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大字 中字 呼び名 小字 地番 字図 由来

大下条 大森平石 あいね 合袮 2848

大下条 大那木 あおき 青木 3350

富草 下梅田 あおきだいら 青木平 8301，8303～8307

大下条 小中尾 あおだいら 青平 261，？～？

大下条 小野 あおなし 青ナシ 1691

富草 下梅田 あおんだいら アヲン平 8442～8451

大下条 井戸 あかさか 赤坂 1056～1062

和合 日吉 あかさか 赤坂 1168～1169

大下条 早稲田 あかさか 赤坂 2376～2380，2383

大下条 中谷 あかさか 赤坂 2544～2548

旦開 あかさか 赤坂 466～482，940～943

大下条 早稲田 あかさかみちうえ 赤坂道上 2357～2358，2367

大下条 早稲田 あかさかみちした 赤坂道下 2356，2368～2371

富草 浅野 あかざわ 赤澤 6474

富草 下梅田 あかだ アカダ 8492～8496

富草 下梅田 あかだ アカ田 857～8522

大下条 田上吉 あかだるばた アカダル畑 998

大下条 田上吉 あかつち 赤土 454～455

大下条 深見 あかなぎ アカナギ 1053～1055

富草 大島 あかなぎさいのかみ？赤なぎ幸ノ神 406

和合 あかのたわ あかのたわ 1919

富草 古城 あかはぎ 赤はぎ 2134～2136

富草 粟野 あかはぎ 赤萩 2925～2928，2938～2962

富草 古城 あかはけ 赤はけ 2155～2156

旦開 あかはげ 赤はげ 2018～2021

旦開 あかはた 赤畑 2614～2615

富草 大島 あかばた 赤畑 146～149

大下条 大那木 あかほら アカホラ 3366，　3374

旦開 あかやしき 赤屋敷 2818～2821

富草 雲雀沢 あかやま 赤山 1329～1335

大下条 深見 あきわ アキハ 978～981

富草 梅田 あくたれ アクタレ？ 8006～8008

大下条 和知野 あけみ アケミ 1970～1973

富草 古城 あげみ 上見 2267～2270

大下条 和知野 あげみ アゲミ 2193～2195

大下条 早稲田 あけみぞ 上ミゾ 1912

大下条 早稲田 あげみぞ 上溝 1919

大下条 早稲田 あげみそう あげみそう 1913

大下条 早稲田 あげみぞみちうえ 上溝道上 1915～1918

大下条 早稲田 あげみぞみちした 上溝道下 1914

大下条 平久大窪 あごみち アゴミチ 369～373

大下条 小野 あこやきば アコヤキバ 1612
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大下条 平久大窪 あごんたいら アゴン平 360～366

富草 新木田 あさが 浅賀 8972～8987

富草 新木田 あさがだうえのきり 浅香田上ノ切 8988～8989

富草 新木田 あさかだしたのきり 浅香田下ノ切 8993～8995

富草 新木田 あさがなかのきり 浅香中ノ切 8990～8992

富草 新木田 あさがほら 浅賀洞 8968～8969

富草 鴨目 あさかや 浅香屋 6688

富草 鴨目 あさかや 浅香屋 7340～7341

富草 鴨目 あさかや 浅香谷 7389～7393

富草 鴨目 あさかやえだほら 浅香屋枝洞 7348

富草 鴨目 あさかやはたのうえ 浅香屋畑上 7349

富草 新木田 あさのだ 浅の田 9220～9229

大下条 小野 あさばた アサバタ 1709

旦開 あざぶ 浅布
3369，3372，3380～3383，3387
～3412

富草 下梅田 あさまやま？ 浅間山 8302

大下条 大那木 あしおだ 安正田 3294

大下条 大那木 あしおどう 亜相堂 3297

富草 大島 あしくち 芦口 45～47

大下条 平久大窪 あしざわ アシ沢
288，297～299，300～303，305～

311，330～332，335～352，358～

359，1643～1649

富草 新木田 あしのくち あしの口 9401～9409

大下条 大森平石 あしょうだ アショウ田 3114～3116，3136

和合 あずきばた 小豆畑 1145～1146

大下条 大那木 あせがくぼ アセガ久保 3319

大下条 大森平石 あせがくぼ アセガクボ 3087～3100

和合 あぜぎ あぜぎ 1155

和合 あせくぼ アセ久保 323～326

大下条 川田 あぜぐり アゼグリ 1137～1139，1140～1144

大下条 大那木 あそう（しお）だ？ 亜相田
3254～3257，3259，3261～3264，3294

～3295，3302～3305

和合 あたごやま 愛宕山 2070

大下条 平久大窪 あたごやました 愛宕山下 256～258

大下条 和知野 あだしま アダシマ 2324～2339

和合 あたらさわ あたら沢 1020～1022

大下条 小野 あたらさわ アタラ澤 1757，　1760

和合 あちがいと あち垣外 274

富草 門原 あつち（の）また 阿つち（の）又
5908，5940～5945，5948～
5957

旦開 あながほら 穴ヶ洞 2965～2978，3000～3020

旦開 あなだ アナ田 982，984－

旦開 あなだ 穴田 983，985－

和合 あなのた 穴ノ田 2306～2308

和合 あなのたわ あなのたわ 407～409
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大下条 平久大窪 あふご アフゴ
1045～1048，1053～1055，1066～

1076

旦開 あぶらめん 油免 2648

富草 下梅田 あぶらや 油屋 8242

富草 梅田 あまがさばた？ 天笠（竺）畑 8010

富草 梅田 あまがさばやし 天笠林 7943

富草 梅田 あまかさやま？ 天笠（竺）山 7935

旦開 あまがもり 天ヶ森 1975～1976，1978

旦開 あまがもり 天が森
1977～1981，1983～1988，
1990～1995，3006

大下条 大那木 あまつつみ アマツツミ 3332～3337

富草 鴨目 あまつつみ 雨堤 7236～7239

大下条 大森平石 あまづつみ アマヅツミ 3034～3038

富草 粟野 あまむろばやし？ 天室（宝）林？ 2905

富草 浅野 あみだだいら アミダ平 6324～6325，6377～6379

富草 浅野 あみだどう アミダ堂 6332～6333

富草 浅野 あみだどう 阿みだ堂 6372～6375

旦開 あみはり あみはり 986～989

大下条 大那木 あみはりば アミハリバ
3227～3228，3245～3251，3253，3269

～3270

富草 鴨目 あみはりばた あみはり畑 7394

大下条 和知野 あめほり 雨ホリ
1582～1585，1597～1598，1713～

1715，1729～1732

大下条 和知野 あめほりみちうえ 雨ホリ道上 1586

大下条 和知野 あめほりみちした 雨ホリ道下 1587

富草 大平 あやめくぼ 菖久保 923～927

大下条 大那木 あらい 新井 3419～3428，3446，3452，

富草 下梅田 あらいし アラ石
8470，8503～8506，8510～
8516

旦開 あらき 阿ら木 1455

旦開 あらき 荒木
1609，1680，1638，1641～
1766，1769～1772，1794～
1834

旦開 あらき アラキ 286～288

旦開 あらき 阿らき 288，289，1793－

大下条 深見 あらき アラキ 298～299

旦開 あらき 荒木
419,1453～1454，1456～1466，
1470～1471，1485～1490，
1503～1525，1528～1531

旦開 あらき あらき 420，422－

大下条 深見 あらき アラキ 487～490

富草 下梅田 さいのかみ サイノ神 8804

旦開 あらくまやま？ 新熊山？ 2607～2608

和合 あらし 阿らし 703

和合 あらし アラシ 188～192

和合 あらし アラシ 356～357，359
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大下条 田上吉 あらし アラシ 456～470，481，861，863～867

和合 日吉 あらしがほら あらしが洞 2600～2601

和合 あらしした アラシ下 2297～2299

大下条 深見 あらしのさか アラシノサカ 1048

和合 あらしばち あらしばち 590

和合 日吉 あらしやま 嵐山 2632，　2645

大下条 井戸 あらみち アラ道 1204

富草 門原 あらや 新屋 5072

大下条 和知野 あらやうえ アラヤ上 1758

大下条 早稲田 あらやしき アラヤシキ 2025

旦開 ありづか 阿りづか 689～692

富草 粟野 あれだ 荒田
2470～2474，2479～2483，2487～

2491

和合 あろうどばた？ アロードバタ？ 1807～1808

和合 あろどばた あろど畑 1810～1811

大下条 平久大窪 あわごさわ アワゴ沢
1453～1454，1456，1505～
1552

大下条 平久大窪 あわごだ アワゴダ 289～296

富草 粟野 あわのはら 粟野原 3066～3071，3096～3119

大下条 早稲田 あんばかいと 番場開土 1999～2001

富草 鴨目 いえうえ 家上 6828

富草 門原 いえうえ 家上 5608～5609

富草 門原 いえうしろ 家後 58,846,013

大下条 川田 いえうしろ 家後 339～345,776～786,793～803

大下条 早稲田 いえうら 家ウラ 1948，　2010

富草 門原 いえした 家下 5779

大下条 小野 いえした 家下 1326～1336

和合 いえした 家下 2079～2080，2117，2127，2790～2791

富草 門原 いえした 家下 5356，　5648

大下条 田上吉 いえした 家下 656，665～667，962，967～968

富草 鴨目 いえした 家下 6783～6786

富草 鴨目 いえした 家下 7620～7622

大下条 小野 いえのあと 家ノアト 1404

富草 大島 いえのうえ 家ノ上 514～５１５，519

富草 恩沢 いえのうえ 家ノ上 742～748

富草 大平 いえのうえ 家ノ上 889～890

富草 雲雀沢 いえのうえ 家ノ上 1293

富草 雲雀沢 いえのうえ 家ノ上 17,181,846

富草 古城 いえのうえ 家ノ上 1883

富草 粟野 いえのうえ 家ノ上
2598，2601～2602，2617～
2619

富草 粟野 いえのうえ 家ノ上（後）？ 3173～3179

和合 日吉 いえのうえ 家ﾉ上 1204

大下条 和知野 いえのうえ イエノ上 2217
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富草 門原 いえのうえ 家ノ上 5306

富草 新木田 いえのうえ 家之上 9424

大下条 井戸 いえのうえ 家ノ上 1155～1156，1164～1165

大下条 平久大窪 いえのうえ 家ノ上
140～141，1106～1107，1109～1111，

1275

大下条 小野 いえのうえ 家ノ上 1469，　2193，2219，2230

大下条 川田 いえのうえ 家ノ上 1615，1625～1626

大下条 和知野 いえのうえ 家ノ上 1718，1749，1757，1763～1764

和合 いえのうえ 家ノ上

174，185～187，219，223，238，247，

266，271～273，311，353，358，439，

441，485，513～514，609，631～634，

675，677，872～874，1203，1205，

1213，1216，1220，1248，1296～

1297，2101，2103～2104，2111，2115

～2116，2125～2127，2132，2275，

2745～2746，2811，2814

大下条 深見 いえのうえ イヱノ上 195，　324

大下条 御供 いえのうえ 家ノ上 2024～2025，2139～2142

大下条 和知野 いえのうえ 家ノ上 2110～2113

大下条 和知野 いえのうえ 家の上 2248～2249

大下条 小中尾 いえのうえ 家ノ上 226～229，364，497，990？

大下条 早稲田 いえのうえ 家の上 2425，2444，2446～2449

大下条 大森平石 いえのうえ 家ノ上
2790～2791，2808，2959～2962，3105

～3106

大下条 大森平石 いえのうえ 家ノ上 3109，3170，3300，3146～3151

大下条 大那木 いえのうえ 家ノ上 3359，　3361，3386，3817

大下条 大那木 いえのうえ 家ノ上 3791～3792，3835～3836

大下条 平久大窪 いえのうえ 家ノ上 457，　471

富草 鷲巣 いえのうえ 家の上
4648，4663～4667，4674，4685～

4686，4688～4689，4758～4759，

4761，4766，4802

富草 門原 いえのうえ 家ノ上 5053～5060，5059～5060

富草 門原 いえのうえ 家の上 5081～5084

大下条 深見 いえのうえ イエノ上 571～573，575，655，712～717

富草 門原 いえのうえ 家ノ上 5912～5913，6014

富草 浅野 いえのうえ 家の上 6362～6364

富草 浅野 いえのうえ 家の上 6450～6452

富草 鴨目 いえのうえ 家ノ上
7144～7143，7155～7156，7380，7649

～7650

富草 梅田 いえのうえ 家の（ノ）上 8060～8065，8081，8086

和合 いえのうえ 家の上

９４２，９４３，９４５，９４７，９７４，１

４１１，１４４７，１４８６～１４９４，１

５４０，１７８３，１７８４，１９３６，１９

３７，１９８４，１９８６，２２６４

富草 新木田 いえのうえ 家ノ上 9425～9430

和合 いえのうえ 家ノ上

和合 日吉 いえのうえ 家ノ上

和合 日吉 いえのうえ 家上
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和合 日吉 いえのうえ 家ノ上

大下条 早稲田 いえのうえはかした 家ノ上ハカ下 2445

富草 古城 いえのうしろ 家ノ後 2147～2149，2159～2160

富草 古城 いえのうしろ 家ノ後 2240～2248，2350～2352

富草 粟野 いえのうしろ 家ノ後 3057～3060

和合 いえのうしろ 家ノ後 557

大下条 小野 いえのうしろ 家ノ後 1672

大下条 御供 いえのうしろ 家の後 2020

富草 門原 いえのうしろ 家の後 5187

富草 門原 いえのうしろ 家ノ後 5305

富草 梅田 いえのうしろ 家ノ後 8080

大下条 小野 いえのうしろ 家ノ後 1342～1343

大下条 大那木 いえのうしろ 家後 3786，　3812，3855

富草 鷲巣 いえのうしろ 家の後 4642～4643

富草 鴨目 いえのうしろ 家ノ後 7170～7172

大下条 早稲田 いえのうら 家ノウラ 2008

大下条 和知野 いえのうら イエノウラ 2218

大下条 早稲田 いえのうら 家ノウラ 1911，2196～2198，2229

大下条 和知野 いえのうら イエノウラ 1915,　1934

大下条 早稲田 いえのうら 家のウラ 2424，　2441

大下条 大森平石 いえのうら 家ノウラ 2799，2967，　3145

和合 いえのきた 家の北 518

大下条 大那木 いえのこし 家ノコシ 3363

富草 大島 いえのした 家ノ下 133

富草 大島 いえのした 家の下 377

富草 大平 いえのした 家ノ下 899～901

富草 古城 いえのした 家ノ下 1895～1899

富草 古城 いえのした 家ノ下 2082～2084

富草 粟野 いえのした 家ノ下？ 2585

富草 粟野 いえのした 家の下 3025～3030

富草 粟野 いえのした 家ノ下
3050～3055，3122～3123，3125～

3160

和合 日吉 いえのした 家ノ下 2347

和合 いえのした 家ノ下 　

大下条 平久大窪 いえのした 家の下 1161，1241～1246，

大下条 井戸 いえのした 家ノ下 1191～1197

大下条 小野 いえのした 家ノ下 1338～1339

大下条 川田 いえのした 家ノ下
1606～1610，1612～1613，1632～

1633，1635～1636，1662

大下条 小中尾 いえのした 家ノ下
161～162，211，561，574，958～959，

971～973

大下条 小野 いえのした 家ノ下
1661，1713～1715，1725～1726，1824

～1825，1920，2026，2195，2210，

2217，2227

大下条 川田 いえのした 家の下 1970～1972
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大下条 和知野 いえのした イエノ下 2092～2095

大下条 御供 いえのした 家の下
2098，2103，3681，3684，
3829

大下条 和知野 いえのした 家ノ下 2203,　2215,2345

大下条 早稲田 いえのした 家下
2421～2422，2442，2564～
2568

大下条 大森平石 いえのした 家ノ下 2704，　3804

大下条 大那木 いえのした 家ノ下 3900，3911～3913

富草 鷲巣 いえのした 家の下
4636～4638，4646，4657～4661，

4668～4669

富草 門原 いえのした 家下 5118～5121，5128～5131

富草 門原 いえのした 家の下
5170，5205,　520,　55360，5567～

5569

大下条 深見 いえのした イヱノシタ 532，　638

大下条 平久大窪 いえのした 家ノ下 538～540

富草 浅野 いえのした 家ノ下 6215～6276

和合 いえのした 家ノ（の）下

64～66，123～124，155～157，215～

216，225，227，322，429，431～432，

452，461，468～469，488，555，559，

602，779，844，910～914，916～918，

1417，1424，1432～1434，1516，

1583，1678，1712，1762，1763，2086，

2090～2091，2110，2138～2139，

2347，2721，2722

富草 鴨目 いえのした 家の下 7157～7158

富草 梅田 いえのした 家ノ下 7703，　8055

和合 いえのした 家ノ下

和合 いえのした 家ノ下

和合 日吉 いえのした 家ノ下

和合 日吉 いえのした 家ノ下

和合 日吉 いえのした 家ノ下

和合 日吉 いえのした 家ノ下

和合 日吉 いえのした 家下

大下条 井戸 いえのしたかわばた 家ノ下川端 1190

大下条 川田 いえのしたもとやしきばた家ﾉ下元屋敷畑 1634

大下条 和知野 いえのすえさわばた 家ノ末沢バタ 1712

和合 日吉 いえのそと 家の外 1206，1606～1607

和合 日吉 いえのそと 家ノ外

和合 いえのと 家のと

和合 いえのにし 家西 520

大下条 小中尾 いえののき 家ノ軒 130

和合 いえののき 家ののき 941

大下条 大森平石 いえののき 家ノノキ 2807，2966，3026，　3131

大下条 早稲田 いえのひら 家ノ平 1884

大下条 深見 いえのまい イエノマイ 204

大下条 小中尾 いえのまい イエノマイ 133，　135，140

富草 大島 いえのまえ 家ノ前 134
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富草 雲雀沢 いえのまえ 家ノ前 1432～1434

富草 雲雀沢 いえのまえ 家ノ前 1560～1564

富草 粟野 いえのまえ 家ノ前 2605～2609

富草 粟野 いえのまえ 家ノ前 3040～3046，3188～3191

大下条 川田 いえのまえ 家の前 1967

富草 門原 いえのまえ 家の前 5649

富草 浅野 いえのまえ 家の前 6449

大下条 小中尾 いえのまえ 家ノ前
131～132，134～135，136，138，140，

141～142，495，628～629

大下条 早稲田 いえのまえ 家ノ前 1920～1921

大下条 御供 いえのまえ 家の前 1999，2016，2021～2022

大下条 御供 いえのまえ 家の前
2084，2101，2107，2919，2935，2969

～2972

大下条 大森平石 いえのまえ 家ノ前 3132～3133

和合 いえのまえ 家ノ前 434，

富草 鷲巣 いえのまえ 家の前 4649～4651

富草 門原 いえのまえ 家ノ前
5070，5123～5127，5135～
5137

富草 門原 いえのまえ 家の前
5189～5195，5202～5203，5364～

5366

富草 門原 いえのまえ 家ノ前 5368～5372

富草 浅野 いえのまえ 家之前 6279～6280

富草 梅田 いえのまえ 家ノ前 7992，　8056

富草 梅田 いえのまえ 家ノ前 8040～8043

富草 新木田 いえのまえ 家の前 9593～9594

大下条 小野 いえのまえばた 家ノ前畑 1665

富草 大島 いえのまわり 家ノ廻リ 521

大下条 深見 いえのまわり イヱノマワリ 539

大下条 平久大窪 いえのまわり 家の廻り 1110

和合 いえのむかい 家ノ向
572～573，576～578，776，1034から

037，1269～1272，1416，1677，1688，

1707，1731～1733，1798～1799，1936

富草 梅田 いえのむかい 家ノ向 7704～7705

和合 いえのむかい 家ノ向

和合 日吉 いえのむかい 家の向

和合 日吉 いえのむかい 家ノ向

富草 鷲巣 いえのむこう 家の向 4762

大下条 小中尾 いえのむこう 家ノ向 364，　368

富草 下梅田 いえのむこう 家ノ向 8143～8144

和合 いえのむこう 家の向

大下条 川田 いえのよこ 家の横 1663

和合 いえのよこ 家の横 1953，2124，2130，2136～2137

大下条 川田 いえのよこいど 家ノ横井戸 1665～1666

和合 いえまえ 家前 2119

大下条 大那木 いえむこい 家向 3834
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富草 鴨目 いがいと 居垣外
6702～6703，6720，6825～
6826

富草 鴨目 いがいと 居垣外 6921～6923，7417～7418

和合 日吉 いぐち イグチ 2610

富草 粟野 いぐちうえ 井口上 2518～2519

富草 門原 いぐちや 井口屋 5505

大下条 井戸 いけくぼ 池窪 1105

大下条 井戸 いけくぼ 池久保 1106～1113

大下条 和知野 いけくぼ 池窪 1488～1492

富草 鷲巣 いけくぼ 池久保 4773～4791，4862～4863

富草 浅野 いけくぼ 池久保 6222～6229

大下条 小中尾 いけた イケタ
268～294，298～301，303～304，

306，308～311

富草 大島 いけだ 池田 66～72

大下条 小中尾 いけだ 池田 307

大下条 大森平石 いけだ イけ田 2749

大下条 川田 いけだ 池田 1028～1034，1037～1038

大下条 大那木 いけだ 池田 3661～3663，3878

富草 門原 いけだ いけだ
5535，5540～5542，5548～
5549

富草 門原 いけだ 池田 5687，5690～5700

旦開 いけだ 池田 656～666，2739～2741，2748～2752

旦開 いけだいみょうじん 池大明神 1212～1213，1225～1274

富草 大島 いげたした 井桁下 6

大下条 小野 いげたした 井桁下 1664

大下条 川田 いけだだいら 池田平 1012～1027

大下条 田上吉 いけたひかげ 井ケタヒカゲ 1005

富草 門原 いけだみちした いけだ道下 5543～5546

大下条 大森平石 いけのいり 池ノ入 2778

大下条 御供 いけのいり 池ノ入 2065～2069，2115～2116

富草 雲雀沢 いけのうえ 池ノ上 1437～1439

富草 雲雀沢 いけのうえ 池ノ上 1545～1548

大下条 小中尾 いけのうえ イケノ上 92

大下条 大森平石 いけのうえ イけノ上 2751

富草 門原 いけのうえ 池の上 5116～5117

大下条 小中尾 いけのうえ 池ノ上 97～98

大下条 大森平石 いけのした イけノ下 2750

和合 いけのしま 池ノ島 76

旦開 いけのだいみょうじん 池ノ大明神 1173，1177～1184，1225

大下条 深見 いけのはた イケノハタ 533

大下条 田上吉 いけのほら 池ノ洞 932

大下条 田上吉 いけのほらとなりぼ 池ﾉ洞トナリボ 932ﾛ

大下条 早稲田 いけばた イケバタ 1993～1996

大下条 平久大窪 いけぼら イケボラ 1284
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富草 鷲巣 いしあら 石阿ら 4760

