀ
566 泉田 大久保 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｵｵｸﾎﾞ
567 泉田 鬼窪 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｵﾆｶﾞｸﾎﾞ
568 泉田 北ノ入 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｷﾀﾉｲﾘ
569 泉田 北ノ内 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｷﾀﾉｳﾁ
570 泉田 古見ヶ久保 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｺﾐｶﾞｸﾎﾞ
571 泉田 袖ヶ久保 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｿﾃﾞｶﾞｸﾎﾞ
572 泉田 七々入 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾅﾅｲﾘ
573 泉田 弁天山 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾍﾞﾝﾃﾝﾔﾏ
574 泉田 南之内 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾐﾅﾐﾉｳﾁ
575 萱根 足洗場 ｶﾔﾈ ｱｼｱﾗｲﾊﾞ
576 萱根 泉田界 ｶﾔﾈ ｲｽﾞﾐﾀﾞｻﾞｶｲ
577 萱根 猪馬場 ｶﾔﾈ ｲﾉﾊﾞﾊﾞ
578 萱根 岩下 ｶﾔﾈ ｲﾜｼﾀ
579 萱根 牛子清水 ｶﾔﾈ ｳｼｺｼﾐｽﾞ
580 萱根 後谷地 ｶﾔﾈ ｳｼﾛﾔｼﾞ
581 萱根 大窪 ｶﾔﾈ ｵｵｸﾎﾞ
582 萱根 大清水 ｶﾔﾈ ｵｵｼﾐｽﾞ
583 萱根 沖田 ｶﾔﾈ ｵｷﾀ
584 萱根 蟹沢 ｶﾔﾈ ｶﾆｻﾜ
585 萱根 金ヶ入 ｶﾔﾈ ｶﾈｶﾞｲﾘ
586 萱根 金ヶ平 ｶﾔﾈ ｶﾈｶﾞﾋﾗ
587 萱根 上後谷地 ｶﾔﾈ ｶﾐｳｼﾛﾔｼﾞ
588 萱根 上小板橋 ｶﾔﾈ ｶﾐｺｲﾀﾊﾞｼ
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589 萱根 上田中 ｶﾔﾈ ｶﾐﾀﾅｶ
590 萱根 上根田ヶ入 ｶﾔﾈ ｶﾐﾈﾀﾞｶﾞｲﾘ
591 萱根 北街道端 ｶﾔﾈ ｷﾀｶｲﾄﾞｳﾊﾞﾀ
592 萱根 桑ヶ作 ｶﾔﾈ ｸﾜｶﾞｻｸ
593 萱根 玄台 ｶﾔﾈ ｹﾞﾝﾀﾞｲ
594 萱根 駒田山 ｶﾔﾈ ｺﾏﾀﾞﾔﾏ
595 萱根 五斗蒔 ｶﾔﾈ ｺﾞﾄﾏｷ
596 萱根 三本木 ｶﾔﾈ ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ
597 萱根 下後谷地 ｶﾔﾈ ｼﾓｳｼﾛﾔｼﾞ
598 萱根 下田中 ｶﾔﾈ ｼﾓﾀﾅｶ
599 萱根 下根田ヶ入 ｶﾔﾈ ｼﾓﾈﾀﾞｶﾞｲﾘ
600 萱根 田中山 ｶﾔﾈ ﾀﾅｶﾔﾏ
601 萱根 鎮守前 ｶﾔﾈ ﾁﾝｼﾞｭﾏｴ
602 萱根 月ノ入 ｶﾔﾈ ﾂｷﾉｲﾘ
603 萱根 鳥子前 ｶﾔﾈ ﾄﾘｺﾏｴ
604 萱根 鳥子山 ｶﾔﾈ ﾄﾘｺﾔﾏ
605 萱根 堂平 ｶﾔﾈ ﾄﾞｳﾀﾞｲﾗ
606 萱根 堂ノ前 ｶﾔﾈ ﾄﾞｳﾉﾏｴ
607 萱根 堂見池 ｶﾔﾈ ﾄﾞｳﾐｲｹ
608 萱根 仲田 ｶﾔﾈ ﾅｶﾀﾞ
609 萱根 長木原 ｶﾔﾈ ﾅｶﾞｷﾊﾗ
610 萱根 七斗蒔 ｶﾔﾈ ﾅﾅﾄﾏｷ
611 萱根 新小萱 ｶﾔﾈ ﾆｺｶﾞﾔ
612 萱根 西ノ内 ｶﾔﾈ ﾆｼﾉｳﾁ
613 萱根 根田 ｶﾔﾈ ﾈﾀﾞ
614 萱根 根田ヶ入山 ｶﾔﾈ ﾈﾀﾞｶﾞｲﾘﾔﾏ
615 萱根 日向 ｶﾔﾈ ﾋﾅﾀ
616 萱根 日向内 ｶﾔﾈ ﾋﾅﾀｳﾁ
617 萱根 日向山 ｶﾔﾈ ﾋﾅﾀﾔﾏ
618 萱根 棒ノ入 ｶﾔﾈ ﾎﾞｳﾉｲﾘ
619 萱根 南街道端 ｶﾔﾈ ﾐﾅﾐｶｲﾄﾞｳﾊﾞﾀ
620 萱根 向谷地 ｶﾔﾈ ﾑｶｲﾔｼﾞ
621 萱根 向山 ｶﾔﾈ ﾑｶｲﾔﾏ
622 萱根 宿尻 ｶﾔﾈ ﾔﾄﾞｼﾞﾘ
623 萱根 夕日 ｶﾔﾈ ﾕｳﾋ
624 萱根 雷神前 ｶﾔﾈ ﾗｲｼﾞﾝﾏｴ
625 萱根 雷神山 ｶﾔﾈ ﾗｲｼﾞﾝﾔﾏ
626 豊地 池下 ﾄﾖﾁ ｲｹｼﾀ
627 豊地 大谷地 ﾄﾖﾁ ｵｵﾔｼﾞ
628 豊地 御成場 ﾄﾖﾁ ｵﾅﾘﾊﾞ
629 豊地 上弥次郎 ﾄﾖﾁ ｶﾐﾔｼﾞﾛｳ
630 豊地 川外 ﾄﾖﾁ ｶﾜｿﾄ
