
大字名称 大字ｶﾅ 小字名称 小字ｶﾅ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字太田 ｵｵﾀ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字切上 ｷﾘｱｹﾞ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字島田 ｼﾏﾀﾞ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字竹花 ﾀｹﾊﾅ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字談古町 ﾀﾞﾝｺﾏﾁ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字鶴田 ﾂﾙﾀ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字張山館 ﾊﾘﾔﾏﾀﾞﾃ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字柳原 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ
安城寺 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞ 字来光寺嶋田 ﾗｲｺｳｼﾞｼﾏﾀﾞ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字赤長根 ｱｶﾅｶﾞﾈ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字善知鳥坂 ｳﾄｳｻﾞｶ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字大石 ｵｵｲｼ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字上下村 ｶﾐｼﾀﾑﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字上村 ｶﾐﾑﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字上湯ノ沢 ｶﾐﾕﾉｻﾜ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字川端山 ｶﾜﾊﾞﾀﾔﾏ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字川原田 ｶﾜﾗﾀﾞ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字観音下 ｶﾝﾉﾝｼﾀ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字北外川原 ｷﾀｿﾄｶﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字国見 ｸﾆﾐ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字沢口 ｻﾜｸﾞﾁ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字下村 ｼﾀﾑﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字竹原 ﾀｹﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字寺村 ﾃﾗﾑﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字西外川原 ﾆｼｿﾄｶﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字西ノ沢 ﾆｼﾉｻﾜ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字西牡丹川原 ﾆｼﾎﾞﾀﾝｶﾞﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字東外川原 ﾋｶﾞｼｿﾄｶﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字東ノ沢 ﾋｶﾞｼﾉｻﾜ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字東牡丹川原 ﾋｶﾞｼﾎﾞﾀﾝｶﾞﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字蛭川 ﾋﾙｶﾜ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字仏沢 ﾎﾄｹｻﾞﾜ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字南外川原 ﾐﾅﾐｿﾄｶﾜﾗ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字元屋敷 ﾓﾄﾔｼｷ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字柳田 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ
金沢東根 ｶﾈｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾈ 字湯ノ沢 ﾕﾉｻﾜ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字上坂 ｳﾜｻｶ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字運上野 ｳﾝｼﾞﾖｳﾉ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字大下 ｵｵｼﾀ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字大杉 ｵｵｽｷﾞ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字大平 ｵｵﾋﾗ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字大谷地 ｵｵﾔﾁ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字川合 ｶﾜｱｲ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字北谷地 ｷﾀﾔﾁ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字桑ノ木沢 ｸﾜﾉｷｻﾜ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字小坂下 ｺｻｶｼﾀ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字小増沢 ｺﾏｼｻﾞﾜ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字清水川山 ｼﾐｽﾞｶﾜﾔﾏ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字高野 ﾀｶﾉ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字中ノ沢 ﾅｶﾉｻﾜ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字中山 ﾅｶﾔﾏ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字西野 ﾆｼﾉ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字柳原 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ
黒沢 ｸﾛｻﾜ 字山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
小荒川 ｺｱﾗｶﾜ 字落合 ｵﾁｱｲ
小荒川 ｺｱﾗｶﾜ 字街道筋 ｶｲﾄﾞｳｽｼﾞ
小荒川 ｺｱﾗｶﾜ 字嶋ノ越 ｼﾏﾉｺｼ
小荒川 ｺｱﾗｶﾜ 字十二 ｼﾞﾕｳﾆ
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大字名称 大字ｶﾅ 小字名称 小字ｶﾅ
小荒川 ｺｱﾗｶﾜ 字中道北 ﾅｶﾐﾁｷﾀ
千屋 ｾﾝﾔ 字相長根 ｱｲﾉﾅｶﾞﾈ
千屋 ｾﾝﾔ 字安샡多里 ｱｸﾀﾘ
千屋 ｾﾝﾔ 字荒町 ｱﾗﾏﾁ
千屋 ｾﾝﾔ 字荒屋敷 ｱﾗﾔｼｷ
千屋 ｾﾝﾔ 字一丈下 ｲﾁｼﾞﾖｳｹﾞ
千屋 ｾﾝﾔ 字猪ノ鼻 ｲﾉﾊﾅ
千屋 ｾﾝﾔ 字内沢 ｳﾁｻﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字善知鳥 ｳﾄｳ
千屋 ｾﾝﾔ 字上野 ｳﾜﾉ
千屋 ｾﾝﾔ 字上野沢 ｳﾜﾉｻﾞﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字狼沢 ｵｲﾉｻﾞﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字大台野 ｵｵﾀﾞｲﾉ
千屋 ｾﾝﾔ 字大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
千屋 ｾﾝﾔ 字門ノ目 ｶﾄﾞﾉﾒ
千屋 ｾﾝﾔ 字鎌取沢 ｶﾏﾄﾘｻﾞﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字땧渕 ｶﾏﾌﾞﾁ