和合 いしあらばた 石阿ら畑 1160～1162

和合 いしあらばた 石あら畑 1163～1164

富草 鷲巣 いしあらばた 石阿ら畑 4750～4751，4754～4756

大下条 大森平石 いしがくぼ 石ヶ久保 2979～2983，2991～2995

旦開 いしがみじり 石上尻 3714

大下条 深見 いしかんのん 石観音
1207，1209～1221，1225～1233，1289

～1290，1293～1296

大下条 深見 いしかんのん イシカンノン 703～711，1191～1194

和合 いしこすりば 石こすりば 767

富草 雲雀沢 いした 井下 1555，1565～1569

大下条 平久大窪 いした 井下 215

大下条 和知野 いした イシタ 1874～1876

富草 門原 いした 井下
5748～5750，5782，5820～5825，5834

～5835

旦開 いしだ いし田 901

旦開 いしだ 石田 857～882，900，951～954

大下条 平久大窪 いしとび 石飛 871～883

和合 いしなぎ イシナギ

和合 いしならし 石なら志 1062

富草 鴨目 いしのくち 石ノ口 7604

大下条 田上吉 いしばた 石畑 961

大下条 小野 いしはら 石原 1384～1386，1419～1422，1427，1538

大下条 和知野 いしはら イシハラ
1994～1995,2123,2132～2133,2138～

2141

富草 下梅田 いしはらだ 石原田 8383，　8404

和合 いしはらばた 石はら畑 1165

大下条 和知野 いしぼとけ 石仏 2270

大下条 平久大窪 いしぼとけ 石仏 1030～1033

和合 いしぼとけ 石佛 38～40

大下条 平久大窪 いしぼとけかみ 石仏上 1034

和合 いしまんざわ 石万沢 768～770，772～773，775

大下条 深見 いしや イシヤ 531

大下条 田上吉 いしやすんど 石休戸 1000～1001

旦開 いしやま 石山 2305～2310，2353

富草 大島 いしわり 石割 530

大下条 和知野 いずぼざわ イズ（ヌ）ボ沢 2209,2309～2311

大下条 早稲田 いずみや イツミヤ 2423

大下条 大森平石 いせや 伊勢屋 2980

大下条 川田 いせや 伊勢屋 1055～1056

和合 いたばし いたばし 822

和合 いたばし イタバシ 823

富草 大島 いためん 板免 41～42

旦開 いちのせ 市之瀬 2811～2817，2754～2870
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旦開 いちば 市場 396～407,555？～580,1023

富草 門原 いちばや 市場屋 5071

旦開 いちばやしき 市場屋敷
612～638，640～641，643～
655

旦開 いちばやしき 市場やしき 639～642

富草 鴨目 いちひらた（へいだ） 市平田 7440～7444

富草 古城 いちみち 市道
1918～1921，1939～1954，1956～

1957

富草 古城 いちみちね 市道根 2019

和合 いちめいぞれ いちめいぞれ 1140～1141

和合 いちめいぞれうえ いちめいぞれ上1138

大下条 早稲田 いちりづか 一里塚 2194

富草 粟野 いっかんめ 一貫目 2973～2982

大下条 千木 いっかんめ 壱メ目 116～117

富草 鴨目 いっかんめ 壱貫目 6663～6664

富草 大平 いっこくめ 壱石目 1055～1058

富草 浅野 いっぽんぎ 一本木
6098～6105，6152～6154，6157～

6161

富草 浅野 いっぽんぎおおた 一本木大田 6162

和合 帯川 いっぽんとち 壱本とち 1800

和合 いっぽんまつ 一本松 786

富草 新木田 いっぽんまつ 壱本松 9608

和合 日吉 いっぽんまつ 壱本松 1601～1604

大下条 小野 いっぽんまつ 壱本松 1646～1647，1684

富草 鴨目 いっぽんまつ 壱本松 7260～7262

富草 門原 いと 井ト 5732～5733

和合 いど 井戸 2096

大下条 井戸 いど 井戸 1198，　1200

和合 日吉 いどいり イドイリ 2763～2764

和合 いどいり 井戸入
299，303～305，2057，2124，2633～

2636，2845～2846

富草 門原 いどいり 井戸入
5420～5450，5460～5465，5470～

5489，5561～5565，5570～5578

旦開 いどいり 井戸入
734～741，2201～2213，3233，
3235

富草 梅田 いどいり 井戸入 7681～7683，7686

和合 日吉 いどいり 井戸入

富草 梅田 いどいりばた 井戸入畑 7679～7680

富草 梅田 いどいりぼら 井戸入洞
7673～7678，7700～7701，7708～

7709

富草 梅田 いどいりぼらなかね 井戸入洞中根 7710～7714

和合 いどうえ 井戸上 871，　984

大下条 大森平石 いどおり 井通リ 2705

富草 鴨目 いどがみ 井戸神 6916～6917，7002～7007

和合 日吉 いどぐち 井戸口 2480，2672～2674

和合 日吉 いどぐち 井戸口
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和合 帯川 いどくぼ 井戸久保 1716

和合 いどくぼ 井戸久保 777～778

富草 古城 いとざわ いと沢
2161～2163，2169～2188，2236～

2237

大下条 小野 いどさわ 井戸澤 1781

和合 いどざわ 井戸沢 1954，2098～2100，2123

和合 いどさわじり 井戸沢尻 2078

大下条 深見 いどした 井戸下 1196～1213

和合 いどした 井戸下 214，　232，553～554

富草 雲雀沢 いどじり 井戸尻 1543～1544

富草 古城 いどじり 井戸尻 1892～1894

大下条 和知野 いどじり 井戸尻 2263

大下条 大那木 いどじり 井戸尻 3888

大下条 大那木 いどじり 井戸尻 3187～3188

大下条 田上吉 いどじり 井戸尻 670，674～675，992～993

大下条 川田 いどじり 井戸尻
827～863，1723，1741～1746、1825～

1826

大下条 千木 いどた 井戸田 1～5，20～30

大下条 井戸 いどた 井戸田 1128，1130～1133

旦開 いどだ 井戸田 776

大下条 井戸 いどだみちした 井戸田道下 1219～1223

大下条 大那木 いどのいり 井戸ノ入リ 3239

大下条 大那木 いどのいり 井戸ノ入 3460～3466

富草 大島 いどのうえ 井戸ノ上 125～126

富草 大島 いどのうえ 井戸の上 153

和合 いどばた 井戸ばた 936

和合 いどばた 井戸畑 125～126，492～494

大下条 大那木 いどばた 井戸畑 3381～3382

大下条 深見 いどばた イドバタ 644～652，664

富草 鴨目 いどばた 井戸端 6775～6776

大下条 井戸 いどばやし 井戸林 1103

大下条 川田 いどひら 井戸平 1953～1957

大下条 御供 いどひら 井戸平 1983～1984

大下条 小野 いどぶち 井戸淵 1786，1799～1800

和合 いどぶち 井戸ぶち 1932～1933

大下条 深見 いどぶん 井戸分 1188～1190，1222～1224？

富草 大平 いどほら 井戸洞 1052

富草 大平 いどほら 井戸洞 1109

大下条 大森平石 いどほら 井戸洞 3140，3196～3197，3229～3232，3682

大下条 深見 いどぼら 井戸洞 570

大下条 平久大窪 いどぼら 井戸洞 621

大下条 小中尾 いどぼら 井戸洞
19～27，30～32，34～39，93～96，

815～817

旦開 いどぼら 井戸洞 2150～2157
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大下条 早稲田 いどぼら 井戸洞 2590～2594

富草 門原 いどぼら 井戸洞 5859～5862

大下条 深見 いどぼら イドボラ 633～637

富草 浅野 いどぼら 井戸洞 6393～6396

富草 新木田 いどぼら 井戸洞 9243～9248

大下条 平久大窪 いどほらうえ 井戸洞上 619

和合 いどみち 井戸道 2095

和合 いどみちうえ 井戸道上 294～296

大下条 平久大窪 いどみちした 井戸道下 541

和合 いどむこう 井戸向 2058～2059

和合 いどむこうした 井戸向下 2072～2073

大下条 川田 いどもと 井戸本 1667，1724～1725

富草 梅田 いどやぶ 井戸籔 7944，7951～7953

富草 下梅田 いどやぶ 井戸籔 8141～8142

富草 鴨目 いなのうえ 伊奈上 6801～6805

富草 古城 いなば いなば 1900，1911～1913

富草 古城 いなば イナバ 1924～1927

富草 浅野 いなば 稲場 6446

富草 梅田 いなば 稲場 7665

富草 下梅田 いなば いなば 8626

大下条 井戸 いなば イナバ
1139～1141，1144～1149，1151～

1152

大下条 深見 いなば 稲場 1377～1390

大下条 小中尾 いなば イナバ
213，512，527，541～543，545，554～

560，563

大下条 中谷 いなば 威名場 2456～2459

大下条 大森平石 いなば イナバ 3165～3167，3189

富草 門原 いなば いなば 5656～5661

富草 門原 いなば いなば 5961～5963，5966～5967

大下条 千木 いなば イナバ 60～61，65～66

富草 鴨目 いなば 稲場 7179～7182，7625～7626

大下条 深見 いなば 稲場 744～746

富草 鴨目 いなば いな場 7477～7480

富草 鴨目 いなば 稲葉、いなば 7627～7628，7642～7646

富草 梅田 いなば 稲葉 8082～8083

富草 新木田 いなば いなば 9332～9333

大下条 井戸 いなばうえ イナバ上 1153

富草 新木田 いなばじり 伊那場尻 9213～9214

大下条 小中尾 いなばとうげ イナハ峠 206～210，212

大下条 小中尾 いなばとうげ イナバ峠 214～221，256～257

大下条 小野 いなふし イナフシ 1849～1850，1865，1875

和合 いならし イナラシ 228～230

富草 大島 いなりうえ 稲荷上 513

富草 大島 いなりした 稲荷下 553～554，561～562
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大下条 和知野 いなりした イナリ下 1758

大下条 和知野 いなりした イナリシタ 2253

富草 古城 いなりやま いなり山 2126～2127

富草 梅田 いなりやま 稲荷山 8084

大下条 小野 いなりよこ 稲荷横 1571

富草 門原 いぬおくりば 犬送場 5801～5802

大下条 平久大窪 いぬぼら イヌボラ 990～992，994～995

富草 大島 いのうえ 井ノ上 632～642

富草 粟野 いのうえ 井ノ上 2584

大下条 田上吉 いのうえ 井ノ上 528

大下条 和知野 いのうえ 井ノ上 1853,　1877,1940

富草 鴨目 いのうえ 井ノ上 7423～7427

富草 恩沢 いのくち 井ノ口 760

富草 粟野 いのくち 井ノ口 2783～2788

富草 新木田 いのくち 井の口 9212

富草 門原 いのくち 井の口 5264～5265

大下条 川田 いのくち 井ノ口 625～643

富草 粟野 いのぐち 井ノ口 3006～3010

和合 いのぐち 井ノ口 771

大下条 小野 いのぐち 井ノ口 1337，1440～1441

富草 門原 いのぐち 井ノ口 5349～5351

富草 大島 いのした 井之下 501

大下条 和知野 いのした 井ノ下 1858～1860

富草 鷲巣 いのした 井ノ下 4692～4695

富草 鴨目 いのした 井ノ下 6750～6752

大下条 早稲田 いのやま 猪野山 2520

和合 いばやし 居林 870

旦開 いばやし 井林 675～676，746～747

和合 いへいがいと 伊平垣外 542,543

大下条 深見 いぼいし イボイシ 1410～1412

和合 いぼいし いぼ石 276，　278

富草 粟野 いまいば 今井場 3166～3171

大下条 千木 いまぼら 今ボラ 78～79

富草 新木田 いまぼら 今洞 9039，9100～9104

富草 新木田 いまぼらだ 今洞田 9097～9099

富草 新木田 いまぼらやま 今洞山 9080

大下条 中谷 いもざか イモ坂 2490～2491

大下条 大森平石 いもじがとうげ イモシガ峠 3171～3176

大下条 大那木 いもじくぼ イモジクボ 3708～3711，3714～3715

富草 古城 いもじなぎ いもじなき 2047～2057，2068～2071

富草 鴨目 いもじなぎ いもぢなぎ 6986～6987

大下条 川田 いものくぼ 芋久保 1638～1639，1641～1644

和合 いもはた 芋畑
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和合 いもばた 芋畑

大下条 平久大窪 いもよこて イモヨコテ 886～871，876～878

大下条 平久大窪 いもりまつ イモリ松 884

旦開 いり 入り 465

大下条 小野 いり イリ 1782

富草 門原 いり 入 5566

大下条 井戸 いり イリ 1186～1188

大下条 小野 いり イリ 1847～1848

大下条 和知野 いり イリ 2231～2232

大下条 大森平石 いり イリ 2757～2768，2796

和合 日吉 いり イリ
2783，2786～2790，2806～2807，

2810，2812，2815，2817～2818，2852

～2854，2857

和合 日吉 いり いり 2792～2798，2800

和合 日吉 いり 入
2801～2805，2816，2855～
2856

旦開 いり いり 460，464－

旦開 いりがいと 入開土 3631～3636

大下条 早稲田 いりさか 入坂 2168～2174，2176～2184

大下条 早稲田 いりさか 入坂 2427～2435

富草 鴨目 いりた 入田 6560～6569

富草 鴨目 いりた 入 6945～6956

大下条 小中尾 いりみちづくり 入道作リ 348～349，350～351

大下条 深見 いりや 入ヤ 574

大下条 千木 いりやま 入山 7～8

大下条 和知野 いろ イロ 1659

和合 日吉 いわかしら 岩がしら 1574

富草 下梅田 いわからさわ 岩唐澤 8097～8107，8184～8191

和合 日吉 いわくら 岩くら 2446

大下条 和知野 いわくら イワクラ 1996～1998,2059～2064

大下条 和知野 いわざき 岩ザキ 2206

大下条 和知野 いわざき 岩ザキ 1988～1989

富草 古城 いわした 岩下 2059～2060，2065～2067

富草 粟野 いわした 岩下 2292

大下条 小野 いわした 岩下 1524，1533，1535～1537

大下条 大那木 いわした 岩下 3208～３２１２，3643～3646

大下条 平久大窪 いわした 岩下 379～380

和合 日吉 いわだいら 岩平 1362

大下条 小野 いわだし イワダシ 1808

和合 いわのたいら 岩ノ平 579～589

富草 大平 いわのもと 岩之元 1041～1042，1053～1054

和合 いわほら 岩洞 1135～1136

富草 下梅田 いわやま 岩山 8568～8569

大下条 深見 いゑのした イエノ下 581～582，587～588，700
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大下条 川田 いんきょ 隠居 1704

富草 門原 いんきょ 隠居 5620

富草 大島 いんきょばやし 隠居林 424，429，438～440

富草 下梅田 いんきょばやし 隠居林 8643～8659

和合 日吉 いんとうさわ いんとう沢 1335

大下条 小野 うえ 上 1724

富草 恩沢 うえあげみ？ 上あけみ 761～762

富草 鴨目 うえおおはた 上大畑 6866

富草 鴨目 うえおおばた 上大畑 6607～6609

富草 鷲巣 うえかじや 上鍛冶屋 4652～4653

旦開 うえきぼら 植木洞 1937

和合 日吉 うえくりざわ ウエクリザワ 2560

和合 日吉 うえくりざわ うゑくり沢 2558～2559，2561

富草 浅野 うえしもぐれ 上下グレ 6068～6075

大下条 小野 うえだ ウエ田
1415，1470～1472，1476～1477，1495

～1505，1554

大下条 小野 うえだ 上田 1474～1475，1795～1796

大下条 千木 うえちぎ 上千木 48

富草 大島 うえのたいら 上平 498～499

大下条 小野 うえのたいら 上ノタヒラ 1754，　1756

和合 うえのたいら 上ノ平 1900～1903

和合 うえのたいら 上ノ平 2272～2274

大下条 川田 うえのはら 上ノ原 1538～1544

大下条 御供 うえはねきくば 上羽根伊久場 1979～1981ﾉ1

富草 粟野 うえひがし 上東 2637

大下条 小野 うえほっき 上ホッキ 1613～1630

富草 新木田 うえまつばら 上松原 9274～9278

大下条 大那木 うえみや 上ヘ宮 3360

大下条 早稲田 うえらく 上ラク 2225～2226

大下条 川田 うぐす ウグス
910～934，957～969，971～
989

富草 新木田 うさぎさわ うさぎ澤 9334～9353

旦開 うしがねば 牛ヶ根場 2544

旦開 うしがねば 牛ヶ祢ば 2368～2371

富草 粟野 うじがみ 氏神 2600

大下条 小中尾 うじがみ 氏神 84

富草 門原 うじがみ 氏神 5226～5234

大下条 深見 うじがみ ウシガミ 523，　534

和合 帯川 うじがみまえ 氏神前 1718

大下条 田上吉 うしくぼ 牛久保 409，417～431，433

富草 梅田 うしじゅうばた 牛十（重）畑 8046～8047

富草 古城 うしなぎ？ 牛なき？ 2020

和合 日吉 うしろ ウシロ 2773

和合 日吉 うしろ うしろ 2858
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大下条 井戸 うしろ ウシロ 1048～1050

大下条 小中尾 うしろ ウシロ 258～260

和合 日吉 うしろ うしろ 2639，2774～2775，2859

大下条 川田 うしろがいと？ 後垣外 1909～1913，1917

富草 雲雀沢 うしろだ 後田 1194，1203～1220

富草 雲雀沢 うしろだ 後田 1327～1328

富草 粟野 うしろだ 後田
3853～3857，3874～3905，3973～

3974

富草 粟野 うしろだ 後田 4170～4172

大下条 井戸 うしろだ 後田 1045～1047，1083

大下条 井戸 うしろだやま 後田山 1044

富草 鴨目 うしろばた 後畑 7173～7174

大下条 大那木 うしろぼら 後洞 3389，3392，3397～3409

和合 帯川 うしろみち 後道 1728

和合 うしろもり 後森 718

富草 粟野 うしろやま 後山 2353～2406，2433～2439

富草 粟野 うしろやま 後山 4131～4147

大下条 和知野 うしろやま 後山
1769～1785，1787～1790，1792，1795

～1801，1805～1808

大下条 和知野 うしろやま 後山 2171,　2177

大下条 平久大窪 うしろやま 後山 251～255

大下条 中谷 うしろやま 後山
2617～2624，2627～2651，
2656

大下条 大那木 うしろやま 後山 3486～3569，3647～3649

大下条 深見 うしろやま ウシロ山 360～378

大下条 田上吉 うしろやま ウシロ山 719ﾛ，　836

大下条 田上吉 うしろやまくぼばた 後山久保畑 723

大下条 和知野 うしろやまひらくさかい 後山平久堺 1786

大下条 和知野 うしろやまよつだ 後山四ッ田 1791

大下条 小中尾 うすつくりば ウス作リバ 172～179

和合 うそざわ うそ沢 10,251,026

富草 粟野 うちがいと 内垣外 2597，2603～2604

富草 粟野 うちがいと 内垣外 3161～6162

旦開 うちがいと 内開土 1421～1425

富草 新木田 うちがいと 内垣外 8911～8914

旦開 うちだ 内田 1405，1410～1415

大下条 川田 うちばやし 内林 864～901，935～936

富草 大平 うつきそり ウツキ楚リ 983

富草 粟野 うつぎそれ うつきそれ 2305

富草 大島 うつきりなわしろ？ うつきり苗代 533

大下条 小中尾 うつこし ウツコシ 366

大下条 平久大窪 うつとち ウツトチ 892～895，899

富草 下梅田 うつふき ウツフキ 8287～8294

富草 浅野 うっぷき 打吹 6496～6504，6506～6508
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富草 鴨目 うっぷき うつ福き 7587～7592

和合 日吉 うつぼさわ うつぼ沢 2656

大下条 小野 うとうなぎ ウトウナギ 1650～1651

富草 浅野 うとうぼら うとふ洞 6359～6361，6383～6388

旦開 うとぼら ウト洞 2567，2569～2572，2575

旦開 うとぼら うと洞 2573～2574

大下条 中谷 うねばた 采畑 2584～2597，2599～2615

和合 日吉 うねばた うね畑 2646～2653

富草 鷲巣 うは（ま）しどころ うは（ま）し所？4836～4842

大下条 和知野 うばがいと ウバガイト 2340～2342

大下条 平久大窪 うばがいと ウバガイト 515～523，534～537

大下条 平久大窪 うばがいとはたけのくちウバガイト畑の口 524

富草 鴨目 うばがつぼ 姥ヶ坪 6626～6640，6633～6640

富草 門原 うばがふところ うばがふところ 5413～5415，5454～5459

大下条 平久大窪 うばかみほら ウバカミ洞 313～314

大下条 平久大窪 うばかみほら ウハカミ洞 323，324～326，328

大下条 平久大窪 うばかみほらみちうえ ウバカミ洞道上 315～316

旦開 うばた 姥田 704～707

富草 下梅田 うばたき ウハタキ 8408

大下条 田上吉 うばつくり ウバ作リ 596

富草 大島 うばどうし？ うばとうし 272～274

大下条 大那木 うばふところ ウバフトコロ 3638～3642

富草 新木田 うばやしき うばやしき 9574～9576

富草 粟野 うぶみ（の）さわ うぶみ（の）澤 4090～4091

和合 日吉 うまつなぎ ウマツナギ 2320～2321

和合 日吉 うまつなぎ 馬ツナギ 2322～2325

大下条 小中尾 うまどめ 馬留 331

大下条 川田 うまみち 馬道 1616

和合 日吉 うまやしき 馬屋敷 1260

大下条 大森平石 うめがくぼさか 梅ヶ久保坂 2944～2995

大下条 大森平石 うめがほら 梅ヶホラ 2947～2957

旦開 うめきだ 梅木田 2707～2708

大下条 田上吉 うら ウラ 650

旦開 うらだ 裏田 2051～2053

和合 帯川 うらみち うらみち 1690～1691

富草 雲雀沢 うらもん 裏門 1265

大下条 小野 うりや 売屋 1835～1836，1953

大下条 小野 うりやまいだ 売屋前田 1803～1804

旦開 うるぎはら 売木原
2222～2237，2293～2299，
2303～2304，2354～2367

大下条 早稲田 うるしがくぼ 漆ヶクボ 2466～2466ﾉ6

大下条 早稲田 うるしがほら 漆ヶ洞
2460～2464，2466ﾉ8～2471，
2473～2474
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大下条 田上吉 うるしがほら ウルシカ洞 686～687，710

大下条 早稲田 うるしがほらみちあい 漆ヶ洞道合 2465

大下条 早稲田 うるしがほらみちうえ 漆ヶ洞道上 2456～2457

大下条 早稲田 うるしがほらみちした 漆ヶ洞道下 2458～2460

大下条 平久大窪 うるしくぼ 漆窪 92～95

大下条 平久大窪 うるしくぼみ 漆窪見 99～102

大下条 平久大窪 うるしくぼみぞした 漆窪溝下 96～98

大下条 田上吉 うるしはた ウルシ畑 438

大下条 小野 うるしはら 漆原 1299～1306

和合 うるしぼら うるし洞 1094～1096

大下条 川田 うるしぼら 漆洞 255～258

大下条 早稲田 うるやばた 売家畑 2211～2212

富草 雲雀沢 うわいした 上井下 1467～1468

富草 雲雀沢 うわいした 上井下 1843～1844

大下条 小中尾 うわつくり ウワツクリ 295～299

大下条 大森平石 うんだ うん田 2896～2899

富草 鴨目 えくり？ 上栗 7108～7110

富草 鴨目 えくりだ 上栗田
7188～7189，7198～7199，7213～

7214

富草 鴨目 えくりはた？ 上栗畑 7176～7177

富草 鴨目 えくりばやし 上栗林 7274～7279

富草 鴨目 えぐりぼら？ 上栗洞 6787

大下条 小野 えだほら 枝ホラ 1682

富草 新木田 えだぼら 枝洞 9030～9034

大下条 小野 えのうしろ 家ノ後 1456，　1473，1483

大下条 御供 えのきがいと 榎開土 1987ﾉ2，　3

富草 新木田 えのきまえ？ 榎前 9313～9323

富草 雲雀沢 えのきもと 榎本 1292

富草 浅野 えのころがいと ゑのころ垣外 6340，6343～6347

大下条 小野 えのわど エノワド
1381～1382，1453～1455，1459，1478

～1482，1507～1508

富草 鴨目 えも？ 枝茂 7152～7154

大下条 千木 えゆんだ ヱユン田 80

大下条 川田 えんじぼら 円治洞 101,107～110

和合 日吉 えんみょうばた ゑんみよう畑 1280

富草 鴨目 おいえばやし 御家林 7578

大下条 平久大窪 おいくぼ オヒクボ 1272

旦開 おいけ 尾池 3219～3229，3255～3260

和合 帯川 おいだいら 老平 1760～1761

大下条 平久大窪 おいど 大井戸 532～533，559

富草 古城 おいのくぼ おいの久保 2201～2202

富草 古城 おいのくぼ 老久保 2204，2208，2214～2216

大下条 川田 おいまわし 追廻し 1760～1764

旦開 おいわけ 追分け 2545
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旦開 おいわんだいら？ 追椀平 3605