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631 豊地 牛房作 ﾄﾖﾁ ｺﾞﾎﾞｳｻｸ
632 豊地 桜地 ﾄﾖﾁ ｻｸﾗｼﾞ
633 豊地 清水久保 ﾄﾖﾁ ｼﾐｽﾞｸﾎﾞ
634 豊地 治右エ門谷地 ﾄﾖﾁ ｼﾞｳｴﾓﾝﾔｼﾞ
635 豊地 砂田 ﾄﾖﾁ ｽﾅﾀﾞ
636 豊地 取草 ﾄﾖﾁ ﾄﾘｸｻ
637 豊地 羽根石 ﾄﾖﾁ ﾊﾈｲｼ
638 豊地 古屋敷 ﾄﾖﾁ ﾌﾙﾔｼｷ
639 豊地 前田 ﾄﾖﾁ ﾏｴﾀﾞ
640 豊地 弥次郎 ﾄﾖﾁ ﾔｼﾞﾛｳ
641 豊地 ﾄﾖﾁ ﾔﾅｲｺﾞﾔ
642 豊地 米古沢 ﾄﾖﾁ ﾖﾈｺｻﾜ
643 田島 薊田 ﾀｼﾞﾏ ｱｻﾞﾐﾀﾞ
644 田島 阿弥陀前 ﾀｼﾞﾏ ｱﾐﾀﾞﾏｴ
645 田島 石坂 ﾀｼﾞﾏ ｲｼｻﾞｶ
646 田島 入方 ﾀｼﾞﾏ ｲﾘｶﾀ
647 田島 入山 ﾀｼﾞﾏ ｲﾘﾔﾏ
648 田島 香取 ﾀｼﾞﾏ ｶﾄﾘ
649 田島 神田 ﾀｼﾞﾏ ｶﾝﾀﾞ
650 田島 北八斗内 ﾀｼﾞﾏ ｷﾀﾊｯﾄﾅｲ
651 田島 紀念 ﾀｼﾞﾏ ｷﾈﾝ
652 田島 銀蔵 ﾀｼﾞﾏ ｷﾞﾝｿﾞｳ
653 田島 窪 ﾀｼﾞﾏ ｸﾎﾞ
654 田島 黒谷 ﾀｼﾞﾏ ｸﾛﾀﾆ
655 田島 越蒔 ﾀｼﾞﾏ ｺｼﾏｷ
656 田島 鷺ノ巣 ﾀｼﾞﾏ ｻｷﾞﾉｽ
657 田島 里ノ前 ﾀｼﾞﾏ ｻﾄﾉﾏｴ
658 田島 沢目木 ﾀｼﾞﾏ ｻﾜﾒｷ
659 田島 外山田 ﾀｼﾞﾏ ｿﾄﾔﾏﾀﾞ
660 田島 竹ノ内 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹﾉｳﾁ
661 田島 ﾀｼﾞﾏ
662 田島 舘ヶ崎 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾃｶﾞｻｷ
663 田島 土取場 ﾀｼﾞﾏ ﾂﾁﾄﾘﾊﾞ
664 田島 天神前 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴ
665 田島 当座窪 ﾀｼﾞﾏ ﾄｳｻﾞｸﾎﾞ
666 田島 床田沢 ﾀｼﾞﾏ ﾄｺﾀﾞｻﾜ
667 田島 仲平 ﾀｼﾞﾏ ﾅｶﾀﾞｲﾗ
668 田島 長峰 ﾀｼﾞﾏ ｱｻﾞﾅｶﾞﾐﾈ
669 田島 長屋前 ﾀｼﾞﾏ ﾅｶﾞﾔﾏｴ
670 田島 波打 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾐｳﾁ
671 田島 西ノ内 ﾀｼﾞﾏ ﾆｼﾉｳﾁ
672 田島 西宮田 ﾀｼﾞﾏ ﾆｼﾐﾔﾀ



大字（の区域） 字（の区域） 大字（の区域） 字（の区域）
読み表記

673 田島 野スケ原 ﾀｼﾞﾏ ﾉｽｹﾊﾗ
674 田島 畑ヶ作 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾀｶﾞｻｸ
675 田島 枇杷窪 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾞﾜｸﾎﾞ
676 田島 二股田 ﾀｼﾞﾏ ﾌﾀﾏﾀﾀﾞ
677 田島 舟ヶ作 ﾀｼﾞﾏ ﾌﾅｶﾞｻｸ
678 田島 細倉前 ﾀｼﾞﾏ ﾎｿｸﾗﾏｴ
679 田島 松葉 ﾀｼﾞﾏ ﾏﾂﾊﾞ
680 田島 水草 ﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｸｻ
681 田島 南八斗内 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾐﾊｯﾄﾅｲ
682 田島 三七八 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾔ
683 田島 宮ノ跡 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾔﾉｱﾄ
684 田島 明治 ﾀｼﾞﾏ ﾒｲｼﾞ
685 田島 巡窪 ﾀｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾘｸﾎﾞ
686 田島 本木前 ﾀｼﾞﾏ ﾓﾄｷﾏｴ
687 田島 森ノ台 ﾀｼﾞﾏ ﾓﾘﾉﾀﾞｲ
688 田島 山神前 ﾀｼﾞﾏ ﾔﾏｶﾐﾏｴ
689 田島 山田向 ﾀｼﾞﾏ ﾔﾏﾀﾞﾑｶｲ
690 田島 結城舘 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷﾀﾞﾃ
691 田島 弓内 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾐｳﾁ
692 田島 吉田 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾀﾞ
693 田島 六平 ﾀｼﾞﾏ ﾛｯﾍﾟｲ
694 田島 八斗内 ﾀｼﾞﾏ ﾊｯﾄﾅｲ
695 借宿 赤番沢 ｶﾘﾔﾄﾞ ｱｶﾊﾞﾝｻﾞﾜ
696 借宿 赤番沢山 ｶﾘﾔﾄﾞ ｱｶﾊﾞﾝｻﾞﾜﾔﾏ
697 借宿 泉川原 ｶﾘﾔﾄﾞ ｲｽﾞﾐｶﾜﾗ
698 借宿 一本杉 ｶﾘﾔﾄﾞ ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞ
699 借宿 梅田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｳﾒﾀﾞ
700 借宿 尾柄沢 ｶﾘﾔﾄﾞ ｵｶﾞﾗｻﾜ
701 借宿 尾柄沢山 ｶﾘﾔﾄﾞ ｵｶﾞﾗｻﾜﾔﾏ
702 借宿 沖田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｵｷﾀ
703 借宿 表テ ｶﾘﾔﾄﾞ ｵﾓﾃ
704 借宿 株木 ｶﾘﾔﾄﾞ ｶﾌﾞｷ
705 借宿 上天田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｶﾐｱﾏﾀ
706 借宿 上川原 ｶﾘﾔﾄﾞ ｶﾐｶﾜﾗ
707 借宿 神田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｶﾝﾀﾞ
708 借宿 小入 ｶﾘﾔﾄﾞ ｺｲﾘ
709 借宿 堺田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｻｶｲﾀﾞ
710 借宿 サゴメン ｶﾘﾔﾄﾞ ｻｺﾞﾒﾝ
711 借宿 サブ田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｻﾌﾞﾀ
712 借宿 下天田 ｶﾘﾔﾄﾞ ｼﾓｱﾏﾀﾞ
713 借宿 尺和美 ｶﾘﾔﾄﾞ ｼｬｸﾜﾐ
714 借宿 尺和美山 ｶﾘﾔﾄﾞ ｼｬｸﾜﾐﾔﾏ
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715 借宿 白旗 ｶﾘﾔﾄﾞ ｼﾗﾊﾀ
716 借宿 親地 ｶﾘﾔﾄﾞ ｼﾝﾁ
717 借宿 高橋 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾀｶﾊｼ
718 借宿 竹ノ花 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾀｹﾉﾊﾅ
719 借宿 鶴ヶ岡 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾂﾙｶﾞｵｶ
720 借宿 鳥居戸 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾄﾘｲﾄﾞ
721 借宿 仲ノ谷地 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾅｶﾉﾔﾁﾞ
722 借宿 西原 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾆｼﾊﾗ
723 借宿 藤ノ宮 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾌｼﾞﾉﾐﾔ
724 借宿 古内 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾌﾙｳﾁ
725 借宿 前田 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾏｴﾀﾞ
726 借宿 前田山 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾏｴﾀﾞﾔﾏ
727 借宿 南 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾐﾅﾐ
728 借宿 南山 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾐﾅﾐﾔﾏ
729 借宿 屋敷入 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾔｼｷｲﾘ
730 借宿 屋敷入山 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾔｼｷｲﾘﾔﾏ
731 借宿 細倉 ｶﾘﾔﾄﾞ ﾎｿｸﾞﾗ
732 舟田 合秀内 ﾌﾅﾀﾞ ｱｲｼｭｳｳﾁ
733 舟田 雨乞山 ﾌﾅﾀﾞ ｱﾏｺﾞｲﾔﾏ
734 舟田 後河原 ﾌﾅﾀﾞ ｳｼﾛｶﾜﾗ
735 舟田 上河原 ﾌﾅﾀﾞ ｶﾐｶﾜﾗ
736 舟田 欠畑 ﾌﾅﾀﾞ ｶﾞｹﾊﾀ
737 舟田 熊野越 ﾌﾅﾀﾞ ｸﾏﾉｺｼ
738 舟田 桜田 ﾌﾅﾀﾞ ｻｸﾗﾀﾞ
739 舟田 笹良田 ﾌﾅﾀﾞ ｻｻﾗﾀﾞ
740 舟田 下河原 ﾌﾅﾀﾞ ｼﾓｶﾞﾜﾗ
741 舟田 下釜 ﾌﾅﾀﾞ ｼﾓｶﾞﾏ
742 舟田 水神河原 ﾌﾅﾀﾞ ｽｲｼﾞﾝｶﾜﾗ
743 舟田 寺西 ﾌﾅﾀﾞ ﾃﾗﾆｼ
744 舟田 百目木 ﾌﾅﾀﾞ ﾄﾞｳﾒｷﾞ
745 舟田 中道 ﾌﾅﾀﾞ ﾅｶﾐﾁ
746 舟田 夏張 ﾌﾅﾀﾞ ﾅﾂﾊﾘ
747 舟田 馬丈田 ﾌﾅﾀﾞ ﾊﾞｼﾞｮｳﾀﾞ
748 舟田 藤ノ宮 ﾌﾅﾀﾞ ﾌｼﾞﾉﾐﾔ
749 舟田 舟尻 ﾌﾅﾀﾞ ﾌﾅｼﾞﾘ
750 舟田 ﾌﾅﾀﾞ
751 舟田 舟舘 ﾌﾅﾀﾞ ﾌﾅﾀﾞﾃ
752 舟田 舟前 ﾌﾅﾀﾞ ﾌﾅﾏｴ
753 舟田 舟見 ﾌﾅﾀﾞ ﾌﾅﾐ
754 舟田 前原 ﾌﾅﾀﾞ ﾏｴﾊﾗ
755 舟田 町後 ﾌﾅﾀﾞ ﾏﾁｳｼﾛ
756 舟田 三角田 ﾌﾅﾀﾞ ﾐｽﾐﾀﾞ
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757 舟田 水口 ﾌﾅﾀﾞ ﾐｽﾞｸﾁ
758 舟田 宮東 ﾌﾅﾀﾞ ﾐﾔﾋｶﾞｼ
759 舟田 宮前 ﾌﾅﾀﾞ ﾐﾔﾏｴ
760 舟田 薬師下 ﾌﾅﾀﾞ ﾔｸｼｼﾀ
761 板橋 明戸 ｲﾀﾊﾞｼ ｱｹﾄﾞ
762 板橋 穴ヶ入 ｲﾀﾊﾞｼ ｱﾅｶﾞｲﾘ
763 板橋 屋敷 ｲﾀﾊﾞｼ ﾔｼｷ
764 板橋 大塚 ｲﾀﾊﾞｼ ｵｵﾂｶ
765 板橋 大中田 ｲﾀﾊﾞｼ ｵｵﾅｶﾀﾞ
766 板橋 大平 ｲﾀﾊﾞｼ ｵｵﾋﾗ
767 板橋 柿久保 ｲﾀﾊﾞｼ ｶｷｸﾎﾞ
768 板橋 蟹内 ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾆｳﾁ
769 板橋 蕪崎 ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾌﾞｻｷ
770 板橋 上原 ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾐﾊﾗ
771 板橋 桑田 ｲﾀﾊﾞｼ ｸﾜﾀﾞ
772 板橋 小塚 ｲﾀﾊﾞｼ ｺｽﾞｶ
773 板橋 小中田 ｲﾀﾊﾞｼ ｺﾅｶﾀﾞ
774 板橋 作田 ｲﾀﾊﾞｼ ｻｸﾀﾞ
775 板橋 柴原 ｲﾀﾊﾞｼ ｼﾊﾞﾊﾗ
776 板橋 下原 ｲﾀﾊﾞｼ ｼﾓﾊﾗ
777 板橋 着落 ｲﾀﾊﾞｼ ｼﾞｬｸｵﾁ
778 板橋 清次ヶ入 ｲﾀﾊﾞｼ ｾｲｼﾞｶﾞｲﾘ
779 板橋 竹ノ内 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ
780 板橋 舘ノ前 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀﾃﾉﾏｴ
781 板橋 田中前 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀﾅｶﾏｴ
782 板橋 土深 ｲﾀﾊﾞｼ ﾂﾁﾌﾞｶ
783 板橋 ｲﾀﾊﾞｼ ﾂｼﾞﾄﾞｳ
784 板橋 戸立石 ｲﾀﾊﾞｼ ﾄﾀﾃｲｼ
785 板橋 西ノ内 ｲﾀﾊﾞｼ ﾆｼﾉｳﾁ
786 板橋 鼠堀 ｲﾀﾊﾞｼ ﾈｽﾞﾐﾎﾞﾘ
787 板橋 花立 ｲﾀﾊﾞｼ ﾊﾅﾀﾞﾃ
788 板橋 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋｺﾞｼ
789 板橋 舟見 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾅﾐ
790 板橋 水界 ｲﾀﾊﾞｼ ﾐｽﾞｻｶｲ
791 板橋 屋敷ヶ入 ｲﾀﾊﾞｼ ﾔｼｷｶﾞｲﾘ
792 板橋 柳町 ｲﾀﾊﾞｼ ﾔﾅｷﾞﾏﾁ
793 板橋 平成 ｲﾀﾊﾞｼ ﾍｲｾｲ
794 双石 飛鳥前 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｱｽｶﾏｴ
795 双石 板谷地 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｲﾀﾔﾁ
796 双石 大瀧 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｵｵﾀｷ
797 双石 形見坂 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾀﾐｻｶ
798 双石 上土居下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾐﾄﾞｲｼﾀ
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799 双石 上根岸 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾐﾈｷﾞｼ
800 双石 上日影 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾐﾋｶｹﾞ
801 双石 柏ノ木 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾔﾉｷ
802 双石 欠端 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｶﾞｹｯﾊﾟﾀ
803 双石 木ノ下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｷﾉｼﾀ
804 双石 久根花 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｸﾈﾊﾅ
805 双石 荒神入 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｺｳｼﾞﾝｲﾘ
806 双石 五斗蒔 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｺﾞﾄﾏｷ
807 双石 櫻ノ下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｻｸﾗﾉｼﾀ
808 双石 流石久保 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｻｽｶﾞｸﾎﾞ
809 双石 下土居下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾓﾄﾞｲｼﾀ
810 双石 下根岸 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾓﾈｷﾞｼ
811 双石 下日影 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾓﾋｶｹﾞ
812 双石 新形見坂 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝｶﾀﾐｻﾞｶ
813 双石 新田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾃﾞﾝ
814 双石 新中山 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾅｶﾔﾏ
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815 双石 炭焼田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｽﾐﾔｷﾀﾞ
816 双石 高田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀｶﾀﾞ
817 双石 高ノ巣 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀｶﾉｽ
818 双石 滝ノ尻 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀｷﾉｼﾞﾘ
819 双石 竹ノ花 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀｹﾉﾊﾅ
820 双石 玉坂 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀﾏｻｶ
821 双石 大門 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾀﾞｲﾓﾝ
822 双石 塚田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾂｶﾀﾞ
823 双石 堤山 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾂﾂﾐﾔﾏ
824 双石 銅屋ヶ入 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾄﾞｳﾔｶﾞｲﾘ
825 双石 中山 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾅｶﾔﾏ
826 双石 中山下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾅｶﾔﾏｼﾀ
827 双石 橋本 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾊｼﾓﾄ
828 双石 畑田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾊﾀﾀﾞ
829 双石 八幡免 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾊﾁﾏﾝﾒﾝ
830 双石 葉ノ木渡 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾊﾉｷﾜﾀｼ
831 双石 日向 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾋﾅﾀ
832 双石 広久保 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾋﾛｸﾎﾞ
833 双石 古屋敷 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾌﾙﾔｼｷ
834 双石 坊ノ入 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾎﾞｳﾉｲﾘ
835 双石 墓化 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾎﾞｯｹ
836 双石 前ノ内 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾏｴﾉｳﾁ
837 双石 松ノ木田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾏﾂﾉｷﾀﾞ
838 双石 向井 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾑｶｲ
839 双石 麦ノ内 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾑｷﾞﾉｳﾁ
840 双石 屋敷免 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾔｼｷﾒﾝ
841 双石 柳町 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾔﾅｷﾞﾏﾁ
842 双石 山崎 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾔﾏｻﾞｷ
843 双石 山下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾔﾏｼﾀ
844 双石 湯名田 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾕﾅﾀﾞ
845 双石 横峯 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾖｺﾐﾈ
846 双石 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾖﾂｼﾞ
847 双石 六本木 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ
848 双石 新玉坂 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾀﾏｻｶ
849 双石 新前ノ内 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾏｴﾉｳﾁ
850 双石 新向井 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾑｶｲ
851 双石 新山下 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｼﾝﾔﾏｼﾀ
852 双石 根岸 ｸﾗﾍﾞｲｼ ｱｻﾞﾈｷﾞｼ