千屋 ｾﾝﾔ 字上内村 ｶﾐｳﾁﾑﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字上小森 ｶﾐｺﾓﾘ
千屋 ｾﾝﾔ 字上花岡 ｶﾐﾊﾅｵｶ
千屋 ｾﾝﾔ 字上向野 ｶﾐﾑｶｲﾉ
千屋 ｾﾝﾔ 字上村 ｶﾐﾑﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字川原田 ｶﾜﾗﾀ
千屋 ｾﾝﾔ 字狐森 ｷﾂﾈﾓﾘ
千屋 ｾﾝﾔ 字座堂 ｻﾞﾄﾞｳ
千屋 ｾﾝﾔ 字下相野 ｼﾓｱｲﾉ
千屋 ｾﾝﾔ 字下内村 ｼﾓｳﾁﾑﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字下小森 ｼﾓｺﾓﾘ
千屋 ｾﾝﾔ 字下花岡 ｼﾓﾊﾅｵｶ
千屋 ｾﾝﾔ 字下向野 ｼﾓﾑｶｲﾉ
千屋 ｾﾝﾔ 字下村 ｼﾓﾑﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字樽川 ﾀﾙｶﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字天狗沢 ﾃﾝｸﾞｻﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字中小森 ﾅｶｺﾓﾘ
千屋 ｾﾝﾔ 字細越 ﾎｿｺﾞｴ
千屋 ｾﾝﾔ 字菩提沢 ﾎﾞﾀﾞｲｻﾞﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字牡丹川原 ﾎﾞﾀﾝｶﾞﾜﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字向川原 ﾑｶｲｶﾞﾜﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字餅田 ﾓﾁﾀﾞ
千屋 ｾﾝﾔ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
千屋 ｾﾝﾔ 字米桶沢 ﾖﾉｹｻﾞﾜ
千屋 ｾﾝﾔ 字雷電川原 ﾗｲﾃﾞﾝｶﾜﾗ
千屋 ｾﾝﾔ 字若見子沢 ﾜｶﾐｺｻﾞﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上宿 ｳﾜｼﾕｸ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上野 ｳﾜﾉ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上野乙 ｳﾜﾉｵﾂ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字門ノ目 ｶﾄﾞﾉﾒ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上厨川 ｶﾐｸﾘﾔｶﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上館 ｶﾐﾀﾞﾃ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上飛沢 ｶﾐﾄﾋﾞｻﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上中村 ｶﾐﾅｶﾑﾗ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字上野際 ｶﾐﾉｷﾞﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字北小屋 ｷﾀｺﾞﾔ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字北林腰 ｷﾀﾊﾔｼｺｼ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字샡保田 ｸﾎﾞﾀ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字厨川 ｸﾘﾔｶﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字厨川谷地 ｸﾘﾔｶﾜﾔﾁ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字下川原 ｼﾓｶﾜﾗ
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大字名称 大字ｶﾅ 小字名称 小字ｶﾅ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字下飛沢 ｼﾓﾄﾋﾞｻﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字下中村 ｼﾓﾅｶﾑﾗ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字下野際 ｼﾓﾉｷﾞﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字関根 ｾｷﾈ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字田中 ﾀﾅｶ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字土崎林 ﾂﾁｻﾞｷﾊﾔｼ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字飛沢尻 ﾄﾋﾞｻﾜｼﾞﾘ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字長面 ﾅｶﾞｵﾓﾃ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字中野際 ﾅｶﾉｷﾞﾜ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字中谷地 ﾅｶﾔﾁ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字野田 ﾉﾀﾞ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字橋本 ﾊｼﾓﾄ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字八幡殿 ﾊﾁﾏﾝﾃﾞﾝ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字八景 ﾊﾂｹｲ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字松ノ木 ﾏﾂﾉｷ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字三井寺 ﾐｲﾃﾞﾗ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字南林腰 ﾐﾅﾐﾊﾔｼｺｼ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字元屋敷 ﾓﾄﾔｼｷ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 字横関 ﾖｺｾｷ
中野 ﾅｶﾉ 字足掛 ｱｼｶﾞｶﾘ
中野 ﾅｶﾉ 字打上 ｳﾁｱｹﾞ
中野 ﾅｶﾉ 字沖田 ｵｷﾀ
中野 ﾅｶﾉ 字川原 ｶﾜﾗ
中野 ﾅｶﾉ 字砂館 ｻｺﾞﾀﾞﾃ
中野 ﾅｶﾉ 字寺田 ﾃﾗﾀ
中野 ﾅｶﾉ 字外城 ﾄｼﾞﾖｳ
中野 ﾅｶﾉ 字内城 ﾅｲｼﾞﾖｳ
浪花 ﾅﾆﾜ 字赤倉尻 ｱｶｸﾗｼﾞﾘ
浪花 ﾅﾆﾜ 字雨池 ｱﾏｲｹ
浪花 ﾅﾆﾜ 字一丈木 ｲﾁｼﾞﾖｳｷﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字大窪 ｵｵｸﾎﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字大坂 ｵｵｻﾞｶ
浪花 ﾅﾆﾜ 字大畑 ｵｵﾊﾀ
浪花 ﾅﾆﾜ 字大又 ｵｵﾏﾀ
浪花 ﾅﾆﾜ 字大道 ｵｵﾐﾁ
浪花 ﾅﾆﾜ 字蟹沢 ｶﾆｻﾞﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字上荒井 ｶﾐｱﾗｲ
浪花 ﾅﾆﾜ 字上宇津野 ｶﾐｳﾂﾉ
浪花 ﾅﾆﾜ 字上川原 ｶﾐｶﾜﾗ
浪花 ﾅﾆﾜ 字上鶴ケ沢 ｶﾐﾂﾙｶﾞｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字萱関 ｶﾔｾﾞｷ
浪花 ﾅﾆﾜ 字川原 ｶﾜﾗ
浪花 ﾅﾆﾜ 字北蟹沢 ｷﾀｶﾆｻﾞﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字狐森 ｷﾂﾈﾓﾘ
浪花 ﾅﾆﾜ 字小金清水 ｺｶﾞﾈｼﾐｽﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字小窪 ｺｸﾎﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字小杉崎 ｺｽｷﾞｻｷ
浪花 ﾅﾆﾜ 字小田ノ沢 ｺﾀﾉｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字才ノ神 ｻｲﾉｶﾐ
浪花 ﾅﾆﾜ 字雑分 ｻﾞﾝﾌﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字下タ野 ｼﾀﾉ
浪花 ﾅﾆﾜ 字下荒井 ｼﾓｱﾗｲ
浪花 ﾅﾆﾜ 字下宇津野 ｼﾓｳﾂﾉ
浪花 ﾅﾆﾜ 字下川原 ｼﾓｶﾜﾗ
浪花 ﾅﾆﾜ 字下鶴ケ沢 ｼﾓﾂﾙｶﾞｻﾜ
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大字名称 大字ｶﾅ 小字名称 小字ｶﾅ