和合 おうぎだいら 扇平 2220

大下条 小野 おうぎだいら 扇平 1867，　1877

大下条 大那木 おうぎだいら 扇平 3778～3779

大下条 小野 おうぎだいらとおり 扇平通リ 1854～1855

大下条 平久大窪 おうぎだいらみちうえ 扇平道上 74

大下条 平久大窪 おうぎだいらみちした 扇平道下 143

和合 日吉 おうひら をうひら 2943～2944

富草 浅野 おうみや 近江屋 6034～6038

富草 門原 おうやがいと おうや垣外 5102～5107

富草 門原 おうやがいと おうや開外 5112～5113

旦開 おおあらき 大荒木 275～285，291，292，294～296

旦開 おおあらき 大阿らき 292～293

大下条 平久大窪 おおいぐち 大井口 130，　227

大下条 和知野 おおいぐち 大井口
1662～1665，1667，1850～
1851

富草 鴨目 おおいけ 大池 7210～7212

大下条 井戸 おおいした 大井下 1163

大下条 田上吉 おおいしばた 大石畑 966

富草 大島 おおいど 大井戸 491

大下条 和知野 おおいり 大入 2233

大下条 井戸 おおいりやま 大入山 1171～1174

和合 おおいわ 大岩 1968

富草 粟野 おおいわした 大岩下 2295～2296

大下条 平久大窪 おおいわした 大岩下 1349～1350

和合 日吉 おおいわぼら 大岩洞 2934～2935

大下条 平久大窪 おおかいと 大開土
542，544，558，609，716～723，725～

727

富草 粟野 おおがいと 大垣外
2640，2645～2649，2651～
2654

大下条 川田 おおがいと 大垣外 1927～1930

大下条 御供 おおがいと 大開土 1988～1989，1991～1998

旦開 おおがいと 大開土 2721～2729

富草 門原 おおがいと 大開外 5354，　5359,5361～5363

富草 鴨目 おおがいと 大垣外 6693～6697，6822

大下条 大森平石 おおがえと 大ガヘト 3134

富草 雲雀沢 おおかど 大門
1260，1264，1269～1291，1294
～1308，1311～1312

大下条 田上吉 おおがや 大ガヤ 801～804，808～814

旦開 おおかわじり 大川尻
3498～3506，3508～3510，
3525～3534

和合 おおきり 大切 122，152，226，660，　1719

大下条 小野 おおきれ 大切 1814～1815，1821～1822
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大下条 平久大窪 おおくぼ オヽクボ
1216～1226，1233～1240，｣1257～

1264，1269，1271，1278～1282，1298

～1305

和合 日吉 おおくぼ 大久保 2384～2385

大下条 中谷 おおくぼ 大久保 2654～2655，2710～2711

大下条 大那木 おおくぼ 大久保 3437～3445

旦開 おおくぼ 大久保 3614～3618

和合 おおくぼ 大久保
442～445，626～630，1004～1005，

714，717，1425～1428，1568，1747～

1748，2384～2385

和合 おおくぼ 大久保

和合 おおくぼ 大久保

和合 日吉 おおくぼ 大久保

和合 日吉 おおくぼ 大久保

大下条 和知野 おおくぼぐち 大久保口 2234～2236

大下条 中谷 おおくぼさわ 大久保沢 2424

大下条 平久大窪 おおくぼさわ 大クボ沢 1285，1317～1321

大下条 井戸 おおくぼだいら 大久保平 1168，1176～1177

大下条 平久大窪 おおくぼみちうえ オヽクボ道上 1265～1266

大下条 千木 おおくぼやま 大久保山 6

大下条 大那木 おおごや 大ゴヤ 3601～3636

富草 大島 おおさば 大サバ 325～328

富草 古城 おおさわ 大沢 2249～2250

富草 粟野 おおさわ 大澤 2349

和合 おおさわ 大沢 332～333，412

富草 粟野 おおさわいり 大澤入 4350

和合 おおさわいり 大沢入 387

和合 おおさわしみず 大沢清水 413

和合 おおさわほら 大沢洞 388

和合 日吉 おおしま 大嶋 1225～1228，1231

和合 日吉 おおしも 大下 2654，2655，2687～2692

和合 おおじろ 大城 1014

富草 下梅田 おおしろだ 大城田 8355～8363

和合 おおずき ヲホヅキ 120～121

富草 門原 おおすみなまる 大すみなまる 5515～5516，5688～5689

大下条 深見 おおせき 大セキ 1256

大下条 深見 おおせき ヲヽセキ 1262～1265，1311～1318

和合 帯川 おおせと 大せと 1675～1674

大下条 千木 おおせまち 大セ町 75～76

富草 下梅田 おおせまち 大セマチ 8675～8682

和合 おおぜり 大ゼリ 697

大下条 小中尾 おおそうれ 大ソウレ 328

和合 日吉 おおそれ 大それ 1235～1238，1244

和合 日吉 おおぞれ 大ぞれ 1221～1223，1239～1245
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和合 日吉 おおぞれ 大ゾレ 1228～1229

富草 大島 おおた 大田 527～528

富草 門原 おおた 大田 5357

富草 鴨目 おおた 大田 6823～6824，7010

大下条 川田 おおだいら 大平 104～105

富草 新木田 おおだいら 大平 8961～8962

和合 おおだいら 大平

和合 日吉 おおだいら 大平

和合 日吉 おおだいら 大平

和合 おおだいら？ 大平
414～418，627，1376～1377，2402～

2403，1655

富草 大平 おおだいらつじ 大平辻 1116

和合 おおたき 大滝 976

和合 日吉 おおたきうえ 大滝き上 1191

和合 おおたきのよこ 大滝の横 1985

大下条 和知野 おおたした 大田下 2282

富草 大島 おおたやま 大田山 226～227

大下条 早稲田 おおたわき 太田ワキ 2388

旦開 おおつ 大津 3730

和合 おおつ 大津
2211～2216，2218，2316～
2319

和合 おおつが 大栂 406，　622

和合 おおつが 大栂

和合 おおつがの 大ツカノ 19

和合 おおつき 大月
134～139，142～150，154，170，176

～181，183～181

和合 おおつきさわ 大月沢 172

和合 おおつきさわいり 大月沢入 197

和合 おおつきさわにし 大月沢西 173

和合 おおつきさわひがし 大月沢東 206

和合 おおつきひがし 大月東 205

和合 おおつきむかい 大月向 1040

和合 おおつしり 大津尻 2194～2195

富草 鴨目 おおつつみ 大堤 6907～6908

大下条 千木 おおつぼ 大ツボ 105～106，108～110

大下条 平久大窪 おおつぼ 大坪 949，957～958，

大下条 平久大窪 おおつぼさわひら 大坪沢ヒラ 959

富草 古城 おおつめ 大爪 2157～2158

富草 古城 おおて 大手
2088～2089，2128，2130～2133，2137

～2139

大下条 大森平石 おおとうげ 大峠 3030～3033

富草 鴨目 おおとうげ 大峠 6957～6959，6965～6966

和合 おおどち 大ドチ 200

和合 日吉 おおとちぼら 大杤洞 1450，1456，　1466

大下条 平久大窪 おおとや オヽトヤ 1187～1189
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大下条 大那木 おおなぎさわ 大那木沢 3695

大下条 小中尾 おおなぎつくり 大ナギ作リ 149～152，157～160

大下条 小中尾 おおなぎつくり 大那木作リ 153～156

大下条 大那木 おおなぎばやし 大那木林 3177～3184

大下条 千木 おおなわしろ 大ナワシロ 53～54

富草 古城 おおにわ 大にわ 1982～1983

富草 古城 おおにわ 大庭 1992～2003

富草 浅野 おおぬたば 大ぬたば 6510～6515

旦開 おおぬま 大沼
858～865，912～915，1004～
1008，1005～1011

和合 日吉 おおのた 大ノタ 2309～2311

富草 粟野 おおば 大庭 2702～2707，2759～2767

富草 大島 おおはた 大畑 269～270

富草 大平 おおはた 大畑 905

大下条 深見 おおはた 大畑 312

富草 鴨目 おおはた 大畑 6624～6625

大下条 深見 おおばた 大畑 559

大下条 川田 おおばた 大畑 1711

大下条 大那木 おおばた 大畑 3358

富草 浅野 おおばた 大畑 6084

富草 粟野 おおばど 大ばど 4376～4395

富草 大平 おおばやし 大林？ 843

和合 おおばやし 大林 793

大下条 田上吉 おおばやし 大林 999

大下条 川田 おおばやし 大林 1647，1712～1720，1722

大下条 大森平石 おおばやし 大林
2776～2777，2779，2854～
2857

大下条 大森平石 おおばやしした 大林下 2772～2775

富草 鴨目 おおはら 大原
7012，7014～7016，7025～
7059

富草 新木田 おおはら 大原 8937～8947

富草 新木田 おおはらとうげ 大原峠 8936

富草 鴨目 おおはらとうげ 大原峠 7060～7064

富草 鴨目 おおひうしろ？ 大日後 6691

富草 大島 おおひかげ 大日影 445～447

富草 大島 おおひかげ 大日かげ 449

富草 雲雀沢 おおひなた 大日向 1682～1689

富草 雲雀沢 おおひら 大ひら 1839～1840

富草 鷲巣 おおひら 大平 4876

大下条 田上吉 おおひら 大平 933～946

和合 日吉 おおびら 大びら 2401

和合 日吉 おおびら 大ビラ 2398～2399，2400

富草 古城 おおひらつじ？ 大平辻 1889～1891

大下条 平久大窪 おおびらひら 大ビラ平 242～245
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大下条 田上吉 おおびらべんとうやま 大平弁當山 1002

富草 雲雀沢 おおひらやま？ 大平山 1662～1665

富草 門原 おおひらやま？ 大平山 4984

富草 梅田 おおひらやま？ 大平山 7749～7752

富草 梅田 おおひらやまおおざかい大平山大境 7801

和合 おおぶな ヲホブナ 11

大下条 小野 おおぼたした 大ボタ下 1813

旦開 おおほら 大洞 185～190

大下条 深見 おおぼら ヲヽボラ 1551

和合 日吉 おおぼら 大洞 2314

富草 新木田 おおぼら 大洞 9040

大下条 小野 おおぼら 大洞 1652，　1660

富草 古城 おおほらぐち 大洞口 2061～2062

富草 古城 おおほらぐちかわにし 大洞口川西 2063～2064

和合 おおまつ 大松 1024

和合 日吉 おおまつやま 大松山 1590～1592

富草 門原 おおまわり 大廻り 5757

富草 門原 おおまわりした 大廻り下 5778

大下条 田上吉 おおみず 大水 883～892

大下条 小野 おおみちうえ 大道上 1746～1752

大下条 田上吉 おおみちうえした 大道上下 662

大下条 小野 おおみちした 大道下 1663

富草 門原 おおみちした 大道下 5842～5846

旦開 おおみなみ 大南 777～783

和合 おおみなみさわ 大南沢 1043，　1047，1107

和合 おおみねおうわだ 大峰ヲウワダ 92

旦開 おおももだ 大桃田 2742～2747

富草 大島 おおや 大屋 520

富草 恩沢 おおや 大屋 741

富草 大平 おおや 大屋 898

富草 大島 おおやま 大山 407～419

富草 大島 おおやま 大山 690～691

富草 下梅田 おおやま 大山 8452～8459，8491

富草 鴨目 おかいわ 岡岩 6534～6556

富草 鴨目 おかいわ 岡岩 7594～7597

富草 鴨目 おかいわみちうえ 岡岩道上 7600～7602

富草 鴨目 おかいわみちした 岡岩道下 7598～7599

大下条 田上吉 おかうえもんだ 岡右エ門田 623

和合 おかだ 岡田 2105

旦開 おかたのまえ 御方之前 810

旦開 おかたのまえ 御方ノまへ 804～809

富草 粟野 おかや？ 男栢？ 2516～2517

和合 おがわ 小川 2190～2193，2228
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富草 雲雀沢 おき ヲキ 1525～1530，1549～1554

和合 日吉 おきのくら をきのくら 1294～1295，1298，1300，1302

旦開 おきのなが？ 沖ノ長 3413～3444

大下条 川田 おきよばた オキヨ畑 1696

旦開 おく ヲク 1406

旦開 おく おく 1420

旦開 おく 奥
1405，1407～1410，1416～
1419

旦開 おくがいと 奥開土 2709～2718

富草 粟野 おくのさわ 奥ノ澤 4073～4086

和合 帯川 おぐら をくら 1720

大下条 平久大窪 おぐらもち オグラモチ 27～32，34～45

富草 大島 おくりばた をくり畑 505，509～510

富草 鴨目 おくわた お鍬田 7517～7518

富草 大島 おくわばた ヲ久ワハタ 458

富草 大島 おくわばた 御鍬畑 516～517

富草 下梅田 おさだ 長田 8546～8550

旦開 おしきや をしきや 2002

富草 鴨目 おしなぎ ヲシナギ 7539

和合 日吉 おしのた 押ノ田 1497～1511，1515

大下条 小野 おしば オシバ 1561～1562

和合 おしば ヲシバ

和合 帯川 おしばのくぼ をしばの久保 1709～1711

和合 おそくさ ヲソクサ 712

和合 おそくさ をそくさ 710～711

富草 古城 おたけばやし お竹林 2165～2168

富草 鴨目 おたてやま？ おたて山？ 7603

富草 雲雀沢 おち ヲチ 14,401,444

富草 古城 おち おち 2146

大下条 井戸 おち ヲチ 1216

大下条 深見 おち ヲチ 1461～1467

富草 門原 おち おち 5108～5111

富草 門原 おち おち 5282～5283

大下条 千木 おち ヲチ 55～56

大下条 小野 おちあい 落合 1860，　1862

富草 新木田 おちだ ヲチ田 9160～9163

大下条 川田 おちつば ヲチツバ 1969

旦開 おどうのまえ 御堂ノ前 822～826

大下条 平久大窪 おとじう オトジウ 1348

大下条 平久大窪 おどな オドナ 1338，1340～1341

大下条 田上吉 おどもだ ヲドモ田 471～480，490～492，862

大下条 田上吉 おどもだ オドモダ 859～860

大下条 和知野 おなし ヲナシ 1493
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旦開 おにづくり 鬼作リ 958，960～961

大下条 中谷 おにど 鬼渡 2654

大下条 大森平石 おにど オニド 2812～2813

大下条 大那木 おね 大袮 3757～3773

大下条 平久大窪 おのくぼ オノクボ
1288～1297，1306～1311，1313～

1314，1360

富草 鴨目 おのくぼ 尾ノ久保 7531～7534

大下条 田上吉 おのくぼ オノクボ 792～798

富草 鴨目 おのくぼみちうえ 尾ノ久保道上 7537～7538

富草 粟野 おはぎはら？ 小萩原 2440～2459

大下条 平久大窪 おばた オバタ 318～322

大下条 平久大窪 おばたほったした オバタ発田下 317

大下条 和知野 おばやしうえ 御林上 2210～2211

大下条 和知野 おばやしした ヲ林下 2208

和合 おびかわのむかい 帯川の向 1838

大下条 小中尾 おふう ヲフウ 146

大下条 大那木 おぼけまつ オボケ松 3205～3207

旦開 おまた 尾又 2476～2478

旦開 おまた 尾又 2677～2689

大下条 小野 おもて 表 1839

大下条 和知野 おもてうえ 表上 1753～1754

大下条 小野 おもらもち オモラモチ
1526，1530～1532，1596～
1597

富草 鴨目 おもろざか おもろ坂 7358～7377

富草 浅野 おやがいと 親垣外
6420～6421，6428～6432，6439～

6440

大下条 深見 おやだ ヲヤダ
1553，1555～1557，1591，1596，

1598，1600，1638～1644

大下条 深見 おやたばら ヲヤタバラ 661

富草 大島 およせ およせ 526

富草 古城 おりつき おり付 2004

富草 鴨目 おりつき 折付 7519～7523

富草 鴨目 おりつきしんでん 折付新田 7524～7530

大下条 田上吉 おりべえつくり 折兵エ作リ 997

大下条 平久大窪 おろう オロウ
1424～1455，1463～1465，
1473

大下条 平久大窪 おろうとうげ オロウ峠 1423

大下条 平久大窪 おろうのひら オロウノ平 1458

大下条 平久大窪 おろうのむかい オロウノ向 1361～1362，1422

大下条 平久大窪 おろうみちうえ オロウ道上 1420～1421

大下条 平久大窪 おろうみちした オロウ道下 1419

富草 古城 おろさか ヲロ坂 1959，1965～1967

富草 大平 おろさわひかげ をろ澤日影 1009

富草 大平 おろさわひなた ヲロ澤日向 1072～1073

富草 鴨目 おんいえ 御家 6809
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富草 鴨目 おんいえがいと 御家垣外 6811～6812

大下条 田上吉 おんくらまわり ヲンクラマハリ 640

富草 浅野 おんだし おんだし 6118

大下条 小野 おんだし オンダシ 1819～1820

富草 鴨目 おんまえ 御前 6698

大下条 川田 おんまえ？ 御前 1627

富草 粟野 かいがんじ 開願寺　 2799～2805

富草 粟野 かいがんじ 開巌寺 2812～2813

富草 粟野 かいがんじ 開眼地 2819～2851

大下条 深見 かいくぼ カイクボ
1126～1129，1134～1138，1141～

1142，1145

大下条 深見 かいくぼ カイクボ 958～977

大下条 深見 かいくぼ カイクホ 992～1025

大下条 深見 かいくぼさわ カイクボ沢
1125，1130～1133，1139～1140，1143

～1144，1149～1151

富草 恩沢 かいと 垣外 725～729，775

富草 大平 かいと 垣外 886，902～904，907～914

富草 古城 かいと かいと 2129

富草 門原 かいと 垣外 5087

大下条 和知野 かいと カイト 1873,　1887

大下条 和知野 かいと カイト 2108～2109,2114～2116

富草 門原 かいと かいと 5878～5881

大下条 田上吉 かいと カイト 598～599

富草 梅田 かいと 垣外 7977～7979

富草 下梅田 かいと 垣外
8230～8232，8236～8241，
8374

富草 下梅田 かいと 垣外
8614～8616，8627～8628，8660～

8662，8666～8670，8691～8709，8755

～8764，8790～8791，8811～8814

富草 新木田 かいと 垣外 9105～9121

富草 梅田 かいと？ 開途？ 7647

大下条 小中尾 かいとうえ カイト上 359

富草 下梅田 かいとうえ 垣外上 8377～8378

大下条 井戸 かいどうした 街道下 1079～1080

大下条 小野 かいどうした 街道下 1667～1670，1944

大下条 早稲田 かいどうした 街道下 2562～2563

大下条 小中尾 かいとうばた カイトウバタ 120，　125

富草 下梅田 かいとした 垣外下 8243～8246

富草 門原 かいとじり かいとじり 5261～5263

大下条 田上吉 かいとた カイト田 651，　657

大下条 大那木 かいとだ 垣外田 3687

富草 下梅田 かいとみちした 垣外道下 8233～8234

富草 下梅田 かいとみちした 垣外道下 8381～8382

富草 下梅田 かいとみちした 垣外道下 8671～8674

和合 かいのり カイノリ 2037
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大下条 平久大窪 かいろくば カイロクバ 916

大下条 大那木 かかさやしき カカサヤシキ 3702

大下条 大那木 かかさやしき？ 母屋敷 3700

旦開 かきかいど 可き開土 714

旦開 かきかいど かき開土 716

旦開 かきかいど カキ開土 715,717

大下条 大那木 かきがくぼ 柿ヶ久保 3258

和合 日吉 かきがひら かきが平

大下条 川田 かきだいら 柿平 1303～1358，1405～1406

大下条 和知野 かきだいら 柿平 2312～2323

和合 日吉 かきのきたいら カキノキタイラ 2441

和合 日吉 かきのきたいら 柿木平 2442～2443

富草 大島 かきのきだいら 柿木平 434

和合 日吉 かきのきだいら カキノキダイラ 2444

和合 日吉 かきのきだいら 柿ノ木平 2593

富草 梅田 かきのたいら 柿ノ平
8066～8067，8072～8078，
8093

大下条 和知野 かきのたいらみちうえ 柿ノ平道上 2307～2308

大下条 平久大窪 かきのたわ カキノタワ 732～736，1483～1486，1494～1501

大下条 平久大窪 かきのたわとうげ カキノタハ峠 719～724，729～731，738

富草 鴨目 かきのば 柿場 6988～6991，7285～7286

大下条 田上吉 かきはた 柿畑 994～995

和合 帯川 かきばた 柿畑 1660～1669

大下条 大那木 かきほら 柿洞 3712～3713

富草 新木田 かくばた 角畑 8920～8922

大下条 深見 かくぼ カクボ 352

和合 がくんとう がくんとう 1910

和合 がくんどろ がくんどろ？ 1905，1909，1911～1912

富草 大島 かけた 可希田 14

大下条 和知野 かごば カゴバ 2275～2277

富草 古城 かざこし 風越 2193，2211～2213

富草 新木田 かざこし 風こし（志）
9660～9665，9720～9722，9732～

9735

和合 帯川 かさまつ かさ松 1796

旦開 かざよけばやし 風除林 26～28，30

大下条 小野 かしおさわ カシヲ沢 1657

富草 粟野 かじがいと 梶垣外 3034～3036

富草 鴨目 かじがいと カジ垣外 7145～7146

富草 恩沢 かしざか かし坂 720

大下条 深見 かじざか カジザカ 617～618

大下条 小野 かじし カヂシ 1247～1249

大下条 平久大窪 かじし カジシ 5～25，33，620，622～658，663～671

大下条 平久大窪 かじしたわ カジシタワ 616～618

富草 粟野 かしのくぼ かしの久保 4372～4374，4396～4400
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大下条 川田 かじばた カジバタ 990～993，999～1011

大下条 平久大窪 かしほさわうえ カシホ沢上 246～250

富草 粟野 かじほら 鍛冶洞 2865～2866

富草 新木田 かしや カシヤ 9184～9187

大下条 早稲田 かじや カジヤ 2443

大下条 大森平石 かじや カジヤ 2703

富草 門原 かじや 鍛冶屋 5452

大下条 中谷 かじや 梶屋 2657～2664

富草 大平 かじやしま 鍛冶屋島 838～839

富草 粟野 かじやそと 梶屋外 3728，3730～3766

富草 雲雀沢 かじやだ 鍛冶屋田 1430

富草 粟野 かじやど カジヤド 3686～3697，3706～3709

富草 粟野 かじやどう 鍛冶屋堂 2573～2576

富草 粟野 かじやどう カジヤドウ 4307～4308

和合 かしやばた かしや畑 734，737～738

和合 かじやばた かじや畑 1088～1093

大下条 深見 かじやばた カジヤ畑
726～729，737～743、784～
786

和合 かじやはたいり かじや畑入 1100

富草 古城 かしらがばやし かしらが林 1962

富草 粟野 かしらなし 頭ナシ 2871～2895

富草 大島 かしわお 柏尾 １０２，１３１～１３２，１３５～１４１

富草 大島 かしわおいのした 柏尾井ノ下 143～146

富草 大島 かしわおおおた 柏尾大田 130,142

富草 大島 かしわおおおたした 柏尾大田シタ 150～152

富草 大島 かしわおした 柏尾下 123～124

大下条 平久大窪 かしわかいと 柏開土 464～465，525

大下条 川田 かしわはば 柏巾 1078～1095，1098～1110

富草 新木田 かしわばら 柏原
9568～9573，9577～9591，9633～

9641

大下条 大那木 かしわや 柏屋 3813

大下条 早稲田 かしわや カシワヤ 2599～2600

和合 かぞあら かぞあら 1946～1967

大下条 平久大窪 かぞくぼ カゾクボ 710～712，739～753，755

大下条 大那木 かぞばた 楮畑 3387～3388

富草 大平 かちぼら カチ洞 1068～1069

富草 古城 かちぼら かち洞 1968，1971～1972，1986，1989～1991

富草 粟野 かつき かつき 3906～3924，3926～3953

富草 粟野 かつき カツキ 4013～4072

富草 粟野 かつき カツキ 4092～4094，4148～4164

旦開 かっくいやすんど カックイ休土 2472～2475

和合 日吉 かつらんさわ カツランサワ 2873～2874？

和合 日吉 かどいしあら 角石阿ら 1178～1181，1186

和合 かどいしぼら 角石洞 876～877
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大下条 早稲田 かどがいと カドガイト 2613～2630