853 双石 日影 ｸﾗﾍﾞｲｼ ﾋｶｹﾞ
854 旗宿 稲荷山 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｲﾅﾘﾔﾏ
855 旗宿 大木 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｵｵｷ
856 旗宿 大木沢 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｵｵｷｻﾜ
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読み表記

857 旗宿 大久保 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｵｵｸﾎﾞ
858 旗宿 掛上り ﾊﾀｼﾞｭｸ ｶｹｱｶﾞﾘ
859 旗宿 金堀 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｶﾈﾎﾘ
860 旗宿 上和平 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｶﾐﾜﾀﾞｲﾗ
861 旗宿 笹平 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｻｻﾀﾞｲﾗ
862 旗宿 白河内 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｼﾗｶﾜｳﾁ
863 旗宿 白河道 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｼﾗｶﾜﾐﾁ
864 旗宿 関ノ里 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｾｷﾉｻﾄ
865 旗宿 関ノ森 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｾｷﾉﾓﾘ
866 旗宿 反道 ﾊﾀｼﾞｭｸ ｿﾘﾐﾁ
867 旗宿 滝 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾀｷ
868 旗宿 殿内 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾄﾉｳﾁ
869 旗宿 飛 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾄﾋﾞ
870 旗宿 長峯 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾅｶﾞﾐﾈ
871 旗宿 西田 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾆｼﾀﾞ
872 旗宿 西山 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾆｼﾔﾏ
873 旗宿 東峯 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾋｶﾞｼﾐﾈ
874 旗宿 東山 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾋｶﾞｼﾔﾏ
875 旗宿 平場 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾋﾗﾊﾞ
876 旗宿 広表 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾋﾛｵﾓﾃ
877 旗宿 二丸沢 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾌﾀﾏﾙｻﾜ
878 旗宿 町尻 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾏﾁｼﾞﾘ
879 旗宿 明神沢 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾐｮｳｼﾞﾝｻﾜ
880 旗宿 茂ヶ崎 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾓｶﾞｻｷ
881 旗宿 茂ヶ崎裏 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾓｶﾞｻｷｳﾗ
882 旗宿 和平 ﾊﾀｼﾞｭｸ ﾜﾀﾞｲﾗ
883
884