浪花 ﾅﾆﾜ 字蛇ノ崎 ｼﾞﾔﾉｻｷ
浪花 ﾅﾆﾜ 字十二坂 ｼﾞﾕｳﾆｻﾞｶ
浪花 ﾅﾆﾜ 字堰根平 ｾｷﾈﾋﾗ
浪花 ﾅﾆﾜ 字外滝ノ沢 ｿﾄﾀｷﾉｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字反橋 ｿﾘﾊｼ
浪花 ﾅﾆﾜ 字高野 ﾀｶﾉ
浪花 ﾅﾆﾜ 字滝ノ沢 ﾀｷﾉｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字館ノ沢 ﾀﾃﾉｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字田ノ沢 ﾀﾉｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字田ノ沢山 ﾀﾉｻﾜﾔﾏ
浪花 ﾅﾆﾜ 字中川原 ﾅｶｶﾜﾗ
浪花 ﾅﾆﾜ 字中田 ﾅｶﾀ
浪花 ﾅﾆﾜ 字西野 ﾆｼﾉ
浪花 ﾅﾆﾜ 字糠塚 ﾇｶﾂﾞｶ
浪花 ﾅﾆﾜ 字吐出 ﾊｷﾀﾞｼ
浪花 ﾅﾆﾜ 字畑ケ沢 ﾊﾀｶﾞｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字羽場 ﾊﾊﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字馬場添 ﾊﾞﾊﾞｿﾞｴ
浪花 ﾅﾆﾜ 字前山 ﾏｴﾔﾏ
浪花 ﾅﾆﾜ 字曲り沢 ﾏｶﾞﾘｻﾜ
浪花 ﾅﾆﾜ 字丸森下 ﾏﾙﾓﾘｼﾀ
浪花 ﾅﾆﾜ 字水押 ﾐｽﾞｵｼ
浪花 ﾅﾆﾜ 字道ノ上 ﾐﾁﾉｳｴ
浪花 ﾅﾆﾜ 字南荒井 ﾐﾅﾐｱﾗｲ
浪花 ﾅﾆﾜ 字南又 ﾐﾅﾐﾏﾀ
浪花 ﾅﾆﾜ 字物見窪 ﾓﾉﾐｸﾎﾞ
浪花 ﾅﾆﾜ 字山根 ﾔﾏﾈ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字荒谷地 ｱﾗﾔﾁ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字板堰 ｲﾀｾｷ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字稲荷 ｲﾅﾘ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字浮田 ｳｷﾀ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字街道東 ｶｲﾄﾞｳﾋｶﾞｼ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字神尾町 ｶﾐｵﾏﾁ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字狐塚 ｷﾂﾈﾂﾞｶ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字狐森 ｷﾂﾈﾓﾘ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字熊野 ｸﾏﾉ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字嶋田 ｼﾏﾀﾞ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字十文字 ｼﾞﾕｳﾓﾝｼﾞ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字高田 ﾀｶﾀﾞ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字高野 ﾀｶﾉ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字外館 ﾄﾀﾞﾃ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字中縄手 ﾅｶﾅﾜﾃ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字八石 ﾊﾁｺｸ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字深田 ﾌｶﾀ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字前田 ﾏｴﾀﾞ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字室町 ﾑﾛﾏﾁ
畑屋 ﾊﾀﾔ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字正婦堰 ｼﾖｳﾌﾞｾﾞｷ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字築立 ﾁｸﾀﾞﾃ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字出川添 ﾃﾞｶﾞﾜｿﾞｴ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字土木 ﾄﾞｷﾞ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
羽믄谷地 ﾊﾇｷﾔﾁ 字湯殿屋敷 ﾕﾄﾞﾉﾔｼｷ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字新谷尻 ｱﾗﾔｼﾞﾘ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字一本杉 ｲﾂﾎﾟﾝｽｷﾞ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字後町 ｳｼﾛﾏﾁ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字川口道北 ｶﾜｸﾞﾁﾐﾁｷﾀ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字北館 ｷﾀﾀﾞﾃ
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本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字嶋田 ｼﾏﾀﾞ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字宿田 ｼﾕｸﾀﾞ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字城方小屋 ｼﾞﾖｳﾎｳｺﾞﾔ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字館間 ﾀﾃﾏ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字田町 ﾀﾏﾁ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字道尻 ﾄﾞｳｼﾞﾘ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字飛沢尻 ﾄﾋﾞｻﾜｼﾞﾘ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字百目木 ﾄﾞﾒｷ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字仲ノ町 ﾅｶﾉﾏﾁ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字西館 ﾆｼﾀﾞﾃ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字馬場 ﾊﾞﾊﾞ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字本堂町 ﾎﾝﾄﾞｳﾏﾁ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字元本堂下 ﾓﾄﾎﾝﾄﾞｳｼﾀ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字元本堂道北 ﾓﾄﾎﾝﾄﾞｳﾐﾁｷﾀ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字元本堂道南 ﾓﾄﾎﾝﾄﾞｳﾐﾁﾐﾅﾐ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字森崎 ﾓﾘｻｷ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字八ツ目川 ﾔﾂﾒｶﾜ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字吉清水 ﾖｼｼﾐｽﾞ
本堂城回 ﾎﾝﾄﾞｳｼﾛﾏﾜﾘ 字若林 ﾜｶﾊﾞﾔｼ
野中 ﾉﾅｶ 字押切 ｵｼｷﾘ
野中 ﾉﾅｶ 字上明子 ｶﾐﾐﾖｳｼ
野中 ﾉﾅｶ 字上村 ｶﾐﾑﾗ
野中 ﾉﾅｶ 字沢田 ｻﾜﾀ
野中 ﾉﾅｶ 字下明子 ｼﾓﾐﾖｳｼ
野中 ﾉﾅｶ 字下村 ｼﾓﾑﾗ
野中 ﾉﾅｶ 字雀柳 ｽｽﾞﾒﾔﾅｷﾞ
野中 ﾉﾅｶ 字中明子 ﾅｶﾐﾖｳｼ