大下条 平久大窪 かどさわ カド沢 388～392

富草 鴨目 かどた 門田 6810

大下条 井戸 かどた 角田 1063，1064ﾛ～1065

大下条 井戸 かどばた カドバタ 1052～1055

大下条 早稲田 かどばた カド畑 1950～1952，1954

富草 大島 かどまいだ 門前田 522

和合 日吉 かないし 金石 1172

富草 浅野 かなざわ 金沢 6475

和合 日吉 かなや 金屋 2928

和合 日吉 かなや カナヤ
2875～2876，2882～2883，2885～

2889，2894～2895，2898～2913，2916

～2924

和合 日吉 かなや かなや
2877，2879～2881，2870～2872，2896

～2897，2929～2931

富草 古城 かなやま 金山 2111～2113，2116～2125

大下条 深見 かなやま 金山 783

大下条 深見 かなやま カナヤマ 734～736

大下条 大那木 かにがくぼ 蟹ヶ窪 3697，3699，3701，3703～3707

富草 鴨目 かにた 蟹田 7263～7264

富草 下梅田 かにだ かに田 8360

富草 鴨目 かにのくち 蟹ノ口 6689～6690

富草 雲雀沢 かにはら かに原 1701～1712

富草 雲雀沢 かにはら かに原 1701～1712

富草 古城 かにはら かに原 2081

富草 粟野 かにはら 蟹原
2639，2641～2644，2660～2688，

2734～2737，2744～2758

富草 粟野 かにはら かに原 3061～3065，3072～3095

旦開 かねいだ 鐘鋳田 1092～1093，1096～1097

旦開 かねいだ カネイ田 1094～1095，1098

旦開 かねいば 鐘鋳場
2465～2471，2494～2496，
2499～2505

和合 かのしま カノシマ 198

大下条 小野 かのしま カノシマ
1648～1649，1651～1654，
1828

大下条 和知野 かのしま カノシマ 1793～1794

大下条 平久大窪 かのしま かのしま 903～910

和合 日吉 かぶら かぶら 1254

富草 下梅田 がほりだ 我堀田 8557～8559

富草 浅野 がまだ がまだ 6464

富草 浅野 がまだ 蒲田 6479～6490

和合 かまのうえのひかげ
かまの上のひか

げ
1063

大下条 御供 かまのま 釜ノ間 2159

富草 雲雀沢 かみ 上 1414～1419

富草 古城 かみ 賀美 2144
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富草 門原 かみ かみ 5188

富草 鷲巣 かみ かみ 4670　4672

富草 下梅田 かみあたご 上愛宕 8247～8248

大下条 大那木 かみいけだ 上池田 3664，3685～3686

大下条 田上吉 かみいりはた 神入（人）畑？ 839

和合 かみうそざわ 上うそ沢 1027

大下条 川田 かみうまみち 上馬道 119

富草 大島 かみおおさわ 上大澤 579～588

富草 古城 かみおおさわ 上大澤 1869～1870

大下条 平久大窪 かみおくりば 神送り場 1351

大下条 小野 かみおくりば 神送リ場 1262～1263，1514，1793

大下条 大那木 かみかいと 上開土 3891～3896

大下条 田上吉 かみかいと 上開土
493～494，572～573，577～581，

584，586～587，590～592，600～

602，858

大下条 田上吉 かみかいと カミカイト 576，　583，585

富草 大平 かみがいと 上垣外 892

富草 雲雀沢 かみがいと 上垣外 1409～1412，1426～1428

富草 鴨目 かみがいと 上垣外 7178

大下条 和知野 かみがいと 上ガイト 1722～1728

富草 鴨目 かみがいと 上垣外 6835～6839

旦開 かみがいと 上開土 688，693～694

富草 鴨目 かみがいと 上垣外 6890～6893

大下条 川田 かみがいと 上垣外 810～815

富草 新木田 かみがいと 上垣外 9240～9242

富草 新木田 かみがいと 上垣外 9381～9382

和合 かみがいとうえだのした上垣外上田ノ下

大下条 大森平石 かみくりた 上栗田 3039～3045，3056～3057

富草 鴨目 かみくれぬま 上暮沼 7313～7325，7335～7339

富草 鴨目 かみくれぬまごろうぶん上暮沼五郎分 7326～7327

和合 帯川 かみくろだ 上黒田 1769～1770

大下条 和知野 かみげんの 上源ノ
2237,2239～2240,2243,2246～

2247,2260～2262

大下条 和知野 かみげんのくちのた 上源ノ口ノ田 2238,　2241

和合 日吉 かみこばた 上小畑 1333

富草 梅田 かみざえもんばた 上左ヱ門畑 8009

富草 大平 かみさわ 上澤 856～862

大下条 田上吉 かみじんで 上ジンデ 612～613

和合 かみたきがわ？ 上滝川 2046～2047，2049

富草 下梅田 かみたきのもと 上タキノ本 8469

富草 鴨目 かみたや 上田屋 7638～7639

大下条 平久大窪 かみてろう 上テロウ 943～948

大下条 中谷 かみなかや 上中谷 2505，2528～2532

大下条 中谷 かみなかや 上中ヤ 2534～2543，2551～2552
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和合 かみねびき 上ネビキ 2279，2281～2283，2288～2293，2295

和合 かみねびき 上袮ビキ 2280，　2284

和合 かみねびき 上ねびき 2285～2287，2296

富草 大島 かみのいり 上ノ入 435～437

富草 梅田 かみのかいと 上ノ垣外
7993～7997，8044～8045，
8087

富草 大島 かみのたいらうしろ 上平後 480～482

大下条 大那木 かみのはた 神畑 3690～3694

大下条 大那木 かみばやし 上林 3865

大下条 大森平石 かみひらいし 上平石 3005～3024，3027～3028

富草 大島 かみふたつだ 上二ツ田 546～547

大下条 川田 かみまえだ 上前田 1680～1683

富草 新木田 かみまつばら 上松原 8901～8910

富草 雲雀沢 かみまるやま 上丸山 1482～1492

富草 大平 かみまわりば 上廻リ場 872～879

大下条 大那木 かみや 紙屋 3815

和合 かみや 紙屋 453～459

富草 鴨目 かみや 紙屋 7623～7624

大下条 千木 かみやしき 上屋敷 38～40

大下条 大那木 かみやとうげ 紙屋峠 3833

和合 かみやの 紙屋の 430，433，436～439，448～449

和合 日吉 かみやはた 紙屋畑 1553

和合 かみよこて 上横手 360

大下条 大森平石 かみよこて 上横手 3107

富草 新木田 かみろっぴゃくめ 上六百目 9149～9150

和合 かみわごう 上和合
915，919，923～930，933，937～

940，944，946，948～954，956

大下条 和知野 かみわちの 上ワチノ
1668～1690，1701～1704，1721，1733

～1748

大下条 和知野 かみわちのさわばた 上ワチノ沢バタ 1599～1604，1616～1625

大下条 平久大窪 かめうげ カメウゲ 448～453

富草 鴨目 かめがはら 亀ヶ原 7481～7493

和合 かめざわ 亀沢 10

和合 かめざわやま 亀沢山 6

大下条 大森平石 かめや かめや 3164

旦開 かもじ かもじ 3056

旦開 かもじ？ 鴨地
2999，3021～3055，3057～
3068

大下条 田上吉 かもめやま カモメ山 754～755

富草 門原 かやかきひら かやかきひら 5490～5504

富草 門原 かやかきひら かやかき平 5506～5511，5514，5521，5524～5527

富草 門原 かやかきひらみちした かやかき平道下5528

富草 恩沢 かやのきした 栢ノ木下 704

富草 新木田 かやのきのもと 栢木の元 9354～9358
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和合 日吉 かやんば？ やかんば？ 2435

富草 鴨目 から（ぞ）からばた から（ぞ）から畑 6913

大下条 中谷 からさわ カラサワ
2310～2318，2320～2373，2375～

2377，2379～2381，2561～2566

大下条 深見 からさわ カラサワ 439～442

富草 下梅田 からさわ 唐沢 8118～8122，8192～8204

富草 下梅田 からさわ カラサハ 8215～8218

富草 新木田 からさわ カラサハ 8884～8895

富草 新木田 からさわ カラ沢 8948～8960

旦開 からまつ から松 1157～1158，1168

旦開 からまつ 唐松 1158，1163～1164

大下条 和知野 がらんだ ガラン田 1895～1896

大下条 和知野 がらんやしき ガラン屋敷 1897～1899

富草 門原 かりづか 狩塚？ 5003～5005

富草 鴨目 かりつくり 苅作リ 6667

富草 鴨目 かりまた 苅又 6632

富草 鴨目 かりまた カリ又 6620～6623

富草 新木田 かるおけだ カルヲケ田 9000～9005

富草 大島 かわくぼ 川久保 1～2

大下条 深見 かわくぼ カワクボ 339～343，347～351

大下条 深見 かわくぼ カワクボ 400～406

富草 大島 かわくぼしものきり 川久保下ノ切 3～5

和合 日吉 かわごし かわごし 1587

旦開 かわじり 川尻
3495～3497，3507，3535～
3570

旦開 かわじり 川尻
985～986，991～994，997～
1004

大下条 川田 かわたさわ 川田沢 1646

大下条 川田 かわたざわ 川田沢
1096～1097，1139，1179～
1189，1193～1195，1569ﾛﾊ2

大下条 川田 かわてやま 川手山 84

富草 粟野 かわばた 川はた 2293

大下条 和知野 かわばた 川バタ 1963

大下条 川田 かわばた 川端 1923～1925，1942～1944

富草 浅野 かわばた 川ばた 6204～6214

富草 浅野 かわばた 川端 6328～6331

大下条 和知野 かわはらだ 川ハラダ 1978～1980

旦開 かわはらだ 川原田 2458～2464，2497～2498

大下条 和知野 かわはらはた カワハラハタ 2196

富草 鷲巣 かわまま 川まヽ 4900～4902

大下条 川田 かわまま 川マヽ 970，994～998，1035～1036

旦開 かわむかい 川向 3179～3191

大下条 小野 かわむこう 川向 1310～1311

富草 鷲巣 かわむこう 川向 4878～4880
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富草 門原 かわむこう 川向 6020～6028

富草 古城 かわら 川原 2058，2079～2080

富草 古城 かわら 川原 2252～2254

富草 門原 かわら 河原 5453

大下条 小野 かわら 川原 1323～1325

和合 かわら 川原 158～159

大下条 川田 かわら 川原
1752～1759，1769～1774，
1926

和合 かわら 川原
1828，　1947，1950，2781，
2784

富草 門原 かわら か王ら
5722～5724，5726～5731，
5751

富草 門原 かわら か王ら 6000～6003

富草 浅野 かわら 川原 6066～6067，6179～6184

和合 日吉 かわら 川原

大下条 小中尾 かわらだ カハラタ 233

大下条 川田 かわらだ 川原田 1776

大下条 井戸 かわらだ 川原田 1224～1228

大下条 小野 かわらだ 川原田 1812，1890～1893

大下条 早稲田 かわらだ 川原田 2557～2558

富草 門原 かわらだ 川原田 5552～5553

富草 門原 かわらだ 河原田 5554～5560

富草 浅野 かわらだ 川原田 6119～6120

大下条 千木 かわらだ 川原田 68～69

旦開 かわらばた 川原ばた 850

大下条 小野 かわらばた 川原畑 1841

大下条 和知野 かわらばた 川原畑 2187～2190

旦開 かわらばた 川原畑 850～851

大下条 深見 かんおんした 観音下 1374～1375

大下条 深見 かんおんほら 観音洞 1616～1628，1631，1632

大下条 小野 かんた カンタ 1291～1296

大下条 千木 かんだ カン田 102～104，107

大下条 小野 かんだ カン田 1288～1289

富草 雲雀沢 かんのんまわり 観音廻リ 1380～1381

和合 日吉 かんばうつ かんばうつ 2447

富草 下梅田 かんばだやま カンバダ山 8298～8300

大下条 大森平石 かんばのいり カンバの入
2810～2811，2814～2818，2823～

2846

大下条 田上吉 かんばのもと カンバノモト 668，683～685

大下条 大那木 かんびた カンビ田 3570～3571

大下条 深見 かんべえた 勘兵衛田 246～251

和合 かんめざか カンメザカ 4

富草 大島 きあらし 木阿らし 61

富草 大島 きあらし 木あらし 175
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大下条 小野 きあらし 木アラシ 1260～1261

大下条 川田 きあらしざわ 木荒沢 1961～1964

和合 日吉 ぎおんさわ ぎをん沢 1552

和合 日吉 ぎおんさわ ぎをん沢 1530～1534

和合 ききょうね 桔梗根 2206～2208

大下条 小野 きこだし キコダシ 1859，　1890，1883

富草 新木田 きざえもんだ 㐂佐ヱ門畑 8871～8875

和合 きじややしき きじや屋敷 1032

旦開 きしろうづくり 喜四郎作 2054～2064

富草 粟野 きぞうだ 喜蔵田 2968～2972

和合 きそはた キソハタ 136，　167，638，674，678

和合 きそばた 木曽畑
635，643～646，662～666，668，

673

大下条 小中尾 きそやしき キソヤシキ 377，388，390～393

富草 雲雀沢 きた 北 1600

大下条 中谷 きた 北 2473～2486

旦開 きたいかいど 北開土 409,418～419,421,423

大下条 和知野 きたかいと 北カイト 2117～2122,2124～2126

大下条 大那木 きたがいと 北垣外 3806

富草 門原 きたがいと 北垣外 5085～5086

大下条 深見 きたがいと キタガイト 554～555

旦開 きただ 北田 1020～1022

旦開 きただ 北田 581～611

富草 大島 きたながみち 北長道 529

富草 門原 きたのかけ？ 北ノ欠 5122

大下条 御供 きたのくぼ 北ノ久保 2160

大下条 中谷 きたのくぼ キタノクボ 2512～2519

富草 大島 きたのさわ 北之澤 622～623

富草 雲雀沢 きたのさわ 北ノ澤 1606～1609ｲ

富草 雲雀沢 きたのさわどおり 北ノ沢通 1609ﾛﾊ

富草 鴨目 きだはし きだはし 6747

富草 雲雀沢 きたばた 北畑 1586～1580

和合 帯川 きたばた 北畑 1714

富草 門原 きたばやし 北林 6004～6009，6012

富草 浅野 きっかわ 吉川 6365

大下条 川田 きつけば 木附場 111～113

富草 大平 きつねづか 狐塚 1016～1017

和合 きつねづか きつねづか 783

富草 鷲巣 きつねづか きつねづか 4792

大下条 小野 きつねづか 狐塚 1552～1553，1577～1580

大下条 深見 きつねづか キツ子ヅカ
303～310，313～315，344～
346

大下条 深見 きつねづか キツネヅカ 473～474
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富草 門原 きつねづか 狐塚 5008～5011

富草 梅田 きどぐち 木戸口 7936

大下条 川田 きどぐち 木戸口 1269～1270，1498

富草 梅田 きどぐち 木戸口 8012～8013

富草 下梅田 きどぐちみちうえ 木戸口道上 8437

富草 粟野 きのした 木ノ下 2999～3003

富草 梅田 きのした 木ノ下 8048

大下条 田上吉 きのした 木ノ下 582，　584？

大下条 大那木 きはだほら キハダホラ
3851，3854，3856～38654，3940～

3946

大下条 小野 きびしま キビシマ 1763

和合 日吉 きびしま キビ嶋 2388

和合 日吉 きびしま キビシマ 2386～2387

富草 鴨目 きひちいがいと 喜七居垣外 6724～6725

富草 鴨目 きひちがいと 喜七垣外 6726

和合 日吉 きびばた きびばた 2937

和合 きまたさわ きまた沢 2210

大下条 大那木 きみさき キミサキ
3922～3931，3936～3938，3947～

3957

富草 浅野 きみさき キミサキ 6155～6156

富草 新木田 きめん 木免 9025～9029

大下条 大森平石 きやら きやら 2734～2738

和合 ぎょうじゃうしろ 行者後 392

旦開 ぎょうじゃのみね 行者ノ峯 770

大下条 深見 きようすか キッヨウスカ 875～876

大下条 小野 きょうつか 京ツカ 1798

大下条 深見 きよすか キヨスカ 982～985

大下条 深見 きよつか キヨツカ 894

大下条 深見 きよづか キヨヅカ 869～893

大下条 小野 ぎょれん（ぎょうれい） ギョレン？ 1864

和合 帯川 きりがくぼ きりが久保 1670

大下条 平久大窪 きりがくぼ 桐ヶ久保 1403～1408

和合 きりがだいら きりが平 1881，　1878，1899

富草 恩沢 きりくぼ 桐久保 770～772

富草 梅田 きりやま 桐山 7901～7990，8088～8092

和合 日吉 きわだくぼ きわだ久保 １５４６～１５５１

富草 鴨目 きわりば 木割場 7557～7558

和合 きんごたし きんごたし 1909

旦開 きんごぼら 金吾洞 3298～3319

富草 新木田 きんすけ 金助 9081～9090

富草 新木田 きんすけやま 金助山 9065～9079

富草 下梅田 くうがだ クウガ田 8351～8354

和合 くさかりば 草刈場 977～981

大下条 平久大窪 くしきばた クシキ畑 1347
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富草 浅野 くしだ く志田 6117

和合 くしのきごや 櫛木小屋 621

富草 門原 くぞうばた 九蔵畑 5169

大下条 小中尾 くそずみさわ クソズミ沢 12～18，47～49

富草 門原 くそずみさわ くそずみ沢 5789～5797

和合 くだりさわしま 下リ沢島 85

和合 くだりさわど 下リ沢度 86

和合 くだりさわなかおひかげ下り沢中尾日影14

和合 くだりさわまたしたこや 下ﾘ沢マタシ小家 15

和合 日吉 くて くて 1605

和合 日吉 ぐて ぐて 1605

和合 くな くな 1827，　2102

富草 梅田 くなば クナバ 8049～8050

和合 くぼ くぼ 1940

富草 鷲巣 くぼ 久保 4690

富草 門原 くぼ 久保 5000

富草 新木田 くぼ 久保 9324

和合 日吉 くぼ 久保

富草 門原 くぼがいと 久保垣外 5068，5088～5090

大下条 大森平石 くぼぐち 久保口 3160～3163

富草 大平 くぼた 久保田 1043～1045

大下条 小野 くぼはた 久保畑 1451

富草 古城 くぼばた 久保畑 2217～2225，2232～2234

和合 日吉 くぼばた 久保畑 1495

大下条 小中尾 くぼばた クボバタ 122～123

大下条 深見 くぼばた 久保畑 1415～1402，1426～1430

大下条 早稲田 くぼばた 久保畑
2019～2023，2028～2031，2037～

2042，2044～2045

大下条 大森平石 くぼばた 久保畑 2975～2977

和合 くぼばた 久保
519，522，527～530，1586，
2108

富草 門原 くぼばた 久保畑 5650～5655

富草 鴨目 くぼはら 久保原 6910～6912

和合 日吉 くまくぼ くまくぼ 2315

和合 日吉 くまくぼ 熊久保 2440

和合 帯川 くまぞう 熊蔵 1657

富草 大平 くまぞり クマソリ 1003～1005、1010～1014

大下条 深見 くまのねば クマノ子バ 1648～1651，1748～1756

大下条 小野 ぐみがくぼ グミカクボ 1758

大下条 深見 ぐみのき グミノ木 1245～1247

富草 梅田 ぐみのき 菜茱ノ木 7715～7717

富草 梅田 ぐみのき グミノ木 7762～7763

大下条 小中尾 くみひら クミヒラ
370～373，378～385，394～
400
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大下条 大那木 くもい 雲井 3962～3965

大下条 小中尾 くもて クモテ 1～5

大下条 大那木 くもで 雲手 3958～3961

富草 鴨目 くもてさか 蜘手坂 6692

富草 鴨目 くもてみちうえ 蜘手道上 6682

富草 鴨目 くもてみちした 蜘手道下 6683～6684

富草 雲雀沢 くらいやま？ 位山 1145

和合 日吉 くらがり くらがり 2546～2547

大下条 平久大窪 くらがりほら クラガリ洞 1036～1038

富草 門原 くらたやま 蔵田山 5798～5800

大下条 深見 くらのうえ クラノ上 560，653～654

富草 新木田 くらのきわ？ 蔵のきは 9365

大下条 大那木 くらのそと 蔵ノ外 3291

富草 門原 くらのたわ くらのた王 5813～5816

富草 鴨目 くらま 鞍馬 6788～6789，6793～6798

大下条 千木 くらやしき 蔵屋敷 129～130

大下条 平久大窪 くりのたわ クリノタハ 1080～1094

大下条 小野 くりのたわ 栗ノタワ 1696，　1700，1753

大下条 小野 くりのたわ 栗ノタワ 1873～1874

旦開 くりはら 栗原 511～516

和合 日吉 くりやざわ 栗屋沢 2849～2851

大下条 深見 くるまや クルマヤ 1113～1118

大下条 和知野 くるまやうえ 車屋上 1937

大下条 田上吉 くるみがほら クルミガ洞 989

和合 くるみぼら？ 胡桃洞？ 193

大下条 田上吉 くるみもと クルミモト 406，432，434～437

大下条 小野 くろいし 黒石 1662

大下条 平久大窪 くろいし 黒石 1469～1470

大下条 田上吉 くろいし 黒石 604～609

和合 くろいわ くろ岩 794

大下条 川田 くろいわ 黒岩 158～160

和合 帯川 くろいわ 黒岩 1753，　1824

富草 浅野 くろいわ 黒岩 6060～6065

富草 新木田 くろいわ クロ岩 8917～8919

富草 新木田 くろいわ クロ岩 9198～9201

大下条 千木 くろううえもんだ 九郎右エ門田 88

大下条 川田 くろうどう 九郎堂 220～223

大下条 深見 くろうべえやしき 九郎兵衛屋敷 804～812，815～820

和合 帯川 くろだ 黒田
1772～1779，1785～1795，
1797

和合 くろばた クロ畑 363～374

大下条 平久大窪 くろへい 黒ヘイ 885

大下条 平久大窪 くろまつ 黒松 1353
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和合 くろまめ 黒豆 1805

大下条 小中尾 くわのきばた 桑ノ木畑 342

富草 大島 くわばら 桑原 684

和合 日吉 くわばら くわ原 2603～2605

和合 日吉 くわばら 桑原 2615～2618

旦開 くんで クンデ 969～974

富草 梅田 けいじばうしろ 掲示場後 7659～7661

富草 下梅田 けいせいいわ ケイセイ岩 8111

大下条 川田 けしょうだ ケショウ田 808～809

富草 大島 けしょうめん 化庄免 531

富草 大島 けやきのうえ？ 樫上 471

和合 けやきのほら けやきの洞 1057

富草 浅野 けり（い）こばた？ ケリ（イ）コ畑 6453～6460

大下条 早稲田 けろくぼ 毛呂窪 2104～2111，2113～2115

大下条 早稲田 けろくぼさか 毛呂窪坂
2098，2100～2102，2116～
2118

大下条 和知野 げんおぶちみちうえ ゲンノブチ道上 2357,　2563

大下条 大那木 けんそ 嶮岨 3252，3292～3293

富草 大島 げんたいら 元平 111～114，172～174

和合 げんたろう 源太郎 268～269

大下条 小野 けんな ケンナ
1701，1703，1717，1728～1729，1732

～1733，1736～1738，1742～1745

大下条 小野 けんないえのうえ ケンナ家ノ上 1739～1741

大下条 小野 けんなざか ケンナ坂 1769

大下条 和知野 げんの ゲンノ 2255～2259,2306

大下条 和知野 げんのぶち 源ノブチ
2343～2344,2346,2351,2354～

2355,2358,2362

大下条 和知野 こいくぼ コイクボ 1502～1505

富草 鴨目 こいしはら 小石原
7280，7287～7288，7291～
7300

富草 鴨目 こいしはらさか 小石原坂 7304～7307

富草 鴨目 こいしはらぼら 小石原洞 7284

富草 鴨目 こいしはらぼら 小石原洞 6732～6735

富草 鴨目 こいしはらみちした 小石原道下 7301

富草 鴨目 こいしはらみちにし 小石原道西 7302～7303

和合 日吉 こいだ 小井田 2927

富草 浅野 こいだ 小井田 6399～6403

富草 下梅田 こいどばた 小井戸畑 8379

富草 下梅田 こいどばた 古井戸畑 83,768,380

富草 下梅田 こいどやぶ 小井戸籔 8226～8227

大下条 平久大窪 ごうぐらはた ガウグラ畑 473

大下条 深見 こうさつばた コウサツバタ 557～558

旦開 こうじ 小路 1442～1446，2026～2027

富草 鴨目 こうじがいと 孝次垣外 6895～6897
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富草 下梅田 ごうしぎ 合鴫 8715～8739，8750～8754

富草 鴨目 こうしんざか 庚申坂 6790～6792

富草 鷲巣 こうしんば かう志ん場 4767～4769，4797

大下条 深見 こうしんばた 庚申畑 497

富草 鴨目 こうしんばら 庚申原 6900～6902

大下条 小野 こうしんぼら 庚申洞 1442

和合 こうはち 幸八 1124

大下条 中谷 こうみょうじ 幸明寺 2616

大下条 深見 こうみょうじ 光明寺 379，　395？

大下条 深見 こうみょうじ 光明寺
414～415，417～432，434～
435

大下条 深見 こうや コウヤ 1205～1206

大下条 深見 こうや コウヤ 691～699

和合 日吉 こうやがいと コフヤ垣外 1640～1643

大下条 早稲田 こうややま コウヤ山 2591ﾉ1～4

大下条 早稲田 こうややまおおほら コウヤ山大洞 2533～2536

大下条 早稲田 こうややまばやし コウヤ山林 2521～2528

大下条 早稲田 こうややまひかげ コウヤ山日カケ 2529～2532

大下条 早稲田 こうややまみちした コウヤ山道下 2537～2540

旦開 こうろきざわ 高路木沢 1897～1909，1918～1925

旦開 こうろざわ 高路沢
1835～1743，1852～1875，
1910～1917，1938～1969，
1973

大下条 小中尾 こおえばた コヲエバタ 137

富草 新木田 こがいと 小垣外 9414～9423

大下条 和知野 こがき 小柿 1536～1537

大下条 和知野 こがき 小柿 2250～2252

富草 古城 こがきがほら 小柿ヶ洞 1884～1885

和合 帯川 こがきくぼ 小柿久保 1656

和合 こがきだいら？ 小柿平 1864～1871，1904

大下条 小中尾 こがきはた 小柿畑 389

富草 梅田 こかきぼら 小柿洞
7812～7822，7852～7863，
7885

大下条 小中尾 こがきぼら 小柿洞
180～198，202，204～205，872～

873，900～901

富草 梅田 こかきほらいり 小柿洞入 7864～7875

和合 日吉 こがすず 木がすヽ 2552

富草 大島 こがわら 小河原 448

旦開 ごくうめん 御供免 966～968

大下条 平久大窪 こぐりいわ コグリ岩 680～683

大下条 川田 ごけがいと 御家垣外 816～826

大下条 平久大窪 ごけやま ゴケ山 1312，1315～1316

和合 こごうち 小河内 1070
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和合 日吉 こころがわ？ 心川
1402～1404，1412～1415，1418～

1423，1429～1431，1435～1439，1441

～1443

大下条 平久大窪 こさくがいと コサクガイト 1337

富草 鴨目 こざさ 小笹 6772～6774

大下条 田上吉 こざねほりぎり 小核堀切 988，　1003

和合 こさのば こさのば？ 1835～1836

大下条 小野 こざわぐち 小澤口 1689～1690

大下条 平久大窪 こじきぼら コジキ洞 661～662

大下条 平久大窪 こじきぼらした コジキ洞シタ １，　660

和合 こしぜ コシゼ 473，474，476，562～564

大下条 小中尾 こしまい コシマイ 143～144

富草 大島 こしまえ 腰前 290～301

大下条 千木 こしまえ コシマヱ 77

富草 門原 こしまえ こしまへ 5783～5788，5817～5818

富草 下梅田 こしまえだ コシマヘ田 8281～8286

富草 下梅田 こしまえだ 越前田 8348～8350

富草 下梅田 ごじゅうがり 五十ガリ 8390

富草 下梅田 ごじゅうがり 五十苅 8394～8397

大下条 井戸 ごじゅうめ 五十目 1129

富草 鴨目 ごじゅうめ 五十目 6738

大下条 小中尾 ごじゅうめ 五十目 112～113，250～252

大下条 和知野 ごじゅうめ 五十目 1985～1987

富草 恩沢 ごじゅうめなおぞうつくり 五十目直蔵作リ755～757

大下条 大那木 ごしょうまき 五升巻 3787～3790，3836

富草 門原 こずみ こずみ 5745

和合 帯川 こせと 小せと 1676～1677

富草 粟野 こせまち 小畝町 3698～3706

富草 門原 こた 小（こ）田
5978，5982～5990，5995～
5999

富草 新木田 こた 小田 8825～8843，8850～8865

富草 新木田 こたうえのきり 小田上ノ切 8876～8881

富草 新木田 こたおおさき 小田大崎 8882～8883

富草 新木田 こたしたのきり 小田下ノ切 8847～8849

富草 梅田 こたぼら 小田洞 7767～7772，7906～7914

富草 梅田 こたぼらしたのきり 小田洞下ノ切 7764～7765

富草 梅田 こたぼらなかのきり 小田洞中ノ切 7766

富草 鴨目 こだまほら 小玉洞 7253～7256

大下条 千木 こちぎ コチギ 111～112，114～115

大下条 深見 こちぎ 小千木 1376，1391～1409

富草 大島 ごとうめん 五斗免 531

富草 大島 ごとうめん 五斗免 537

富草 恩沢 ごとうめん 五斗免 763

旦開 ごとづくり 五斗作 2704～2706
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和合 帯川 ことりはぎ 小鳥萩 1747～1752

旦開 こながさわ 小長沢 3585～3603，3606

大下条 和知野 こなこうぼら コナコウ洞 1517～1520，1522，1533～1535，1543

大下条 小野 こなしがはら コナシガ原 1242

和合 こなしがはら 小梨 313，　327

和合 日吉 こなみや こなみや 1465

富草 浅野 こぬたば 小ぬたば 6516～6520

和合 この この沢 512，531～537

和合 このかえと このかへと 540

和合 日吉 このた 古の多 2597

大下条 川田 このはら 此原 262～263,1197～1203,1225～1261

富草 粟野 こはぎはら 小萩原 2565～2567，2570～2572

大下条 小野 こばた コバタ 1765

和合 日吉 こばた 小畑 1330，1337～1341，1476～1480，1482

大下条 小野 こばた 小バタ 1452，1484～1485

大下条 小野 こばた 小畑 1852，　1878

和合 日吉 こばた 古ばた 2398～2399，2400

富草 新木田 こばた 小ばた 9410～9413

和合 日吉 こばた 小畑

和合 こはち 小はち 1113

大下条 大那木 こはね コハネ 3410～3413

大下条 川田 ごばやし？ 五林 1605

和合 こびそ コビソ 789

富草 恩沢 ごひゃくめ 五百目 750～753

富草 大平 ごひゃくめ 五百目 1006～1007

富草 古城 ごひゃくめ 五百目 1958，1963～1964，2018

和合 ごへいどち ごへいどち 1147

旦開 ごぼうづくり 牛房作
2080～2113，2125～2131，
2142～2144，2147～2150，
2158～2167，2169～2176

富草 門原 こぼら こぼら 5746～5747

富草 門原 こぼら こ洞 5851～5852

富草 新木田 こぼらぐち 小洞口 9494～9497，9549

富草 粟野 こぼらとうげ 小洞峠 4001～4012

富草 梅田 ごほんまつ 五本松 7890～7905

大下条 川田 こまた 小又 195～202

和合 こまつだちのうえ 小松立の上 1150

和合 こまつだちのうえ 小松立 1151

旦開 こまつみね 小松峯 3659～3664

大下条 早稲田 こまはた コマハタ 2175

和合 ごまばた ゴマ畑 2223，　2225

大下条 中谷 こみしり 込尻 2524～2527

大下条 田上吉 こみず 小水 879～882
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富草 門原 こみなぐち こみな口 5099

大下条 大森平石 こみなぐち こみな口 2819～2822

大下条 川田 ごもり 五森 1821

富草 門原 こや 小屋 5073

和合 こやどした 小屋土下 2301

和合 こやのさわ 小屋ノ沢 688～689，694

和合 こやのさわぐてのこや
小屋の沢ぐての

小屋
1060

和合 こやのさわじんや 小屋の沢じんや1065

和合 こやのさわなかね 小屋の沢中根 1059

和合 こやのさわねじこのうしろ
小屋の沢ねしこ

の後
1058

和合 こやのさわひかげ 小屋の沢ひかげ 1064

大下条 和知野 こやば 小家バ 2264

和合 ごろうじょう（しろ） 五郎城 805

富草 浅野 ごろうひちはた 五郎七畑 6341

大下条 平久大窪 ごろだうえ ゴロ田上 229

富草 恩沢 ごんげん 権現 749

大下条 深見 ごんげん ゴンゲン 718～720，723～724

富草 恩沢 ごんげんした 権現下 758～759

大下条 深見 ごんげんまい ゴンゲンマイ 656～659

大下条 早稲田 ごんげんもり 権現森 2119～2165

和合 ごんすけ ごんすけ 505～506

富草 鷲巣 こんたいら 古ん平
4801，4803～4818，4852～
4855

富草 粟野 ごんちゃ 権茶 3842～3843，3954～3969

富草 粟野 ごんちや 権ちや？ 3830～3837

富草 鴨目 こんどうまえ 近藤前 6806～6808

大下条 川田 こんや 紺屋 1053～1054

富草 新木田 こんや 紺屋 9134～9183

大下条 早稲田 こんやばた コンヤ 2228

大下条 田上吉 こんやばた 紺屋畑 642～645

大下条 和知野 さ（あ）わごさわばた サワゴ沢端 1553

富草 梅田 ざい（なし）くぼ？ 在久保
7954，7956～7971，8137～
8140

富草 下梅田 ざい（なし）くぼやま？ 在久保山 8161～8171

大下条 早稲田 さいのうえ サイノ上 2073～2075

富草 大島 さいのかみ 幸ノ神 687

富草 雲雀沢 さいのかみ 幸ノ神 1317～1322

富草 粟野 さいのかみ 妻の神 3021～3024，3124

旦開 さいのかみ さいの神 101，102，107～114

旦開 さいのかみ サイノ神 103～105，106

大下条 深見 さいのかみ 才ノ神 1548，1645～1646

大下条 川田 さいのかみ 才ノ神
360～362,374～390,392～396、

404
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富草 鷲巣 さいのかみ 才の神 4909～4919，4922

富草 門原 さいのかみ 才の神 4942～4943，5034～5036

富草 新木田 さいのかみ さいのかみ 9730～9731

富草 雲雀沢 さいのかみうら 幸ノ神裏 1224

富草 新木田 さいのくぼ 才ノ久保 9555，9561～9567

大下条 大那木 さいもした サイモシタ 3650～3651

富草 新木田 さえもんしろうばた 左エ門四郎畑 9595～9599

旦開 さえもんよつだ 左衛門四ツ田 922～925

富草 古城 さか 坂 1880～1882

富草 古城 さか 坂 1907～1910

大下条 深見 さか サカ 508

大下条 小中尾 さか ｻカ 10～18

大下条 小中尾 さか 坂 100～107，111

大下条 深見 さか サカ 1722～1723，1757～1760

大下条 中谷 さか 坂
2580～2583，2694～2699，
3823

大下条 平久大窪 さか サカ 458～459，461

富草 門原 さか さか 5839，5853～5857

大下条 小野 さかいづかのよこ 堺塚ノ横 1861

和合 さかいね 境根 1

和合 さかいのくぼ 境ノ久保 69

和合 日吉 さかいのさわ サカイノサワ 2456

和合 日吉 さかいのさわ 境ノ沢 2448，　2454，2457

大下条 川田 さかぐち 坂口 1075～1077

大下条 平久大窪 さかぐち 坂口

大下条 早稲田 さがし サガシ 2032

和合 日吉 さがし さが志 2706

大下条 大那木 さがし サガシ 3307

和合 さかした 坂下 2144

和合 さかしたのしり 坂下ノ尻 2074～2075

富草 門原 さかしばた さかし畑 5523

富草 浅野 さかのあがり 坂の上り 6196～6198

大下条 小中尾 さかのした 坂ノ下 108～110

大下条 大那木 さかばた 坂畑 3814

大下条 小中尾 さかむかえば 坂迎場 148，163～165

大下条 早稲田 さかやはた サカヤハタ 2240～2242

大下条 早稲田 さかやばた 酒ヤ畑 2218

大下条 早稲田 さかやばた 酒屋畑 2245～2246

大下条 井戸 さかやはやし 酒屋林 1114

富草 雲雀沢 さがり 下り 1413

富草 門原 さがり さがり
5373～5379，5383～5389，5418～

5419

富草 鴨目 さがり さがり 7433～7439

大下条 川田 さがり サガリ 804～807
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大下条 早稲田 さがりばた サガリ畑 2002～2004

富草 雲雀沢 さがりまつ 下り松 1420～1421

富草 雲雀沢 さがりまつ 下り松 1845

富草 雲雀沢 さきちだ 佐吉田 1593～1599

大下条 小野 さくだいり 作田入 1542～1545

大下条 小野 さくだぼら 作田洞 1539～1541

和合 日吉 さぐち サグチ 2445

和合 日吉 さぐち サグチ

和合 さくらがたいら 櫻ヶ平 499～503

富草 鴨目 さくらだ 櫻田 7011

富草 鴨目 さくらのした 櫻ノ下 6655～6660

旦開 さくらのみね 櫻ノ峯 2183

大下条 田上吉 さくらばた 桜畑 947，　987

富草 大島 さくらぼら 櫻洞 686

大下条 平久大窪 さくらまぐそ サクラマグソ 1035

富草 古城 ささぼら サヽ洞 2203

富草 鴨目 ささみだいら 笹見平 7455～7472

富草 鴨目 ささみだいらかわばた 笹見平川端 7451～7454

大下条 和知野 さそう サソウ
1554～1559，1561～1563，1565～

1570，1572～1575

大下条 和知野 さそう サソウ 1945～1955

大下条 和知野 さそうさわばた サソウ沢端 1,560,564

大下条 和知野 さそうさわばた サソウ沢バタ 1941,　1957

大下条 和知野 さそうたのほら サソウ田ノ洞 1562

大下条 和知野 さそうはたまわり サソウ畑廻 1571

大下条 和知野 さそうやま サソウ山 1580

富草 恩沢 さだすけ 定助 777

大下条 大森平石 さとがえと サトガヘト 2800

大下条 早稲田 さのや サノヤ 2009

大下条 大森平石 さのや サノヤ 2940

大下条 深見 さばら サバラ 321～338

富草 梅田 さばら サバラ 7759～7761

大下条 御供 さぶんど 沢分渡 2185～2198，2216～2226

大下条 小野 さめ サメ 1272～1289，1307

大下条 深見 さめ サメ 1744～1747

大下条 小野 さめた サメタ 1290，1312～1322

和合 日吉 さるとりば さるとりバ 2832

富草 粟野 さるはた 申畑 2294

和合 さるふちや さるふちや 1166

大下条 平久大窪 さるわたりせ 猿渡瀬 1389～1391

大下条 田上吉 さわ 沢 588

富草 鷲巣 さわ 澤 4598

大下条 和知野 さわあがり 沢上リ 2153～2158
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大下条 平久大窪 さわあがり 沢上リ 285～286，353～357

大下条 川田 さわいり 澤入
1390～1391，1402，1426～1438，1588

～1591，1594～1599，1822～

大下条 小野 さわいり 澤入 1770～1775，1871，1881

大下条 川田 さわいり 澤入 1829～1840

大下条 小中尾 さわいり 沢入 332～334

大下条 御供 さわがみ 沢上
2104～2106，2122～2138，2145～

2150

富草 門原 さわぐち 澤口 5064～5066，5092～5098

富草 門原 さわぐちばた 澤口畑 5057～5058，5061，5067

富草 大島 さわじり 澤尻 569

富草 恩沢 さわじり 澤尻
793～794，797～797，814～
816

富草 粟野 さわじり 沢尻 2896～2904，2920～2924

富草 粟野 さわじり 澤尻 2929～297

大下条 小野 さわじり 澤尻 1785

大下条 川田 さわじり 澤尻 133～157

富草 下梅田 さわじり 沢尻 8769～8773

富草 新木田 さわじり 沢尻 9326～9331

和合 さわつじ 沢辻 2

和合 さわつじひかげ 沢辻日影 5

和合 日吉 さわなくぼ 沢なく保 1385

大下条 御供 さわのうえ 沢ノ上
2070～2077，2079～2082，2089～

2097，2102

和合 日吉 さわのど 沢のど 2598

大下条 川田 さわはた 沢端 1958～1960

大下条 和知野 さわばた 沢バタ
1878,1881～1882,1910～1914,1918～

1921

大下条 和知野 さわばた サワバタ 2102～2105

大下条 早稲田 さわばた 澤バタ 2190，2233～2236，2239，2247～2248

大下条 御供 さわばた 沢端 2192～2194，2199～2201

大下条 早稲田 さわばた 澤バタ 2386，　2420

大下条 川田 さわばた 沢畑 265～270,272～276

大下条 中谷 さわばた 沢畑 2652～2653，2677～2680

富草 新木田 さわばた 澤バタ 9205～9207

大下条 深見 さわまわし 沢マワシ 1123～1124

和合 日吉 さわむかい 沢向ヒ 2334

大下条 大那木 さわや 沢や
3453～3459，3467～3478，3482～

3485

富草 古城 さわりだ さわり田 2266

大下条 田上吉 さんかい 三界 789～790

旦開 さんがつまつり 三月祭リ 868～870

和合 日吉 さんごい さんごい 2637～2638

大下条 深見 さんじやしき 三ジヤシキ 239～242

富草 古城 さんじゅうがり 三十苅 1973～1976

富草 鴨目 さんじゅうがり 三十苅 7499～7507
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大下条 大森平石 さんじゅうばた 三十畑 2978

和合 さんど？ 三度
284～288，308～310，312，314～

320

富草 大島 さんとうめん 三斗免 129

富草 大島 さんとうめん 三斗免 479

富草 大島 さんとうめん 三斗免 538～539

大下条 千木 さんびゃくめ 三百目 52

大下条 深見 さんびゃくめ 三百目 1450～1454，1456～1460

大下条 千木 さんびゃくめだ 三百目田 90～95，97

大下条 御供 さんびょくだ 三百田 2121

大下条 川田 さんぼんぎ 三本木 1931～1941，1950～1952

大下条 深見 さんぼんすぎ 三本杉 1351～1356

和合 しいたけこや シイタケコヤ 618～619

和合 しいたけごや 椎茸小屋 81，　617

和合 日吉 しうえ 志うゑ 2822～2826，2829～2831

和合 日吉 じうえ じうゑ 2821

大下条 平久大窪 じうろし ジウロシ 1342～1344

富草 大島 しおざわ 塩澤 343

富草 大島 しおざわおおいり 塩沢大入 662～666

富草 大島 しおざわなかいり 塩澤中入 659～661

富草 大島 しおざわゆや 塩澤湯屋 653～658

大下条 平久大窪 しかくだ 四角田 178

大下条 平久大窪 しかくだうえ 四角田上 179？

大下条 井戸 しかみだ 鹿見田 1138

和合 じぎりまき 地切まき 2224

富草 大島 ししいわ 獅子岩 115～122

富草 雲雀沢 じしゃとり ぢしゃとり 1863～1864

富草 大島 しじゅうかり 四十苅 261～265

富草 恩沢 しじゅうかり 四十刈 799～802

富草 大平 しじゅうかり 四十苅 956～960

富草 粟野 しじゅうかり 四十苅 2997～2998

大下条 川田 しじゅうかり 四十苅 1973～1977，2017～2019

大下条 井戸 しじゅうがり 四十苅 1125～1126

富草 浅野 しじゅうがり 四十がり 6230～6235

富草 鴨目 しじゅうがり 四十苅 7494～7498

富草 大平 しじゅうかりみちうえ 四十苅道上 939

大下条 千木 しじゅうやしき シ十ヤシキ 141，143～144，146

和合 じしんる ジヽンハル 620

和合 じしんわれ じしんわれ 1048

富草 浅野 じぞうした 地蔵下 6185～6195

和合 日吉 じぞうだいら 地蔵平 2619～2621

大下条 平久大窪 じぞうどう 地蔵堂 1359，　1364

旦開 じぞうどう 地蔵堂 3214～3218
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大下条 川田 じぞうはら 地蔵原 1039～1044，1048～1050

大下条 川田 した？ 下 1698，　1706，1721

大下条 田上吉 したかいといみずうえ シタカイト井水上 856～857

富草 鷲巣 したかじや 下鍛冶屋 4647

大下条 千木 したちぎ 下チ木 123

富草 雲雀沢 したで 下手 1504～1509，1531～1534

大下条 深見 したとうじ シタトウジ 778，797～802

大下条 深見 しだな シダナ 1324～1344

大下条 深見 しだな シダナ 1468～1479

富草 門原 したのまま 下のまヽ 5958～5960

和合 したばた 下畑 2097，2099，2112～2114

富草 粟野 したひがし 下東 2689

富草 門原 したみぞむこうやま 下みぞ向山 5531

和合 したむき 志た向 1837

和合 したむこう 下向 1847～1861

大下条 早稲田 したももた 下モヽ田
2306～2307，2309～2312，
2317

大下条 早稲田 したももたちよぞうだ 下モヽ田千代蔵田 2308

和合 しちこひら 七こ平 2198～2205

大下条 御供 しつくり 晊久里 2083

富草 浅野 じつこだ ジツコ田 6217～6221

大下条 平久大窪 じって ジッテ 701，703～704，776～780

富草 梅田 しつぷく？ シツプク？ 7991

和合 日吉 しにやま シニヤマ 2938

大下条 田上吉 じぬしぶん 地主分 610～611

旦開 じのかみ 地の神 1426～1430，2455～2457

富草 新木田 しのはら 篠原 9129～9133

大下条 大那木 しばたち 芝立 3572～3577，3581～3592

大下条 川田 しばだち 芝立 1417

大下条 川田 しばだち 柴立
1392～1401，1419～1425，1445～

1453，1455

大下条 田上吉 しばたて 芝立 821～827

大下条 千木 しひゃくめ 四百目 71～73

大下条 大森平石 しぶがえと シブガヘト
3058～3065，3080～3086，3329～

3332，3338

大下条 和知野 しま シマ 1532

大下条 早稲田 しま シマ 1923

大下条 川田 しま 嶋
1～46,1738～1740,1743,1945～

1949

大下条 御供 しま シマ 2202～2210

富草 鴨目 しま 嶋 7446～7450

大下条 田上吉 しまかいと シマ開土 672

大下条 田上吉 しまかいと 島開土 669，　671

富草 古城 しまだ し満田 2075～2078

富草 大島 しまだや 島田屋 524
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富草 鷲巣 しまばた 島畑 4881～4889