野中 ﾉﾅｶ 字宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字稲荷 ｲﾅﾘ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字馬町 ｳﾏﾏﾁ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字庚塚 ｶﾉｴﾂｶ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字上二ツ石 ｶﾐﾌﾀﾂｲｼ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字下二ツ石 ｼﾓﾌﾀﾂｲｼ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字雀柳 ｽｽﾞﾒﾔﾅｷﾞ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字出川 ﾃﾞｶﾞﾜ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字寺村 ﾃﾗﾑﾗ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字八石 ﾊﾁｺｸ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字屋敷田 ﾔｼｷﾀﾞ
빈田 ﾔﾘﾀﾞ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字赤城 ｱｶｷﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字荒町 ｱﾗﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字安楽寺 ｱﾝﾗｸｼﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字石名館 ｲｼﾅﾀﾞﾃ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字岩田 ｲﾜﾀ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字馬町 ｳﾏﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字往還南 ｵｳｶﾝﾐﾅﾐ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字扇田 ｵｳｷﾞﾀﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字大荒田 ｵｵｱﾗﾀ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字大町 ｵｵﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字押切 ｵｼｷﾘ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字金堂 ｶﾅﾄﾞｳ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字上町 ｶﾐﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字川内池 ｶﾜﾅｲｲｹ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字北明天地 ｷﾀﾐﾖｳﾃﾝﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字北矢口 ｷﾀﾔｸﾞﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字北谷地 ｷﾀﾔﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字紀の国 ｷﾉｸﾆ
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六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字熊野 ｸﾏﾉ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字小安門 ｺｱﾝﾓﾝ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字古館 ｺﾀﾞﾃ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字古館南 ｺﾀﾞﾃﾐﾅﾐ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字琴平西 ｺﾄﾋﾗﾆｼ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字琴平東 ｺﾄﾋﾗﾋｶﾞｼ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字小婦気 ｺﾌﾞｷ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字米町 ｺﾒﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字島田 ｼﾏﾀﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字正婦堰 ｼﾖｳﾌｾｷ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字新町 ｼﾝﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字田岡 ﾀｵｶ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字高田 ﾀｶﾀﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字作山 ﾂｸﾘﾔﾏ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字堤下 ﾂﾂﾐｼﾀ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字鶴巻 ﾂﾙﾏｷ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字道尻 ﾄﾞｳｼﾞﾘ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字遠槻 ﾄｳﾂｷ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字西高方町 ﾆｼﾀｶｶﾀﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字根子荒田 ﾈｺﾞｱﾗﾀ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字白山 ﾊｸｻﾝ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字八幡 ﾊﾁﾏﾝ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字八百刈 ﾊﾂﾋﾟﾔｸｶﾘ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字馬場 ﾊﾞﾊﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字東高方町 ﾋｶﾞｼﾀｶｶﾀﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字東明天地 ﾋｶﾞｼﾐﾖｳﾃﾝﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字浮池 ﾌｹ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字宝門清水 ﾎｳﾓﾝｼﾐｽﾞ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字本道町 ﾎﾝﾄﾞｳﾏﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字南明天地 ﾐﾅﾐﾐﾖｳﾃﾝﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字南矢口 ﾐﾅﾐﾔｸﾞﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字南谷地 ﾐﾅﾐﾔﾁ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字葭原 ﾖｼﾊﾗ
六郷 ﾛｸｺﾞｳ 字米清水 ﾖﾈｼﾐｽﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字薊沢 ｱｻﾞﾐｻﾞﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字碇 ｲｶﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字押切 ｵｼｷﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字潟尻 ｶﾀｼﾞﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字潟尻小字竜川 ｶﾀｼﾞﾘｺｱｻﾞﾘﾕｳｶﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上薊沢 ｶﾐｱｻﾞﾐｻﾞﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上荒川 ｶﾐｱﾗｶﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上馬転 ｶﾐｳﾏｺﾛﾊﾞｼ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上片倉 ｶﾐｶﾀｸﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上四天地 