富草 門原 しまばた しま畑 6010～6011

大下条 深見 しみす 清水 1362

富草 大平 しみず 清水 829

大下条 小野 しみず 清水 1980

大下条 中谷 しみず 清水 2625

富草 門原 しみず 清水 5979

富草 下梅田 しみず 清水 8690

大下条 小野 しみず 清水 1671，　1687，1768

大下条 和知野 しみず 清水 1707～1711，1719～1720

大下条 和知野 しみず シミズ 1992～1993

大下条 早稲田 しみず 清水 2436～2440

大下条 千木 しみず 清水 41，43～44

大下条 川田 しみず 清水 47～83,694～699

大下条 深見 しみず シミズ 535～538

富草 梅田 しみず 清水 7740～7746，7789～7791

和合 しみず 清水 841～843，2914～2915

旦開 しみず 清水 843～845

大下条 小野 しみずいり 清水入 1768ｲﾛ

大下条 早稲田 しみずいり 清水入 2313～2315

和合 しみずさわ 清水沢 1923

大下条 川田 しみずさわ 清水沢 1868～1872，1898～1908

大下条 御供 しみずざわ 清水沢 2041～2043，2078

富草 恩沢 しみずば 清水場 798

富草 雲雀沢 しみずはた 清水畑 1556～1559

大下条 和知野 しみずはた 清水畑 2039～2043,2045～2048

富草 新木田 しみずはた 清水畑 9440～9441，9520～9521

大下条 川田 しみずぼら 清水洞 1629～1631，1640，1645

大下条 大森平石 しみずもと 清水本 2714～2718

富草 鴨目 しみずやま 清水山 7473～7476

大下条 早稲田 しみずわき 清水ワキ 2450～2451

富草 恩沢 しも 志茂 724

和合 しも 下 242

大下条 深見 しも シモ 1204

大下条 平久大窪 しも シモ 1330

大下条 小野 しも 下 1716

富草 鷲巣 しも 志茂 4746

富草 門原 しも 枝茂 5171

富草 下梅田 しも 下 8774

旦開 しも 下 1401～1404

和合 日吉 しも 下も
2707～2720，2726～2728，2731～

2744，2748～2750，2759～2760

大下条 和知野 しもあめほり 下雨ホリ 1716
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大下条 井戸 しもいどだ 下井戸田 1217～1218

富草 鴨目 しもうっぷき 下うつふき 7551～7555，7568～7577

富草 鴨目 しもうっぷき 下打吹 7565～7567

大下条 川田 しもうまみち 下馬道 120～132

富草 鴨目 しもえくりだ 下上栗田 7204～7209

富草 恩沢 しもおんざわ 下恩澤 711～712，717～719

和合 しもかいと 下開土 463

大下条 田上吉 しもかいと 下開土 589

和合 しもかいと 下開土 258～261

大下条 平久大窪 しもかいと シモカイ土 484，487～492，495～499

富草 大島 しもがいと 下垣外 168

富草 大島 しもがいと 下垣外 329～342

大下条 和知野 しもがいと シモガイト 2022～2031

大下条 中谷 しもがいと 下垣外 2450～2453，2460～2466

和合 しもがいと 下垣外
462，464～465，2146，2148～2149，

2151～2155，2157，2178～2189

富草 浅野 しもがいと 下垣外 6253～6269

大下条 川田 しもがいと 下垣外 661～682

富草 梅田 しもがいと 下垣外 7972～7974，7999～8001

旦開 しもがいと 下垣外 811～821

大下条 田上吉 しもがいと 下垣外 856～857

富草 新木田 しもがいと 下垣外 9431～9436

富草 新木田 しもがいと 下かいと 9522～9524

和合 しもがいとうえ 下垣外上 2150

大下条 平久大窪 しもかいどほら シモ開土洞 501

大下条 平久大窪 しもかいどむかいだひらシモ開土向田ヒラ 502

大下条 大森平石 しもがえと シモガヘト 2934

大下条 中谷 しもかみなか 下上中 2533

大下条 川田 しもかわだ 下川田 1127～1136，1145～1178

富草 浅野 しもがわら 下川原 6523～6532

富草 鴨目 しもがわら 下川原 6665，6669～6677

富草 鴨目 しもがわらおおぎり 下川原大切 6666

大下条 和知野 しもかわらかわばた 下河原川端 2303

大下条 深見 しもくな 下クナ 1480～1483，1500～1515

和合 しもくぼ 下久保 2008～2009，2011～2017

富草 門原 しもくれ 下くれ 5980

富草 浅野 しもぐれ シモグレ 6056～6059

富草 浅野 しもぐれ 下ぐれ 6076～6081

大下条 平久大窪 しもげ シモゲ 442～447

大下条 平久大窪 しもげた シモゲタ 188～194，196，212～214

大下条 和知野 しもげんの 下源ノ
2267,2269,2271～2281,2284,2286～

2300

大下条 和知野 しもげんのかわばた 下源ノ川端 22,832,285

大下条 和知野 しもげんのかわはら 下源ノ川原 2301～2302
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和合 しもこの 下コノ 565～566，568，571

和合 日吉 しもこばた 下小畑 1343

富草 大平 しもごひゃくめ 下五百目 1026～1029

大下条 深見 しもさぶり シモサブリ 1516～1519

富草 大平 しもざわ 下澤 822～828，830～837

和合 しもじま 下ジマ 160～161，163～166

和合 日吉 しもじま 下嶋 2723～2725

和合 しもじまかわら 下ジマ川原 162

富草 下梅田 しもじり 下尻 8375

和合 日吉 しもたいら 下モタイラ 2770

富草 大島 しもだいら 下平 483～484，496～497

大下条 小野 しもだいら 下平 1833，　1840

和合 しもだいら 下平
277，279～283，637，641，647～659，

824～830，835，2240～2241，2247

和合 しもだいら 下平

和合 しもだいら 下平

和合 しもたきがわ 下滝川 2065

和合 しもたきがわ 下タキ川 2064～2065

富草 鴨目 しもたや 下田屋 7637

和合 しもで 下手 2106

大下条 平久大窪 しもてろう 下テロウ 936～939

大下条 川田 しもとっぱら 下鳥原 323～338,350～354

富草 大島 しもながくぼ 下長久保 425

富草 雲雀沢 しもなぎ 下なき 1617

和合 日吉 しもなぎ 下モナギ 2778

和合 しもねひき 下袮ひき 2238～2239

和合 しものこの 下ノコノ 567

和合 しものこの 下この 541，547～552

和合 しものこの 下のこの 569～570

富草 古城 しものごひゃくめ 下ノ五百目 1960～1961

和合 しものたいら 下ノ平
2229～2237，2239，2242～
2246

大下条 川田 しものはら 下ノ原
1439～1440，1545～1568，1569ﾊ，

1570～1585，1592～1593

富草 雲雀沢 しもはら 下原 1644～1655

富草 雲雀沢 しもはらじり 下原尻 1640～1643

和合 日吉 しもひかげ 志もひかげ 2335～2343，2346，2356～2362，2365

大下条 小野 しもほっき 下ホッキ 1610～1611

和合 日吉 しもまえ？ 下前 2925～2926

大下条 川田 しもまえだ 下前田 1684～1686

富草 浅野 しもまえだ 下前田 6236～6246

富草 梅田 しもまえだ 下前田 7756～7758

富草 雲雀沢 しもまるやま 下丸山 1474～1479

富草 門原 しもみぞ 下みそ 5579
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富草 門原 しもみぞ 下溝 5581～5587

大下条 小野 しもみや 下宮 1609

富草 門原 しもや 枝茂屋 5091

大下条 深見 しもや シモヤ 673～686

和合 しもやつぼ 下矢坪 1804，1809，1812～1815

和合 しもやつぼうえ 下矢坪上 1806

大下条 深見 しもやま 下山 1539，1549～1550

大下条 小野 しもやま 下山 1863，　1869，1880

富草 鴨目 しもやま 下山 7513～7515

富草 新木田 しもろっぴゃくめ 下六百目 9153～9154

和合 日吉 しゃくがね 志やくかね 2393～2394

大下条 和知野 しゃくじ シャクジ 2044

大下条 和知野 しゃくじ 社久地 2049～2058

大下条 早稲田 しゃぐし シャグシ 2487ﾉ1

大下条 中谷 しゃぐじ 社久地 2506～2511，2520～2523

大下条 早稲田 しゃぐち 社久地 1968～1974

富草 鴨目 しゃごうじ 社合士 6827

大下条 川田 しゃごじ 社権神 397,399～403

大下条 小中尾 じゃはみ ジヤハミ 405

富草 鴨目 じゃはみ ジャハミ 6867～6875

富草 鴨目 じゃばみ 蛇ハミ 6865

富草 鴨目 じゃばみ 蛇バミ 6933～6934

和合 日吉 じやれ じやれ 1301，　1303

富草 浅野 じゅうがいと 重垣外 6281～6287

大下条 川田 じゅうさんまわり 十三廻リ 1196

大下条 和知野 じょう ジヤウ 2222

大下条 田上吉 しょうえいだ 正永田 708，745～747

大下条 田上吉 しょうえんばた シャウエン畑 831

大下条 川田 しょうくぼ 庄久保 1403

大下条 川田 しょうくぼ 正久保 1359～1389

大下条 平久大窪 じょうげ ジョウゲ 1153，1155～1160

大下条 田上吉 しょうけんばた ショウケン畑 725～727

富草 粟野 じょうざか 城坂 2310～2315，2329～2338

大下条 川田 しょうじいけ 庄司池 1966

大下条 平久大窪 しょうしゃのき シヤウシヤオキ 441，　478

大下条 井戸 じょうのさか 城ノ坂 1092～1098

富草 門原 しょうのさわ 庄ノ澤 4939

旦開 しょうのさわ 庄之沢 3608～3612

富草 大島 しょうのた 庄ノ田 19～21

富草 大島 しょうのたうえのきり 庄ノ田上ノ切 7～11

富草 雲雀沢 じょうばやし 城林 1732～1733

富草 雲雀沢 じょうばやし？ 城林？ 1751

大下条 和知野 じょうひら ジョウヒラ 2224～2226,2228～2229
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大下条 和知野 じょうひらいえのした ジョウ平家ノ下 2223

大下条 千木 しょうぶいけ セヨウブ池 57～59

和合 日吉 しょうぶがくぼ しよふが久保 2553

和合 しょうぶくぼ ショウブ久保 70～72

大下条 小野 じょうやま 城山 1423，1460，1546～1551，1559～1560

和合 日吉 じょうやま 城山 1467～1469

大下条 和知野 じょうやま 城山 2227,　2230

大下条 小中尾 じょうやま 城山 45～46

和合 じようやま じよ山 1023

大下条 早稲田 しょうろく 上六 2249～2251

和合 日吉 しよかち 志よかち 2372～2373

和合 日吉 しょくへんじま 志よくへん嶋 2571

大下条 早稲田 しょらく ショラク 2221～2222

大下条 早稲田 じょらく ジョラク 2215～2216，2223～2224

富草 門原 しらさば しらさば 5662

富草 門原 しらさば 志らさば 5867

和合 しらさわたきのうえ 白沢たきの上 1033

富草 門原 しらす 志らす 5605～5607

富草 門原 しらすばた 志らす畑
5875～5877，5895～5904，5909～

5910，5946～5947

大下条 小中尾 しらはき シラハキ 341

富草 下梅田 しろいし 白石
8595～8596，8603～8612，8624～

8625，8631～8632，8625

大下条 早稲田 しろうざえもんづくり 四郎左エ門作リ 2577，2518～2579ｲ

大下条 千木 じろうしちつくり 二郎七作リ 84

大下条 大那木 じんうえもん 甚右ヱ門 3780，　3838

富草 鴨目 しんがいと 新垣外 6721～6722

富草 鴨目 しんがいときひちぶん 新垣外喜七分 6723

和合 しんきり シンキリ 2085

和合 しんごろう？ しんごろふ 782

和合 しんざえもんづくり 新左衛門作 1803

旦開 じんしちぼら 甚七洞 1926～1936

和合 しんぞう しんぞふ

富草 粟野 しんぞうばた 新蔵畑 4351

旦開 しんぞうぼら 新造洞 1844～1845，1851

大下条 大森平石 じんだ じん田 2730～2733

大下条 平久大窪 しんたき シンタキ 1345～1346

大下条 小野 じんで ジンデ
1426，1445～1446，1448～1450，1457

～1458，1466

大下条 田上吉 じんで ジンデ
518～521，525，529～540，544，549

～548，614～615，618，761～773

富草 門原 じんで ぢんで 5320～5321，5337

富草 下梅田 じんで 神田 8365～8373

大下条 川田 じんで？ 神出 1750～1751

大下条 田上吉 しんでとうげ シンデ峠 517，　526
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大下条 田上吉 じんてわたせ ジンテワタセ 569，　595

富草 大島 しんでん 新田 48～51

大下条 深見 しんでん 新田 1248～1255，1257～1258

旦開 しんでん 新田 2183～2184，2187～2203

富草 浅野 しんでん 新田 6114～6116，6121～6133

大下条 深見 じんでん ジンデン ？1259

大下条 川田 じんでん 神田 1063～1074

富草 門原 じんでん 神田 5338～5341，5390～5402

大下条 平久大窪 じんでん ジンデン 766～770，772～775，783

富草 大島 しんでんかみ 新田上 60

旦開 しんどうぼら 新道洞 1851

大下条 平久大窪 じんにんやしき ジンニン屋敷 500

和合 じんのうえ じんの上 1139

和合 日吉 しんのつくり 志んの作り 2590

大下条 小野 しんばた 新畑 1722

和合 しんみち 新道 389

大下条 深見 しんみち 新道 436～438，443～459

大下条 深見 しんみち 新道 821～835

大下条 深見 しんみちとうげ 新道峠 895，？

富草 粟野 しんめい 神明 2815～2816

富草 粟野 しんめいそと 神明外 2806～2811

大下条 深見 しんや シンヤ 662～663

大下条 大森平石 しんやした シンヤ 3025

大下条 和知野 しんやした 新屋下 1854～1857

旦開 すいかん すいかん
304，305，313～316，319,322～
328,336,342,347

旦開 すいかん スイカン
317～318,320～
321,326,334,337

旦開 すいくわん スイクワン
297～298，300～301，303，
304，331，335，344，345

旦開 すいくわん すいく王ん
299，302，304，306，327，343，
346，348－

大下条 和知野 すいしゃうえ 水車上 1936

大下条 和知野 すいしゃまわり 水車廻り 1932～1933

富草 雲雀沢 すいじん 水神 1445～1448

大下条 早稲田 すいじんばた 水神バタ 2602

大下条 和知野 すいじんひら 水神平 1942～1943,1961

大下条 和知野 すいじんひらさわばた 水神平沢畑 1944,　1956

富草 粟野 すいじんまつ 水神松 2450～2463

和合 すいろいしまんざわ すいろ石万沢 774

旦開 すがぬま 菅沼
88～100，115～130，｣132～
140

富草 大平 すぎなくぼ 杉菜久保 817～821，965

富草 鴨目 すぎのうえ 杉ノ上 6909



55 / 116 ページ

富草 鴨目 すぎのうえ 杦ノ上 7082～7084

旦開 すぎのかみ 杦ノ神 2003～2004

富草 大島 すぎのきぼら 杉木洞 442

富草 梅田 すぎのきぼら 杉木洞 7698

大下条 小中尾 すぎのところ 杉ノ所 238～241

旦開 すぎのひら 杉ノ平 2005

旦開 すぎのほら 杉ノ洞 2007～2011

大下条 小中尾 すぎのもとところ 杉ノモト所 242～243

大下条 大那木 すぎもと 杉本 3665～3669，3680

富草 古城 すぐじ 寸くし 1865～1868

富草 門原 すぐじ すぐじ 5709，　5721

大下条 小野 すけくろうづくり 助九郎作リ 1761

和合 すずかさわ 鈴ヶ沢 1106

和合 すずがだいら 鈴ヶ平 335～352

和合 すずがだいらみちうえ 鈴ヶ平道上 334

和合 すずがだいらみちした 鈴ヶ平道下 331

和合 すずがもり 鈴ヶ森 77～79

和合 すずき 鈴木 1157

富草 新木田 すずはら スヾ原 9126

大下条 深見 すだれ スダレ 205～216

大下条 小野 すなた スナタ 1447，1509～1513，1516，1522～1523

富草 大島 すなだ 砂田 525，565～568

富草 鴨目 すなだ 砂田 7200

旦開 すなだ すなた
840～842，2065～2074，2114
～2124，2204～2208，2217～
2221，2372～2441，2530

富草 大平 すなはた 砂はた 962～964，966

富草 新木田 すべりば すべり場 9359～9364

大下条 小中尾 すみばた スミバタ 121

富草 門原 すみやきだいら すみやき平 5758～5764，5770～5775

富草 雲雀沢 すももがだいら 李ヶ平 1190～1193

和合 日吉 すやま 巣山 2471

和合 日吉 すやま スヤマ
2469～2470，2472～2477，2481～

2520，2522～2545，2548～2550

旦開 すやまざか スヤマ阪 1876

旦開 すやまざか 巣山阪 1846～1850，1877～1896

和合 日吉 すやまぼら す山洞 2464

富草 大島 するすぎ 摺杉 62～65

和合 日吉 すわ すわ 1484

和合 すわづくり すわ作 1134

大下条 深見 すわのみや スワノミヤ 526

大下条 深見 すわのみや 諏訪ノ宮
255～269，273～279，288～
296

富草 門原 せ（そ）のやま せ（そ）の山？ 5710
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和合 日吉 せい 清

和合 日吉 せいかみ せい神 1470

和合 日吉 せいきらし せいきらし 1379

和合 日吉 せいのかみ せいの神 1471

富草 雲雀沢 せきざか 関坂 1503

和合 せぎのうえ せぎの上 1862～1863

旦開 せきのみね 関ノ峯 2012～2017

富草 粟野 せきはら？ 関原 3925

富草 門原 せついん せついん 5358

富草 浅野 せと 瀬戸 6441～6442

富草 大平 せど 瀬戸 891

大下条 小野 せど セド 1829

和合 日吉 せどかひら せどか平 2368

和合 日吉 せどかひら せどかひら 2368～2370

和合 日吉 せどかひら せど 2729～2730

和合 せとざわ 瀬登沢 1111

和合 せとざわ せと沢 1130～1131

和合 せとざわした 瀬登沢下 1110

和合 せとしま せと島 1132～1133

旦開 せとだ 瀬戸田 2209～2216

和合 日吉 せとや せとや 1233

和合 日吉 せどや せどや 1229～1230

和合 日吉 せとやま せと山 2588

和合 日吉 せとやま セトヤマ 2588

富草 下梅田 せばいし セバ石 8466～8468，8471～8472

富草 下梅田 せばいし セバ石 8477～8479

富草 下梅田 せばいしみちうえ セハ石道上 8473～8476

和合 せばた せばた 1069，1071～1073

富草 鷲巣 せりざわ せり澤 4921，4938～4938

富草 大平 せりた せ里田 948

富草 大平 せりた 芹田 952～955

富草 大平 せりたひかげ せり田日影 10,191,110

富草 大平 せりたみちうえ セリ田道上 944～946

大下条 中谷 ぜりばやし ゼリ林
2548，2553～2560，2566～
2576

大下条 和知野 せんげんばやし 浅間林 1755～1756

和合 せんげんやま 浅間山 517

大下条 早稲田 せんげんやま 浅間山 2372～2374

大下条 早稲田 せんげんやまほったした 浅間山ホッタ下 2395

和合 せんごく 千石 224

和合 せんごくむかい 千石向 1039，1041～1042

富草 雲雀沢 ぜんしだ 善四田 1690～1691

旦開 せんじばやし 千治林 38
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大下条 田上吉 ぜんしょうや ゼンセウ屋 776～777，779～788

富草 古城 ぜんすけばやし 善助林 2072～2074

富草 粟野 ぜんすけばやし 善助林 2341～2342

富草 雲雀沢 せんだつばた 先達畑 1717

大下条 深見 ぜんだな 膳棚 1348～1349

富草 門原 せんび？ 舛尾？ 5647

大下条 小野 せんぼうのき センボウノ木 1486～1494

富草 鷲巣 せんぼのき せんぼの木 4920

富草 門原 せんぼのき せんぼの木 4940～4941

富草 鴨目 せんぽばた 千歩畑 7075～7077

和合 帯川 せんぼろのき せんぼろのき 1701

富草 新木田 ぜんもん 善門 9672～9676

大下条 深見 せんもんだ センモンダ 899

富草 新木田 そいちだ 曽市田 9138～9141

大下条 深見 そううえもんがいと 惣右エ門垣外 1716～1720，1761～1775

富草 粟野 そうきちはた 宗吉畑（原）？ 3120～3121

和合 そうごろう ソウゴロウ 399

和合 そうごろうひかげむかいｿｳｺﾞﾛｳ日影向 397～398

大下条 平久大窪 そうべっとう 総別當 1397～1401

和合 帯川 そうほん 惣ホン 1659

和合 帯川 そうほん？ 惣ほん 1658

富草 粟野 そたばやし 外林 2867～2870

大下条 平久大窪 そつで ソツデ 64～65

大下条 平久大窪 そと ソト 1472

和合 そと 外 42～44，217

大下条 小野 そとかいと 外開土 1834

和合 そとかいと 外開土 207，　209

和合 日吉 そとかいど そと開土 2364，　2366

大下条 小中尾 そとがいと ソトガイト 124

和合 日吉 そとがいと そとがいと 2799

大下条 和知野 そとがいと ソトガイト 1902～1908

和合 そとがいと 外垣外 210～213，883

和合 そとがいとたのした 外垣外田ﾉ下 208

富草 門原 そとのやま そとの山 5537～5539

富草 浅野 そとばた 外畑 6398

大下条 小中尾 そとばた ソトバタ 128～129

富草 下梅田 そとばやし ソト林 8135～8136

富草 下梅田 そとばやし 外林 8219～8220

富草 下梅田 そとばやし 外林 8637～8642

富草 粟野 そとぼら 外洞 2528～2540

和合 そとやま 外山 13

富草 下梅田 そとやま 外山 8223～8224

富草 下梅田 そとやま 外山 8633～8634，8636
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和合 そばしろ ソバ代 95，　97，99

和合 そばしろ 蕎麦城 96，　98

和合 帯川 そふつくり ソフツクリ 1764，　1766

和合 日吉 そまごや 杣小屋 1593

大下条 和知野 そまどち ソマドチ 1481～1482

富草 門原 そまのたわ そまのた王 5294～5302，5307～5333

富草 門原 そまんた そまんた 5303～5304，5322～5326

大下条 平久大窪 そら ソラ
1227～1230，1247～1248，1250，1252

～1256，1267

富草 門原 そらがいと 空垣外 5407～5412，5417

富草 新木田 そらげ そらけ 9868～9872

和合 日吉 そらたいら ソラタイラ 2312

和合 そらだいら さら平 990,991

和合 そらだいら ソラ平 683～684

和合 そらだいら そら平

富草 門原 そらのかいと そらの垣外 5403～5406

大下条 井戸 そりだ ソリ田 1134～1137

大下条 小野 そりだ ソリ田 1581～1586

大下条 早稲田 そりばた ソリ畑 2017～2018

和合 日吉 そわなくぼ そはな久保 1451～1453

大下条 深見 そんて ソンテ 957

大下条 小野 そんて ソンテ 1783

和合 そんて そんテ 2039～2041，2043～2044

大下条 小野 そんで ソンデ 1779

大下条 早稲田 そんで ソンデ 2332～2333

富草 鷲巣 そんで そんで 4793～4796

富草 門原 そんで そんで 5676～5680

大下条 田上吉 そんで ソンデ 626～627

大下条 小中尾 そんで ソンデ 76～77，87～89，840

和合 そんで ソンデ 832，　834

富草 門原 そんでやま そんで（こ）山 5534

旦開 た？で た？で 1775，3726～3727

大下条 小野 たいこつか？ 大小ツカ 1787

富草 粟野 たいざ 對座 2610～2611

旦開 たいざ たいさ 1048

旦開 たいざ たいざ
1049～1051，1053～1056，
1058，1065，1068，1075

旦開 たいざ タイザ
1052，1054～1055，1060～
1061，1066，1069，1078

旦開 たいざ 多いざ 1057，1059，1074－

大下条 平久大窪 たいざ タイザ 1409～1418

大下条 和知野 たいざ タイザ 2359～2361,2371～2382

富草 門原 たいざ たいざ 5201，　5204
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大下条 深見 たいざ タイザ
615～616，619～620，622～632，