ｶﾐｼﾃﾝﾁ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上雀柳 ｶﾐｽｽﾞﾒﾔﾅｷﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上関田 ｶﾐｾｷﾀ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上田の尻 ｶﾐﾀﾉｼﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上中村 ｶﾐﾅｶﾑﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上七滝 ｶﾐﾅﾅﾀｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上湯田 ｶﾐﾕﾀﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上四ツ屋 ｶﾐﾖﾂﾔ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字上竜川 ｶﾐﾘﾕｳｶﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字北紀の国 ｷﾀｷﾉｸﾆ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字北田中 ｷﾀﾀﾅｶ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字北細田 ｷﾀﾎｿﾀﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字北明田地 ｷﾀﾐﾖｳﾃﾞﾝﾁ
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六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字北鎧ケ崎 ｷﾀﾖﾛｲｶﾞｻｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字吉蔵屋敷 ｷﾁｿﾞｳﾔｼｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字桐の平 ｷﾘﾉﾍﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字国見 ｸﾆﾐ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字妻の神 ｻｲﾉｶﾐ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下薊沢 ｼﾓｱｻﾞﾐｻﾞﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下荒川 ｼﾓｱﾗｶﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下馬転 ｼﾓｳﾏｺﾛﾊﾞｼ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下片倉 ｼﾓｶﾀｸﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下四天地 ｼﾓｼﾃﾝﾁ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下雀柳 ｼﾓｽｽﾞﾒﾔﾅｷﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下関田 ｼﾓｾｷﾀ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下田の尻 ｼﾓﾀﾉｼﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下中村 ｼﾓﾅｶﾑﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下七滝 ｼﾓﾅﾅﾀｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下湯田 ｼﾓﾕﾀﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下四ツ屋 ｼﾓﾖﾂﾔ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字下竜川 ｼﾓﾘﾕｳｶﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字信倉沢 ｼﾝｸﾗｻﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字雀柳 ｽｽﾞﾒﾔﾅｷﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字筑後屋敷 ﾁｸｺﾞﾔｼｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字寺村 ﾃﾗﾑﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字徳専沢 ﾄｸｾﾝｻﾞﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字中荒川 ﾅｶｱﾗｶﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字中片倉 ﾅｶｶﾀｸﾗ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字中関田 ﾅｶｾｷﾀ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字中七滝 ﾅｶﾅﾅﾀｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字七滝 ﾅﾅﾀｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字西紀の国 ﾆｼｷﾉｸﾆ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字乗上 ﾉﾘｱｹﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字原市 ﾊﾗｲﾁ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字東紀の国 ﾋｶﾞｼｷﾉｸﾆ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字東明田地 ﾋｶﾞｼﾐﾖｳﾃﾞﾝﾁ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字一ツ屋 ﾋﾄﾂﾔ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字蛇沢 ﾍﾋﾞｻﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字南紀の国 ﾐﾅﾐｷﾉｸﾆ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字南細田 ﾐﾅﾐﾎｿﾀﾞ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字南明田地 ﾐﾅﾐﾐﾖｳﾃﾞﾝﾁ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字南鎧ケ崎 ﾐﾅﾐﾖﾛｲｶﾞｻｷ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字屋敷냻 ﾔｼｷﾏﾜﾘ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字湯田沢 ﾕﾀﾞｻﾞﾜ
六郷東根 ﾛｸｺﾞｳﾋｶﾞｼﾈ 字鎧ケ崎 ﾖﾛｲｶﾞｻｷ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字碇 ｲｶﾘ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字上鶴田 ｶﾐﾂﾙﾀﾞ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字上谷地川 ｶﾐﾔﾁｶﾜ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字北飯詰 ｷﾀｲｲﾂﾞﾒ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字北御前 ｷﾀｺﾞｾﾞﾝ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字北中島 ｷﾀﾅｶｼﾞﾏ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字沓形 ｸﾂｶﾞﾀ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字小沼 ｺﾇﾏ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字下鶴田 ｼﾓﾂﾙﾀﾞ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字下谷地川 ｼﾓﾔﾁｶﾜ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字轌町 ｿﾘﾏﾁ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字槻木 ﾂｷﾉｷ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字鰌森 ﾄﾞｼﾞﾖｳﾓﾘ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字中御前 ﾅｶｺﾞｾﾞﾝ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字中関 ﾅｶｾﾞｷ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字中鶴田 ﾅｶﾂﾙﾀﾞ