665～673

富草 下梅田 たいざ タイザ 8710～8714，8765～8766

旦開 だいざ 䑓座
1046～1047，1062～1065，
1067，1070～1073，1076～
1077、1079

富草 鴨目 たいざばた 対座畑 6704～6712，7163

富草 鴨目 たいざやま 対座山 7240～7252

富草 鴨目 たいし 太子 6753

大下条 川田 だいじゃぶち 大蛇淵 114～118

和合 日吉 だいじゃぶち？ 大蛇淵 1345，1346，1348～1361，1363～1375

富草 粟野 だいじゃぼち 大ジャボチ 4359～4361

富草 粟野 だいじゃぼっち 大ちゃぼっち 4362～4365

富草 門原 だいせんどう？ 大せんどう 5547

富草 浅野 だいとう 大東 6448

大下条 早稲田 だいにち 大日 2452～2455

大下条 早稲田 だいにちとうげ 大日峠 2403～2406

大下条 和知野 だいにちやしき 大日屋敷 1888～1894

大下条 井戸 だいにちやま 大日山 1101

大下条 早稲田 だいにちやま 大日山 2491

大下条 和知野 だいびゅうかいと 大ビュウカイト 2127～2131

旦開 たいまつめん 松明免 2648

大下条 和知野 だいみょうじんした 大明神下 1576～1579

富草 粟野 だいもん 大門 4219～4238

和合 だいもん 大門 544～545，558

大下条 平久大窪 だいもん ダイモン 560～569

大下条 深見 だいもん 大門 576～580

富草 雲雀沢 だいもん？ 大門 1847

富草 鴨目 たかいしかけ 高石かけ 6618～6619

大下条 平久大窪 たかき 高木 423～434

大下条 平久大窪 たかぎだ タカギ 1213～1215

大下条 平久大窪 たかぎだ 高木田 186～187

旦開 たかしろ？ 高城 3607

和合 たかぞれ タカゾレ

富草 大島 たかだ 高田 308～310

大下条 川田 たかど 高戸 1765～1768

大下条 大那木 たかのす タカノス 3198～3204

和合 たかはし タカハシ 410

和合 たかはし 高橋 411

富草 浅野 たかばやし 高林 6032

大下条 平久大窪 たかまち 高町
1370，1372～1388，1392～
1396

大下条 千木 たがみだ 田上田 87，　89

和合 たかやま 高山 623，　687
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富草 新木田 たからくぼ 宝久保 8963～8967

和合 たからば 宝場
1895～1897，1996～1999，
2002

大下条 平久大窪 だきいし ダキ石 1039，　1042

大下条 田上吉 たきがひら タキガヒラ 869～871

旦開 たきがほら 瀧カ洞 2182

旦開 たきがほら 瀧ヶ洞
2168，2177～2181，2185～
2186

和合 たきざわ タキ沢 231

和合 たきざわ タキザワ 240～241

大下条 深見 たきのいり 滝ノ入 1605～1615

和合 たきのいり 滝の入 1921～1922

旦開 たきのいり たきの入 742～743，761

旦開 たきのいり 瀧ノ入
744，746，748～760，762～
769，774～775

富草 浅野 たきのうえ 瀧ノ上 6106

大下条 早稲田 たきのうえ タキノ上 1977～1991

富草 下梅田 たきのうえ タキノ上 8507～8509

大下条 早稲田 たきのくち タキノ口 1889

富草 門原 たきのくち たきの口 5827～5833

富草 門原 たきのくち 瀧ノ口 5840～5841

富草 門原 たきのぐち 瀧之口 5781

大下条 大森平石 たきのさわ たきのさわ 2739

富草 鷲巣 たきのさわ 滝ノ澤 4923～4924，4928～4933

富草 浅野 たきのさわ 瀧ノ澤
6107～6113，6141～6144、6147～

6151

大下条 田上吉 たきのもと 瀧ノ本 482～483

富草 鴨目 たきのもと 瀧ノ本 7540～7548

富草 下梅田 たきのもと タキノ本 8308～8311，8316～8335

富草 下梅田 たきのもとかわら 瀧ノ本川原 8312～8315

大下条 和知野 たきば タキバ 1663～1664？

大下条 深見 たきば タキバ 836～864

富草 梅田 たくすさ（け）？ タクスサ（け） 7980

旦開 たぐちとうげ 田口峠 3721

富草 下梅田 たくな タクナ 8787～8788，8796～8797

富草 新木田 たくなさわ たくな澤 9302～9312

富草 下梅田 たくなまえだ タクナ前田 8784～8786

大下条 平久大窪 たけ タケ
1101～1105，1112～1126，1129～

1140

富草 古城 たけおか 竹岡 1878

富草 古城 たけこし 竹越 1904～1906

富草 古城 たけこし 竹越 2091～2092，2094～2100

大下条 川田 たけごし 竹腰 648～653，943～956

富草 門原 たけした 竹下 5646

大下条 和知野 たけぞうわ タケゾウワ 2197
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大下条 和知野 たけぞうわ 竹蔵輪 2205

大下条 千木 たけのうえ 竹ノ上 45

富草 鴨目 たけのうえ 竹ノ上 7428～7432

富草 大島 たけのうしろ 竹ノ後 463～469

富草 大島 たけのうしろけやきうえ 竹後ケヤキ上 470

富草 大島 たけのうしろなかぎれ 竹後中切 472～476

富草 大平 たけのうち 竹ノ内 884～879

大下条 平久大窪 たけのくら タケノクラ
1141～1152，1154，1322～
1324

大下条 御供 たけのこし 竹ノ腰 2014

大下条 御供 たけのこし 竹ノ越 2001～2006，2008，2013，3417～3418

大下条 大那木 たけのこし 竹ノ越 3885～3887

富草 門原 たけのこし 竹のこし 5172，5180～5183

富草 大島 たけのさわ 竹ノ澤 98～101

富草 大島 たけのさわ 竹ノ澤 159～161

富草 大島 たけのした 竹ノ下 254～260

富草 鴨目 たけのした 竹ノ下 6754

大下条 川田 たけのした 竹ノ下 1747～1748

大下条 早稲田 たけのした 竹ノ下 2006～2007

和合 帯川 たけのしり たけのしり 1742～1744

富草 大平 たけのはな 竹ノ花 880～882

大下条 小野 たけのはな 竹ノハナ 1383

富草 門原 たけのはな 竹の花 5932～5936

富草 新木田 たけのはな 竹の花 9215～9219

富草 大島 たけや 竹屋 485

大下条 中谷 たけや 竹屋 2406

大下条 小野 たこいわ タコ岩 1557～1558

和合 帯川 たこおす 凧をす 1767

大下条 和知野 たした 田下 2254

和合 だしやはた 出しや畑？ 1802

富草 粟野 たしょね 他生根 2789～2798

富草 大平 たじり 田尻 922

大下条 小野 たじり 田尻 1784

大下条 和知野 たじり 田尻 1962

大下条 和知野 たじり 田尻 2204

和合 日吉 たじり 田尻 1608，

和合 たじり 田尻 2006～2007，2010，2878

富草 鴨目 たじり 田尻 7328～7334

富草 鴨目 たじりうしろ 田尻後？ 6719

和合 帯川 たしろ 田代
1706，1712～1713，1715，1717，

1721，1727，1730，1738

富草 浅野 たしろ タシロ 6162～6175

大下条 平久大窪 たしろざわ 田代沢 503～505

大下条 和知野 ただしばやし タダシ林 1552
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和合 たためき たためき 1137

和合 だち だち 1865

大下条 和知野 たちみち タチミチ 1916～1917

大下条 和知野 たちみち 立ミチ 2106～2107

富草 門原 たつなば？ たつなば？ 5602～5604

和合 日吉 たつまのさわ たつまの沢 1334

和合 日吉 たてしょうじ たてしょうじ 2644～2645

大下条 大森平石 たてばた たテ畑 2740

富草 雲雀沢 たてみち タテミチ 1660～1661

大下条 川田 たてみち 立道 161,116,141,664

和合 たてむね たてむね 955

大下条 平久大窪 たてや タテヤ 911～915

大下条 大森平石 たなか 田中 2674～2676

和合 日吉 たなせ 棚瀬 1554，　1569

富草 鷲巣 たなだ たな田 4696～4699，4703～4712

大下条 小中尾 たねいり 田袮入 305，312～316，327，343～347

大下条 小中尾 たねいり タネ入 317，

大下条 小中尾 たねいり 田ネ入 318～326，338

富草 大平 たねだ 種田 971～976，981～982

大下条 平久大窪 たねだ タネダ 784～785，793～822

大下条 平久大窪 たねださわひら 種田沢ヒラ 973

大下条 平久大窪 たねだじり タネダジリ 950～965，960～972，

富草 大平 たねだとちぼら？ 種田朴洞 980

富草 大平 たねだみちした 種田道下 979

和合 日吉 たねほら 多袮洞 1199～1202

和合 帯川 たのいり 田の入 1771

和合 日吉 たのくち たの口 2642

大下条 大森平石 たのくち 田ノ口 2789

富草 門原 たのくち 田ノ口 5367

富草 新木田 たのくち 田の口 9249

大下条 小野 たのくち 田ノ口 1372～1373

大下条 御供 たのくち 田ノ口 2032～2040

大下条 御供 たのくち 田ノ口 2085～2089

大下条 和知野 たのくち 田ノ口 2265～2266

和合 たのくち 田ノ口
300～302，1644，1728～1729，1885，

2145

大下条 川田 たのくち 田ノ口
617～624，1668～1669，1676～

1679

和合 日吉 たのくち 田ノ口

和合 日吉 たのくち たの口

和合 日吉 たのしま 田の嶋 1224～1232

和合 たのしり 田ノシリ 2076

和合 たのまわり 田の廻り 2077，2142，　2147

富草 鴨目 たばこだ 莨田 7009



63 / 116 ページ

和合 たばた タバタ 882

和合 たばた たばた 879～881，905～908

旦開 たまだしんでん 玉田新田 431～436

大下条 大那木 ためいけうえ 溜池上 3795

大下条 和知野 ためいけのうえ 溜池ノ上 1759～1760

旦開 たや タヤ 332,339－

旦開 たや たや 333、338～341

大下条 川田 たゆうづくり 太夫作 247～254,264

大下条 小野 たらわき タラワキ 1592～1593

旦開 たるがほら 樽ヶ洞 2300～2302，3725

大下条 大那木 たるした たる下 3185～3186

大下条 川田 たるのうえ タルノ上 1204～1214

富草 鴨目 たるばやし タル林 7355

和合 たるほら たる洞 508～510

和合 たるほら タル洞 510～511

和合 日吉 たろがさわ たろが沢 2606

和合 日吉 たろがさわ タロガサワ 2609

和合 たわ 多わ 780

和合 帯川 たわ たわ 1704～1705

大下条 大森平石 たわ タワ 3153～3157，3193～3195

富草 門原 たわ た王
5012～5015，5055～5056，5062～

5063

富草 浅野 たわ た王 6134～6136

富草 浅野 たわのそと タハノ外 6137～6140

和合 たんずく タンヅク 82

富草 鴨目 たんどう タントウ 7535～7536

富草 鴨目 だんどうばた だんどう端 6557～6520

大下条 田上吉 ちぎだ 千木田 652～653

大下条 深見 ちぎばた チギバタ 194

大下条 小中尾 ぢのかみ 地ノ神 244～245

富草 鷲巣 ちやがくぼ ちやが久保 4819～4826

大下条 小中尾 ちゃどう チャドウ 99，126～127，139，166

富草 大平 ちゃのきばた 茶木畑 961

富草 古城 ちゃのきばた 茶ノ木畑
1901～1903，1914～1915，1922～

1923

大下条 平久大窪 ちゃのきばた 茶ノ木畑 1480，1507，1509～1513

大下条 深見 ちゃのきばた 茶ノ木畑 1633～1637

大下条 田上吉 ちゃのきばた 茶ノ木畑 730～731

富草 門原 ちゃのきやま 茗木山 5355

富草 粟野 ちゃばた 茶畑
3679～3685，3710～3720，3723～

3727

大下条 千木 ちゃばた 茶畑 140

大下条 平久大窪 ちゃばた 茶畑 1352

富草 浅野 ちゃばた 茶畑 6521
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大下条 小野 ちゃばた 茶畑
1698，1723，1830～1831，2166，2185

～2189

富草 鴨目 ちゃばた 茶畑 7562～7564

和合 ちゃばたけ 茶畑
417～４２８，818～820，1541～1542，

1672，1702

和合 ちゃばたけ 茶畑

大下条 千木 ちゅうざぶろうぐち 忠三郎口 64

大下条 井戸 ちょうさえもんがいと 長左エ門垣外 1115～1116

大下条 深見 ちょうざぶろうばた 長三郎畑 621

富草 鴨目 ちょうすけばた 長助畑 6918

富草 梅田 ちょうせんぼう？ 長千坊 8085

大下条 川田 ちょうぞうがいとした 長蔵垣外下 1655～1657，1693～1695

大下条 千木 ちょうぞうやしき 長三ヤシキ 142

和合 帯川 ちんぼういわ ちんぼいわ 1765

旦開 つががほら 栂ヶ洞
2238～2253，2264～2271，
2273～2276，2281～2292

大下条 小野 つかね ツカネ 1845

大下条 大那木 つかね ツカネ
3912，3915～3920，3932～
3934

和合 つがの ツガノ 20，　21

富草 鴨目 つがのした すが（か）の下 7353～7354

旦開 つがほら 栂洞
2254～2263，2272，2277～
2280

富草 大島 つかもと 塚本 563～564

富草 大平 つかもと 塚元 809～813

大下条 和知野 つかやかいと ツカヤカイト 2096～2101

富草 粟野 つかやま 塚山 2909～2910

富草 粟野 つがやまうえ 栂山上 2550～2564

大下条 平久大窪 つきおしま 月尾島 982～989，993，996～1015

大下条 平久大窪 つきおしまじり 月ヲシマ尻 980～981

富草 粟野 つじ 辻 2579

大下条 平久大窪 つじ 辻 728

大下条 早稲田 つじ ツジ 2048

和合 つじ 辻 1827，　2102

大下条 田上吉 つじ 辻 638～639，791，1081

富草 鴨目 つじ 辻 6699～6700

旦開 つじがさわ 辻ヶ沢
1526～1527，1546～1637，
1639，1642，1767～1768

旦開 つじさわ 辻沢 1525

富草 大平 つじした 辻下 1117

和合 つじした 辻下 2094

大下条 早稲田 つじした 辻下 2231～2232

富草 恩沢 つじた 辻田 701～702

旦開 つじた 辻田
1277～1307，1334～1337，
1342～1359，1367～1400
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富草 鴨目 つじた 辻田 6919～6920

富草 鴨目 つじた 辻田 7220～7222

旦開 つじだ 津地田 1341～1342

富草 大平 つじのした 辻下 869～871

富草 門原 つしまやま 津島山 6015～6017

富草 古城 つじもと 辻本 2251

旦開 つたのき 蔦ノ木 3080～3104

大下条 井戸 つたのくち 蔦ノ口 1102

大下条 中谷 つつみ 堤 2578～2579，2598

大下条 深見 つつみした ツヽミ下 192

大下条 深見 つつみした ツツミシタ 1159～1160

富草 新木田 つつみした 堤下 9035～9038

富草 鴨目 つつみだ 堤田 7231，　7617

富草 梅田 つつみだ 堤田 8034～8036

富草 大島 つつみのほら 堤ノ洞 631，682～683

大下条 川田 つつみばやし 堤林 297～322,355～359,363～373

富草 新木田 つつみやま つヽみ山 9058～9064

和合 日吉 つなさげば つなさげバ 1344

富草 梅田 つばきのき 椿の木 8031～8032

和合 つぶれごや ツブレ小家 12

和合 日吉 つまぐり つまぐり 1457～1462

富草 雲雀沢 つめのうしろ 爪ノ後 1758～1774

富草 古城 つめのうしろ 爪ノ後 2164？

富草 梅田 つるがやしき 鶴ヶ屋敷 7728～7732

大下条 早稲田 つるね ツルネ 1963

大下条 大森平石 つるね ツルネ 3139，　3141，3143

大下条 大那木 つるね ツルネ 3824～3828，3831～3832

大下条 田上吉 でぐち 出口 833

大下条 小野 でぐち 出口 1730

和合 日吉 でぐち 出口 2676

大下条 和知野 でぐち 出口
1861～1872,1879～1880,1883～

1886

大下条 大那木 でぐち 出口 3716～3717，3785

和合 てら 寺 521

大下条 深見 てら 寺 1363

大下条 早稲田 てらお 寺尾 2086～2097，2099

大下条 田上吉 てらかいと 寺カイト 757

大下条 早稲田 てらかいと 寺カイト 1910，1928～1929

大下条 田上吉 てらかいと 寺開土 698～699，759

大下条 和知野 てらがいと テラガイト 2165～2167

大下条 田上吉 てらがいと 寺垣外 756，758～760

大下条 深見 てらぎし 寺岸 1372～1373

大下条 川田 てらさか 寺坂 537～543,546ﾉ1,2,6
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和合 日吉 てらじ てらじ 2693～2699，2769

富草 大島 てらだ 寺田 650～652

富草 粟野 てらだ 寺田 2983～2985，2992～2996

和合 てらだいら 寺平 80

大下条 深見 てらのうしろ 寺ノ後 1368～1371，1425

大下条 深見 てらのまえ 寺ﾉマエ 1361，1364～1367

富草 粟野 てらばやし 寺林 4347

和合 てらやしき 寺屋敷 270

大下条 大那木 てらやしき テラヤシキ 3219，3235～3238

大下条 平久大窪 てらやしき 寺ヤシキ 754，　771

富草 大島 てらやま 寺山 162～164

旦開 てらやま 寺山 1121

富草 大島 てらやまひがしだいら 寺山東平 171

大下条 平久大窪 てろう テロウ 917～935，940～942

富草 鴨目 てんぐのもり 天狗ノ森 7097～7101

大下条 平久大窪 てんぐはな 天狗鼻 177

富草 大平 てんじくばた 天竺畑 1091～1092，1094～1096

大下条 和知野 でんじゅうざか 伝十坂 1750～1751

大下条 大那木 てんじんやま 天神山 3289，3298～3299，3303

大下条 千木 でんぞうだ 伝三田 98～101

富草 鴨目 でんぞうばた 伝蔵畑 7023～7024

和合 日吉 でんださわ デンダサワ 2551，2556～2557

和合 日吉 でんだばた 傳田畑 1282～1286

大下条 川田 てんのうき 天王木 346～349,761～775

大下条 田上吉 てんのうやま 天王山 549，　551

大下条 小中尾 てんばく テンバク 33，　78

大下条 深見 てんばく 天白 986～991

和合 てんぱく 天白 451

大下条 深見 てんぱく テンハク 1166～1169，1172～1182

大下条 和知野 てんぱく 天伯 2168～2190

大下条 大那木 てんぱくうしろ 天白後 3839

富草 雲雀沢 でんべえやしき 伝兵ヱ屋敷 1570～1573

大下条 平久大窪 といぐち トヒグチ 472，474～476

大下条 平久大窪 といぐちみちした トヒグチ道下 477

和合 日吉 といくぼ といくぼ 2776

和合 日吉 といくぼ トイクホ 2777

大下条 小中尾 といけ 戸井ケ 357，369，401～402

大下条 早稲田 といしぼら 砥石洞 2479～2486

富草 粟野 といば 鳥井場 2620～2631

富草 雲雀沢 とういんだ トウインダ 1266～1267

富草 雲雀沢 とういんだ とうゐんだ 1325～1326

富草 雲雀沢 とういんた？ 道陰田 1228～１２３1
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大下条 井戸 どうがいと 道垣外
1042ﾊ，1051，1069～1075，
1081

大下条 井戸 どうがいとひかげやま 道垣外日陰山 1042，　1043

大下条 井戸 どうがいとやまひかげ 道垣外山日陰 1041

富草 粟野 とうがへり とうがへり 4293～4306，4309～4334

富草 大平 とうげ 峠 1099～1100，1112

大下条 平久大窪 とうげ 峠 48

大下条 小中尾 とうげ トウゲ 362

和合 とうげ とうげ 676

旦開 とうげ 峠 3722

大下条 平久大窪 とうげ 峠
1231～1232，1249，1251，1268，

1270，1487

和合 日吉 とうげ 峠
1249～1251，1255～1259，2042，

2821，2862～2872

大下条 深見 とうげ 峠 1598，1599，1601～1604

大下条 大森平石 とうげ 峠 2886～2887，2900，3029

大下条 小中尾 とうげ 峠 361，363，365，385，981，1076～1078

富草 門原 とうげ とうげ 5612～5616，5625～5634

富草 門原 とうげ とうげ 5914～5924

富草 浅野 とうげ 峠 6415～6417，6433～6438

富草 鴨目 とうげ 峠 6960～6961

富草 下梅田 とうげ 峠 8108～8110

富草 下梅田 とうげ 峠 8743～8749

大下条 川田 とうげ 峠 95～100,102～103,106

和合 日吉 とうげ 峠

大下条 平久大窪 とうげそと 峠外 1108

大下条 平久大窪 とうげばた 峠畑 46～47

大下条 小野 とうげばやし 峠林 1563

富草 浅野 どうざか 堂坂 6471～6473，６５０５

大下条 深見 とうじ トウジ 469，　465？

大下条 深見 とうじ トウジ
747～753，758～777，779～780，

785，787～796，803，813～814

和合 日吉 とうしば とふしば 2945

大下条 小中尾 とうしはた トウシ畑 145，　147

大下条 深見 とうじばた トウジ畑 564

大下条 平久大窪 どうじゅうぼった ドウジウボッタ 2～4

大下条 平久大窪 どうじょう どうでう 610～615，713～715

和合 どうじょうさわいり 道場沢入 18，　24

和合 どうじょうばた どうじょう畑 1115～1119

和合 どうじょうばた 道場畑 25～37

旦開 どうしんだ 同心田 708～713

富草 粟野 とうすみ とうすみ 2280～2286

富草 古城 とうすみばた とうすみ畑 2277～2278

富草 古城 とうせんばた とうせん畑 2279
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大下条 平久大窪 どうとうたいら どうどう平
236～237，240～241，259～261，267

～271，273，275

大下条 平久大窪 どうどうだいらいのうえ 百百平井ﾉ上 238～239

大下条 平久大窪 どうどうだいらさわばたどうどう平沢端 272，　274

大下条 平久大窪 どうどうだいらみちうえ ドウドウ平道上 262

大下条 平久大窪 どうどうだいらみちした ドウドウ平道下 263～266

大下条 平久大窪 どうとく ドウトク 1020

大下条 早稲田 どうどだいら？ 道ド平 2584

旦開 どうのうえ 堂ノ上 1100～1111

大下条 平久大窪 とうのかんのんぼら 登ノ観音洞 683～686

旦開 どうのこし 堂之腰 2480～2482

旦開 どうのさわ 堂ノ沢 3724

旦開 どうのした 堂ノ下 1089～1091

大下条 深見 どうのした ドウノ下 478～499

富草 粟野 とうのす とふのす 4087～4089，4095

富草 粟野 どうのまえ 堂ノ前 3184～3185

富草 門原 どうのもと 堂の本
5100～5101，5114～5115，5207～

5217

大下条 田上吉 どうはんだ 道半田 619

富草 下梅田 とうふや 豆腐屋 8792

富草 粟野 どうほ 堂保 2906～2908，2911～2919

富草 粟野 どうほう 堂法 2855～2860，2864

大下条 小野 どうまん ドウマン
1246，1250～1251，1253～
1254

大下条 小野 どうまんぐち ドウマン口 1243～1245，1255～1258

大下条 小野 どうまんじり ドウマン尻 1259

大下条 早稲田 とうみだいら トウミ平 2583

旦開 とおじあげ とふじ阿げ 2

旦開 とおみちはら 遠道原 3445～3494

富草 大島 とおりあぜ 通畦 545

富草 鴨目 とおりあぜ 通リ畦 6748～6749

大下条 川田 とおりくろ（あぜ）？ 通リ畔 1672～1673

大下条 川田 とおりくろしたのきり？ 通リ畔下ノ切 1674～1675

富草 新木田 とおりぜしもまえだ 通リゼ下前田 9262～9266

大下条 小野 とかじょう？ トカ上 1527～1529

和合 日吉 とがやま 栂山 1170

旦開 とくあん 十九庵
214～216，308～312，347～
356，379～398

大下条 千木 とさかいわ トサカ岩 177～178

和合 とちがしま とちがしま 721，　725

和合 とちがしま トチガシマ 721～724，726～733

旦開 とちがほら 栃ヶ洞 2311～2321

旦開 とちがほら 杤ヶ洞 3175～3178

和合 帯川 とちざわ とち沢 1699～1700
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和合 日吉 とちした トチシタ 2622