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飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字西川原 ﾆｼｶﾜﾗ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字西君堂 ﾆｼｷﾐﾄﾞｳ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字西山本 ﾆｼﾔﾏﾓﾄ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字糠渕 ﾇｶﾌﾁ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字東川原 ﾋｶﾞｼｶﾜﾗ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字東君堂 ﾋｶﾞｼｷﾐﾄﾞｳ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字東西法寺 ﾋｶﾞｼｻｲﾎｳｼﾞ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字東山本 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾓﾄ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字披 ﾋﾗｷ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字水上 ﾐｽﾞｶﾞﾐ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字南飯詰 ﾐﾅﾐｲｲﾂﾞﾒ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字南御前 ﾐﾅﾐｺﾞｾﾞﾝ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字南西法寺 ﾐﾅﾐｻｲﾎｳｼﾞ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字南中島 ﾐﾅﾐﾅｶｼﾞﾏ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字南谷地 ﾐﾅﾐﾔﾁ
飯詰 ｲｲﾂﾞﾒ 字矢口 ﾔｸﾞﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字合野 ｱｲﾉ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字悪垂 ｱｸﾀﾚ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字新屋敷 ｱﾗﾔｼｷ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字碇 ｲｶﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字入海田 ｲﾘｳﾐﾃﾞﾝ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字馬洗場 ｳﾏｱﾗｲﾊﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字漆下 ｳﾙｼｼﾀ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字稜威女 ｴｲｲﾂﾞﾒ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字押切谷地 ｵｼｷﾘﾔﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字上石神 ｶﾐｲｼｶﾞﾐ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字上野際 ｶﾐﾉｷﾞﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字上横山 ｶﾐﾖｺﾔﾏ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字川原下り ｶﾜﾗｸﾀﾞﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字川原保 ｶﾜﾗﾂﾎﾟ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字北川原田 ｷﾀｶﾜﾗﾀﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字北沢 ｷﾀｻﾞﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字北向小屋 ｷﾀﾑｶｲｺﾞﾔ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字北柳原 ｷﾀﾔﾅｷﾞﾊﾗ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字狐森 ｷﾂﾈﾓﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字鞍掛 ｸﾗｶｹ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字黒滝 ｸﾛﾀｷ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字小山城 ｺｻﾝｼﾞﾖｳ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字小杉山 ｺｽｷﾞﾔﾏ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字米ノ口 ｺﾒﾉｸﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字덞柳 ｻｶｷﾔﾅｷﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字桜田 ｻｸﾗﾀﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字地蔵堂 ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字下石神 ｼﾓｲｼｶﾞﾐ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字下館 ｼﾓﾀﾞﾃ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字下野際 ｼﾓﾉｷﾞﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字十二所 ｼﾞﾕｳﾆｼﾖ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字杉ノ下 ｽｷﾞﾉｼﾀ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字諏訪堂 ｽﾜﾄﾞｳ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字高畑 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字竹原 ﾀｹﾊﾗ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字館ケ沢 ﾀﾃｶﾞｻﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字長束森 ﾁﾖｳｿｸﾓﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字寺田 ﾃﾗﾀﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字中石神 ﾅｶｲｼｶﾞﾐ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字長岡森 ﾅｶﾞｵｶﾓﾘ
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金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字中関 ﾅｶｾﾞｷ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字中野際 ﾅｶﾉｷﾞﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字中谷地 ﾅｶﾔﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字新山 ﾆｲﾔﾏ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字新山堂 ﾆｲﾔﾏﾄﾞｳ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字西長岡森 ﾆｼﾅｶﾞｵｶﾓﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字西明田地 ﾆｼﾐﾖｳﾃﾞﾝｼﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字西向小屋 ﾆｼﾑｶｲｺﾞﾔ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字野中 ﾉﾅｶ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字乗上 ﾉﾘｱｹﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字茨島 ﾊﾞﾗｼﾞﾏ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字番匠谷地 ﾊﾞﾝｼﾞﾖｳﾔﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字半助谷地 ﾊﾝｽｹﾔﾁ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字平ノ沢 ﾋﾗﾉｻﾜ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字덼渡 ﾋﾜﾀｼ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字前森 ﾏｴﾓﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字味꼊田 ﾐｿﾀ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字溝田 ﾐｿﾞﾀ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字味꼊森 ﾐｿﾓﾘ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字南田中 ﾐﾅﾐﾀﾅｶ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字南덼渡 ﾐﾅﾐﾋﾜﾀｼ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字南明田地 ﾐﾅﾐﾐﾖｳﾃﾞﾝｼﾞ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字向小屋 ﾑｶｲｺﾞﾔ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字元東根 ﾓﾄﾋｶﾞｼﾈ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字森合 ﾓﾘｱｲ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字森先 ﾓﾘｻｷ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字柳原 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字山守屋敷 ﾔﾏﾓﾘﾔｼｷ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字横山 ﾖｺﾔﾏ
金沢 ｶﾈｻﾞﾜ 字吉ケ沢 ﾖｼｶﾞｻﾜ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字땧蓋 ｶﾏﾌﾀ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上石町 ｶﾐｲｼﾏﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上大샡保 ｶﾐｵｵｸﾎﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上菻沢 ｶﾐｶﾞﾂｷﾞｻﾞﾜ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上笹巻 ｶﾐｻｻﾏｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上下タ堰 ｶﾐｼﾀｾｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上千間谷地 ｶﾐｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上百目木 ｶﾐﾄﾞﾒｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上糠渕 ｶﾐﾇｶﾉﾌﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上町田 ｶﾐﾏﾁﾀﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上万願寺 ｶﾐﾏﾝｶﾞﾝｼﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字上四ツ谷 ｶﾐﾖﾂﾔ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字北今泉 ｷﾀｲﾏｲｽﾞﾐ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字北千間谷地 ｷﾀｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字北本田 ｷﾀﾎﾝﾃﾞﾝ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字北谷地中 ｷﾀﾔﾁﾅｶ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字切上 ｷﾘｱｹﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字小町田 ｺﾏﾁﾀﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下石町 ｼﾓｲｼﾏﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下大샡保 ｼﾓｵｵｸﾎﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下菻沢 ｼﾓｶﾞﾂｷﾞｻﾞﾜ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下笹巻 ｼﾓｻｻﾏｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下下タ堰 ｼﾓｼﾀｾｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下千間谷地 ｼﾓｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下百目木 ｼﾓﾄﾞﾒｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下糠渕 ｼﾓﾇｶﾉﾌﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下町田 ｼﾓﾏﾁﾀﾞ
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金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下万願寺 ｼﾓﾏﾝｶﾞﾝｼﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字下四ツ谷 ｼﾓﾖﾂﾔ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字菅谷地 ｽｶﾞﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中大샡保 ﾅｶｵｵｸﾎﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中菻沢 ﾅｶｶﾞﾂｷﾞｻﾞﾜ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中笹巻 ﾅｶｻｻﾏｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中町田 ﾅｶﾏﾁﾀﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中万願寺 ﾅｶﾏﾝｶﾞﾝｼﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字中四ツ谷 ﾅｶﾖﾂﾔ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字西今泉 ﾆｼｲﾏｲｽﾞﾐ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字西熊堂 ﾆｼｸﾏﾄﾞｳ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字西千間谷地 ﾆｼｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字八卦 ﾊﾂｹ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字東熊堂 ﾋｶﾞｼｸﾏﾄﾞｳ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字東千間谷地 ﾋｶﾞｼｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字東谷地中 ﾋｶﾞｼﾔﾁﾅｶ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字二ツ柳 ﾌﾀﾂﾔﾅｷﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字南今泉 ﾐﾅﾐｲﾏｲｽﾞﾐ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字南千間谷地 ﾐﾅﾐｾﾝｹﾞﾝﾔﾁ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字南本田 ﾐﾅﾐﾎﾝﾃﾞﾝ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字南谷地中 ﾐﾅﾐﾔﾁﾅｶ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字耳取 ﾐﾐﾄﾘ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字本笹巻 ﾓﾄｻｻﾏｷ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字元村 ﾓﾄﾑﾗ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字元村悪戸 ﾓﾄﾑﾗｱｸﾄﾞ
金沢西根 ｶﾈｻﾞﾜﾆｼﾈ 字元安本 ﾓﾄﾔｽﾓﾄ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字老形 ｵｲｶﾀ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字大谷地 ｵｵﾔﾁ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字鳥海殿 ﾁﾖｳｶｲﾃﾞﾝ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字中谷地 ﾅｶﾔﾁ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字松葉野 ﾏﾂﾊﾞﾉ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字耳取 ﾐﾐﾄﾘ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字谷地岸 ﾔﾁｷﾞｼ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字谷地中 ﾔﾁﾅｶ
上深井 ｶﾐﾌｶｲ 字矢矧殿 ﾔﾊｷﾞﾃﾞﾝ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字籠林 ｶｺﾞﾊﾞﾔｼ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字片田 ｶﾀﾀﾞ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字上中野町 ｶﾐﾅｶﾉﾏﾁ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字上鼠田 ｶﾐﾈｽﾞﾐﾀﾞ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字上八百刈 ｶﾐﾊﾂﾋﾟﾔｸｶﾞﾘ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字五羽田 ｺﾞﾜﾝﾃﾞﾝ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字下中野町 ｼﾓﾅｶﾉﾏﾁ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字下鼠田 ｼﾓﾈｽﾞﾐﾀﾞ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字下八百刈 ｼﾓﾊﾂﾋﾟﾔｸｶﾞﾘ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字箱出 ﾊｺｲﾃﾞ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字前村 ﾏｴﾑﾗ
境田 ｻｶｲﾀﾞ 字南根水田 ﾐﾅﾐﾈﾐｽﾞﾀﾞ
佐野 ｻﾉ 字倉合 ｸﾗｱｲ
佐野 ｻﾉ 字下佐野 ｼﾓｻﾉ
佐野 ｻﾉ 字下土場 ｼﾓﾄﾞﾊﾞ
佐野 ｻﾉ 字土場 ﾄﾞﾊﾞ
佐野 ｻﾉ 字中村 ﾅｶﾑﾗ
佐野 ｻﾉ 字根水田 ﾈﾐｽﾞﾀﾞ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字赤城 ｱｶｷﾞ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字天川 ｱﾏｶﾜ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字小出 ｵｲﾃﾞ
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大字名称 大字ｶﾅ 小字名称 小字ｶﾅ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字潟尻 ｶﾀｼﾞﾘ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字金堂 ｶﾅﾄﾞｳ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字木原 ｷﾊﾗ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字小荒田 ｺｱﾗﾀﾞ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字島田 ｼﾏﾀﾞ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字田中 ﾀﾅｶ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字松ノ木 ﾏﾂﾉｷ
天神堂 ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｳ 字耳取 ﾐﾐﾄﾘ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字伊豆林 ｲｽﾞﾊﾞﾔｼ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字後野田 ｳｼﾛﾉﾀﾞ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字街道ノ上 ｶｲﾄﾞｳﾉｳｴ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字籠林 ｶｺﾞﾊﾞﾔｼ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字籠林後 ｶｺﾞﾊﾞﾔｼｳｼﾛ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字西野田 ﾆｼﾉﾀﾞ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字前谷地 ﾏｴﾔﾁ
野荒町 ﾉｱﾗﾏﾁ 字町ノ内 ﾏﾁﾉｳﾁ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字石名館 ｲｼﾅﾀﾞﾃ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字岩野町 ｲﾜﾉﾏﾁ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字扇田 ｵｳｷﾞﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字大橋 ｵｵﾊﾞｼ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字上島田 ｶﾐｼﾏﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字北広田 ｷﾀﾋﾛﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字下島田 ｼﾓｼﾏﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字千刈田 ｾﾝｶﾞﾘﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字中村 ﾅｶﾑﾗ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字鼠田 ﾈｽﾞﾐﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字番匠免 ﾊﾞﾝｼﾖｳﾒﾝ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字広田 ﾋﾛﾀﾞ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字南高野 ﾐﾅﾐｺｳﾔ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字都野 ﾐﾔｺﾉ
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 字蕨崎 ﾜﾗﾋﾞｻﾞｷ

※読み方には諸説あります。
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