旦開 とちだな とち棚 773

旦開 とちだな 栃棚
771～772，883～885，887，889
～893

旦開 とちだな トチダナ 886，888－

大下条 小野 とちのき（もと）？ 栩ﾉ木（本）？ 1270，1428～1430

和合 とちはげ とちはげ 958,959

富草 大島 とちほら トチホラ 645

富草 大島 とちほら 栩洞 646

富草 大平 とちぼら 杤洞 1114～1115

大下条 小野 とちぼら トチボラ 1842

大下条 深見 とちぼら 栃洞
1266～1268，1291～1292，1297～

1310，1319～1320，1484～1499

大下条 川田 とちぼら トチ洞 1670～1671，1815～1820

和合 帯川 とちぼら とち洞 1706，　1708

旦開 とちぼら 杤洞
2905～2937，2947～2964，
3069

大下条 平久大窪 とちぼら トチボラ 506～508

富草 門原 とちぼら とち洞 5588～5590，5599～5601

富草 鴨目 とちぼら とち洞 6713～6718，6777～6781

富草 大島 とちぼらさいのかみ 栩洞幸ノ神 688

大下条 川田 とっぱら 鳥原 85～94

富草 鴨目 とっぱらざか 鳥原坂 7516

大下条 和知野 どどひら 百々平 1592～1596，1706

富草 新木田 とどめき とヾめき 9383～9400

大下条 田上吉 となくぼ トナクボ 908～910，913～931

大下条 大那木 となりや 隣屋 3364

富草 新木田 とのいり 殿入 9551～9553，9556

富草 鴨目 とのがいと 殿垣外 6756～6758，6760～6764

富草 鴨目 とのがいとじり 殿垣外尻 6630

富草 鴨目 とのがいとじり 殿垣外尻 6767～6769

富草 梅田 とのむら 殿村 7655～7656

大下条 早稲田 とのむらじり 殿村尻 1885～1888

大下条 早稲田 とのむらじり トノムラ 1975～1976，1978

旦開 とのやしき 殿屋敷 2775～2779

大下条 川田 どば 渡場 902～909

大下条 田上吉 どばし 土橋
738～739，749～753，774～
775

大下条 田上吉 どばし 土バシ 753ﾛ

旦開 どばやし 土林 2884～2892，2938～2946

富草 鷲巣 とびがす とびがす 4925～4927

大下条 平久大窪 とびたやま 飛田山 1079

富草 梅田 とびのす とひのす 7915

富草 鷲巣 とびのす とびのす 4856～4861，4864～4875
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和合 日吉 ともこやば ともこやば 1555

富草 粟野 とや 鳥屋 2423

富草 粟野 とや 鳥屋 2612

和合 日吉 とやがだいら とやが平 1463～1464

和合 とやがひら とやがひら 1149

和合 とやがひら とやがひら 1143～1144

富草 粟野 とやね とやね
4197～4203，4197～4203，4277～

4279

大下条 川田 とやね 土屋根 296

大下条 平久大窪 とやね トヤネ 1184

大下条 平久大窪 とやね トヤ子 1234

大下条 早稲田 とやね トヤネ 2112

大下条 小野 とやね トヤネ 1706，2167～2168

大下条 御供 とやね 登山(屋）根？ 2062～2064

大下条 御供 とやね トヤネ 2109～2114

大下条 川田 とやね 鳥屋根 271,　391,(296）

大下条 小中尾 とやね トヤネ 38～44，841～842

富草 鴨目 とやね トヤネ 6998～7001

富草 鴨目 とやね トヤネ 7400～7402

富草 梅田 とやね トヤネ 7723～7739

大下条 田上吉 とやね トヤネ 805～806

富草 下梅田 とやねたいら トヤネ平 8815～8824

大下条 小野 とやねどおり トヤネ通リ 1241

富草 鴨目 とやのね とやノ根 6992～6995

大下条 大森平石 とやのもり トヤノ森 3066～3079

富草 古城 とやば と屋ば 1955

大下条 小野 とやば トヤバ 1271，2165，2191～2192

大下条 千木 とやば トヤバ 138～139

大下条 大那木 とやば トヤバ
3220～3226，3233～3234，3240～

3244

大下条 深見 とやば トヤバ 477～480，482～486

富草 梅田 とややま トヤ山 7922～7930

富草 粟野 とよあらし 樋荒シ
2475～2478，2484～2486，
2492

富草 鴨目 とよがさわ 樋ヶ澤 6589～6606，6614～6617

富草 鴨目 とよがさわうわぎり 樋ヶ沢上切 6610

大下条 川田 とよのくち 樋ノ口 1749

旦開 とよのくち トヨノ口 328～330

和合 とよのくぼ トヨノ久保 262，265，267，　275

富草 雲雀沢 とよばやし 樋林 1852

富草 下梅田 とりあみだ？ トリアミ田 8484～8487

大下条 田上吉 とりいのまえ 鳥居ノ前 616～617

富草 粟野 とりいば 鳥井場 2343～2346

富草 粟野 とりいば 鳥居場 2424



71 / 116 ページ

大下条 田上吉 とりいまえ 鳥居前 695

旦開 とりいもと 鳥居本
2828～2829，2834～2851，
2871，2894～2895

旦開 とりいもと 鳥井本
2872～2883，2893，2896～
2904

富草 粟野 とりかけ 取かけ 2963～2967

大下条 田上吉 とりでやま 鳥出山 843

大下条 千木 とりでやま トリデ山
147～162，164～176，218～
225

大下条 川田 とりとで？ 鳥渡出 1618～1619

大下条 平久大窪 とりのこだ トリノコダ 1056～1058

和合 どろだち どろだち 817

和合 とんきり トン切 807

和合 どんきり ドン切
798～800，803～804，807，985～

987，994，996～1000

和合 どんきり どん切 801～802，992～993，995，998

和合 どんぎり ドンギリ 806

和合 どんぎり どん切 1006

和合 どんきりむかい どん切向 796

和合 どんきりむかい ドン切向 797

和合 日吉 どんじろ どんじろ 1304～1316，1319～1329

和合 日吉 どんじろひかげ どんじろひかげ 1289

富草 鴨目 どんど どんど 6728～6731

大下条 井戸 とんな トンナ 1143

大下条 御供 とんや 問屋 1981ﾉ2，　3

和合 ないとわ？ ないとわ 1939，1941～1942

大下条 千木 ながいし 長石 74

富草 鷲巣 なかいんきょ 中隠居 4662

富草 鴨目 なかうっぷき 中打吹 6611～6613

富草 鴨目 なかうっぷき 中うつふき 7579～7586

和合 なかお 中尾 624～626，1336

富草 大平 なかか 中カ 906

和合 なかがいと 中垣外 1969～1970

富草 門原 なかがいと 中垣外 5144～5153

富草 鴨目 なかがいと 中垣外 6833～6834

富草 下梅田 なかがいと 中垣外 8249～8254

和合 なかがきのそと 中垣之外 1971～1973

大下条 深見 なかがら ナカガラ 1119～1122

富草 大島 なかがわら 中川原 347～350，353～355

富草 雲雀沢 なかがわら 中川原 1692～1694

旦開 なかがわら 中川原 407～408

富草 鴨目 なかがわら 中川原 6641～6654

富草 大島 ながくぼ 長久保 423

富草 大平 ながくぼ 永久保 1097
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大下条 平久大窪 ながくぼ 長窪 1190

和合 ながくぼ 長久保 2066

和合 なかご ナカゴ 896

和合 なかご なかご 890，903，　909

和合 日吉 なかこばた 中小畑 1331～1332，1342

和合 日吉 なかごやした 中小屋下 1296～1297

大下条 小中尾 なかざらた 中ザラタ 234～235

大下条 井戸 なかしま 中シマ 1210～1215

旦開 なかしま 中島 2522～2525

富草 古城 なかじま 中島 2226～2231

大下条 早稲田 なかじま 中島 2384～2385

大下条 田上吉 なかじま 中島
484～489，893～897，902～
907

富草 門原 なかじま 中じま 5964～5965

富草 下梅田 なかじま 中島 8384～8389

和合 なかじま 中島 93～94，1001～1002，2405

和合 なかじま 中島

和合 日吉 なかじま 中島

大下条 川田 なかじまやま 中島山
1648～1649，1651～1654，
1828

富草 大島 なかせ 中瀬 36～40

富草 大島 なかせ 中瀬 302～307

和合 なかせ 中瀬 2071

和合 日吉 なかぜ 中ぜ 1518～1522

富草 大島 なかた 中田 14

大下条 田上吉 なかた 中田 700～706

旦開 なかた 中田
846，866～867，909～911，
1012～1019

大下条 深見 なかだいら ナカダイラ 545～550

大下条 川田 なかだいら 中平 601～616

大下条 千木 なかちぎ 中チ木 124

和合 ながつるね 長つるね 698

大下条 小野 ながどおり 長通リ 1432

和合 ながとろ 長とろ 1929～1931

富草 雲雀沢 なかね 中根 1195～1202

富草 粟野 なかね 中根
3838～3741，3844～3852，3858～

3859，3970～3972，3975～3976

大下条 深見 なかね 中根 1234～1244，1260～1261

大下条 小野 なかね 中根 1433～1439，1443

大下条 早稲田 なかね 中根 2415～2478，2541ﾉ5～9

富草 鷲巣 なかね 中根 4843～4851，4934

大下条 小中尾 なかね 中ネ 50～53

大下条 小中尾 なかね ナカネ 54～75

富草 門原 なかね 中袮 5517～5520
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富草 浅野 なかね 中根 6093～6097

富草 鴨目 なかね 中根 6859～6864

大下条 小中尾 なかね 中根 874～878

富草 鴨目 なかねだいら 中根平 7346～7347

大下条 中谷 なかの 中ノ 2408～2412

大下条 小野 なかのきれ 中ノ切 1832

和合 なかのさわ 仲ノ沢 701～702

富草 鴨目 なかのほら 中ノ洞 7342～7345

大下条 深見 なかのまえ 墓ノ前 721～722

富草 門原 なかのわで 中の王で 5273～5274

富草 粟野 ながはた 長畑 2852～2854，2861～2863

和合 日吉 ながはた 長畑 1595

大下条 平久大窪 ながばた 長畑 108～123，137～139，145

富草 新木田 ながばた 長畑 8844～8846

大下条 平久大窪 ながはたしり 長畑尻
164～165，168～170，172～176，180

～184

大下条 平久大窪 ながばたじりはやしした長畑尻林下 223

富草 門原 なかばやし なか林 5939

大下条 平久大窪 ながばやし 長林 511，513，　1508

富草 鴨目 ながばやし 長林 7549～7550

大下条 和知野 ながばやしかみひがしむき長林上東向 1521

大下条 平久大窪 ながばやしした 長林下 512

大下条 平久大窪 ながばやしにしむこう 長林西向 814

富草 大島 なかはら 中原 351～352

富草 古城 なかはら 中原 2021～2044

富草 粟野 なかはら 中原 2637，2696～2701

和合 なかはら 中原 931

富草 浅野 なかひがし 中東 6427

富草 梅田 なかひるさわ 中ひる澤 7747～7748，7802～7803

富草 鴨目 なかぼら 中洞
7381～7388，7395～7398，7404～

7405

富草 鴨目 なかぼらうしろ 中洞後 7357

富草 鴨目 なかまつほら 中松洞 6962～6964，6972～6985

富草 大島 なかや 中屋 492

大下条 大森平石 なかや 仲屋 2968

富草 鷲巣 なかや 中屋 4682

大下条 大那木 なかや 中屋 3897～3899

富草 新木田 なかや 中屋 9600～9601

大下条 中谷 なかやだ 中谷田 2493～2498

和合 日吉 なかやま 仲山 2465

和合 なかやま 中山
787～788，790～792，1018～

1019，1217～1219，1588～1589

和合 日吉 なかやま 中山

旦開 なかやまいばやし 中山井林 3720
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富草 新木田 なかろっぴゃくめ 中六百目 9151～9152

大下条 田上吉 なぎ ナギ 496

大下条 井戸 なぎ ナギ 1181

大下条 深見 なぎ ナギ
188～189，300～302，317～323，

330

富草 鴨目 なぎ なぎ 6856～6858

大下条 大那木 なぎいわ 崩岩？ 3213～3218

大下条 平久大窪 なぎさわ ナギサワ 367

大下条 和知野 なぎさわ ナギ沢 1538～1542，1544

富草 古城 なぎした なき下 2196～2199，2210

富草 門原 なぎした なき下 5968～5969

富草 雲雀沢 なきじり ナキ尻 1466

富草 雲雀沢 なきじり ナキ尻 1752～1757

富草 古城 なぎじり なき尻 2255～2260

大下条 小野 なぎじり ナギジリ 1959～1760

富草 浅野 なぎじり なぎじり 6199～6201

富草 古城 なぎた なき田 1871～1877

大下条 御供 なぎた ナギタ 2162～2177

富草 古城 なぎだ なき田 2205～2207

富草 下梅田 なぎだ ナギダ 8297

富草 下梅田 なぎだ ナギ田 8420～8436

富草 新木田 なぎだ ナギ田 9122～9125

富草 新木田 なぎだ 那木田 9134～9137

富草 新木田 なぎなか なき中 9681～9710

旦開 なぎのもと ナキノ本 1971

旦開 なぎのもと なきの元 1969～1970，1989

旦開 なぎのもと なぎの元 1984，1987，1999～2000

旦開 なぎのもと なぎの本
634～939，944～949，951～
957，959，991～976

富草 鴨目 なぎのもと なきの元 7419～7422

旦開 なぎのもと ナギノ元
934，950，1974，1982，1985～
1986

旦開 なぎのもと ナギノ本 990，1972，1996～1998

大下条 早稲田 なぎはた ナギハタ 2601，2603～2607

富草 鷲巣 なぎばた なぎばた 4732

大下条 井戸 なぎばた ナギ畑 1157，1159，1178～1180，1182～1184

富草 鷲巣 なぎばた なぎ畑 4734～4737

富草 門原 なぎばた なぎ畑 5803～5808

富草 浅野 なぎばた ナギ畑 6319～6216，6319～6323

大下条 井戸 なぎはたした ナギ畑下 1185

大下条 井戸 なぎはたとうげ ナキハタ峠 1158

大下条 井戸 なぎばたとうげ 那木畑峠 1104

大下条 深見 なぎもとやしき ナキ元ヤシキ 325～326

和合 なし ナシ 686
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和合 なしがだいら 梨ヶ平 376～385，401～405

和合 なしがだいらたのした 梨ヶ平田ﾉ下 375

和合 日吉 なしがほら 梨が洞 2396～2397

和合 なしきだいら 梨木平 2209

大下条 御供 なしざか 梨坂 2143～2144

大下条 大那木 なしのき ナシノ木 3285

和合 日吉 なしのき 梨木 1473～1474

大下条 大那木 なしのき 梨ノ木 3652～3657

大下条 大那木 なしのきざか 梨子ノ木坂 3284

和合 日吉 なしのきした 梨木下 1475

和合 なしのきだいら 梨ノ木平 2219

大下条 平久大窪 なしのきたわ ナシキノキタワ 76～80

大下条 小中尾 なしのきもと ナシノ木モト 236～237

和合 日吉 なだくま なだくま 2941

和合 日吉 なだくま な多くま 2942

富草 新木田 なつやきやま なつ燒山 9875～9877

和合 日吉 なべつるし なべつるし 2227～2331，2332～2333

和合 なみあい 波合 2028～2032

富草 鴨目 なみき 並木 7399

富草 鴨目 なみきした 並木下 7137～7139

富草 大島 なめくり 名目栗 311～312

富草 大島 なめくりうえ なめくり上 275～284

富草 大島 なめくりかわみなみ 名目栗川南 286～289

大下条 平久大窪 なめしだ ナメシ田 103～106

和合 なめらほら なめら洞 1109

和合 なんじゃ ナンジャ 196

和合 日吉 なんじや なんじや 2940

和合 日吉 なんじや ナンジヤ 2936，　2939

和合 なんじゃくだり ナンジャクダリ 195

大下条 千木 にうえもんだ 二右衛門田　 85

和合 日吉 にがうしと？ 苦牛ト 1378，　1380

大下条 大那木 にかわ ニカワ 3435～3436

大下条 田上吉 にごりざわ ニゴリ沢 676～682

富草 恩沢 にし 西 773～774

富草 恩沢 にし にし 776

富草 雲雀沢 にし 西 1535～1540

富草 雲雀沢 にし 西 1745～1746

大下条 平久大窪 にし 西 435～437

富草 鴨目 にし 西 6815～6816

富草 恩沢 にしあげみ？ 西あけみ 766～767

富草 鴨目 にしがいと 西垣外 6814

和合 にしがいと 西垣外 132～133，858～860，2751～2758
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大下条 和知野 にしがいと 西開土
2073～2074,2081～2091,2142,2144～

2150,2161～2162

旦開 にしがいと 西開土
2812～2827，2830～2833，
2852～2853

大下条 川田 にしがいと 西垣外 740～755，756？

富草 下梅田 にしがいと 西垣外 8255～8261

和合 にしがいと 西垣外

和合 日吉 にしがいと 西垣外

大下条 大森平石 にしがくぼ 西ヶ久保 2996～3004

大下条 中谷 にしくぼさわ 西久保沢
2259～2266，2421～2431，2435～

2436

富草 下梅田 にしごうしんびら 西合鴫平 8460～8465，8480～8483

富草 大島 にしざか 西坂 610～613，620～621

富草 雲雀沢 にしざか 西坂 1736～1737

大下条 和知野 にしざわ 西沢 2172～2175,2178～2185

大下条 和知野 にしざわ 西沢 2364～2369

和合 にしざわ 西沢 450，1206～1212，1214～1215

和合 日吉 にしざわ 西沢

富草 雲雀沢 にしじょう？ 西城？ 1743～1744

富草 恩沢 にしだ 西田 764～765

大下条 深見 にしだ ニシダ 1733～1743

旦開 にしだ？ き？し田 894～895

旦開 にしだ？ な？しだ 896～899

大下条 大森平石 にしど 西戸 3168～3169

旦開 にしとうげ 西峠 3723

和合 にしのうえ 西ノ上

旦開 にしのくぼ 西之窪 3693

富草 梅田 にしのくぼ 西ノ久保 7666

和合 にしのくぼ 西ノ久保 960,972

和合 日吉 にしのくぼ 西ノ久保
1596～1600，1609～1615，
1645

旦開 にしのくぼ 西之久保
3691～3692，3694～3695，
3703

富草 梅田 にしのくぼ 西ノ久保 7931，7934，8002～8005，8025～8030

富草 梅田 にしのだいら 西の平 8039

和合 にしのひら 西ノ平 973

和合 にしのひら 西ノ平
243～246，248～257，263～
264

富草 新木田 にしのほら 西の洞 9550

富草 新木田 にしのまえ 西の前 9155～9159

大下条 小中尾 にしはた ニシハタ 222～223，253～255

富草 浅野 にしはた 西畑 6311～6318，6404～6414

大下条 平久大窪 にしぼら 西洞 304

和合 にしみね 西峯
1009，1016，1017，1454，1381
～1384，1386，1387
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和合 日吉 にしみね 西峰

旦開 にしもんまえ 西門前 1113～1119

富草 新木田 にしやま 西山 9188～9193

富草 門原 にじゅうかり 二十カリ 5819～5823

富草 大平 にじゅうがり 二十苅 949～951

富草 下梅田 にじゅうがり 二十苅 8789

大下条 平久大窪 にじゅうがり ニジウガリ 210～211

富草 梅田 にじゅうがり 二十苅 7792～7796

富草 下梅田 にじゅうがり 二十苅 8391～8393

富草 浅野 になたとうげ 日向峠 6288～6293

旦開 にのくら ニノクラ 131

旦開 にのくら 二ノ倉 142～184，191～213

大下条 早稲田 にのさか ニノ坂 2546～2547

和合 にのさわ ニノサワ 7

和合 にのさわ 二の沢 504

大下条 平久大窪 にのしり ニノシリ 974～979

富草 古城 にひゃくごじゅうめね 弐百五十目根 2015～2017

富草 古城 にひゃくごじゅうめほら 弐百五十目洞 1984～1985

大下条 早稲田 にひゃくばた 二百畑 1930

大下条 千木 にひゃくめ 二百目 67

大下条 井戸 にひゃくめ 二百目 1127

富草 鴨目 にひゃくめ 弐百目 7164～7169

和合 にへいねば 仁平根ば 757～758

和合 にへいばやし 仁平林 822

富草 下梅田 にほんぎ 弐本木 8262～8260

富草 下梅田 にほんぎ 二本木 8268～8280

富草 門原 にほんまつ 貳本松 5132～5134

富草 門原 にほんまつ 二本松 5991～5994

大下条 大森平石 にゅうどうばやし 入道林 2973～2974

大下条 平久大窪 にらくぼ ニラクボ 393～403

和合 にらばた ニラ畑 87～88

大下条 和知野 にわかざか（さわ） 俄坂（沢）？
1691～1700，1761～1762，1838～

1849

大下条 小野 ぬた ヌタ 1237，　1240

富草 浅野 ぬたば ぬたば 6509

大下条 大森平石 ぬたば ヌタバ 3102～3104

富草 新木田 ぬたば ぬたば 9727～9729

旦開 ぬま 沼 2479

富草 門原 ぬま ぬま 5981

富草 門原 ぬま ぬま 5159～5162

大下条 川田 ぬまや 沼ヤ 1215～1222

和合 ぬめり ヌメリ
466～467，470～472，479、481、

763

和合 ぬめり ぬめり
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大下条 平久大窪 ぬめりざか ヌメリ坂 1043～1044，1049～1052

大下条 小野 ねいり（はち）？ 根入（八）？ 1776～1778

和合 ねかま 根鎌 100～104

大下条 平久大窪 ねぎばた ネギバタ 26，582～596

大下条 早稲田 ねきや ネキヤ 2243～2244

大下条 平久大窪 ねぎや ネギヤ 479

富草 梅田 ねぎや 袮ぎ屋 8057～8059

富草 鴨目 ねぎやばた 祢宜屋畑 7175

大下条 早稲田 ねこかいと 猫カイト 1894～1909

和合 日吉 ねじこのほら ねじこの洞 1299

富草 浅野 ねずみがいと 鼠垣外 6271～6272

和合 ねどち 根どち 2019～2027

和合 ねひき 袮ひき 22546～2257，2265～2266

和合 ねびき 袮びき 2253～2254，2258～2260

和合 ねびき ネビキ
2255，2261～2263，2267～2271，2276

～2278

和合 日吉 ねぶかだいら ねぶか平 2392

和合 日吉 ねぶかだいら 袮ぶか平 2372，２３８９～２３９１

大下条 平久大窪 ねぼぎ ネボギ 124

富草 鴨目 ねまつ 根松 7136

和合 ねりあいよこ ネリ合横 2302

和合 ねりあいよこ 袮リ合横 2303

富草 粟野 のがみはら 野上原 4344～4346

富草 雲雀沢 のき 軒 1431

大下条 井戸 のき ノキ 1189

大下条 小野 のき ノキ 1755

大下条 平久大窪 のき ノキ 1276～1277，1287，1471

和合 日吉 のき のき 2761～2762

大下条 田上吉 のき ノキ 646～648，976

和合 日吉 のきがいと ノキガイト 2813

和合 日吉 のきざか 軒坂 2371

和合 日吉 のきざか のきざか 2363，　2367

和合 のきば のきば 1007

和合 日吉 のきばた のき畑 2747

大下条 田上吉 のきばた 軒畑 977～980

和合 日吉 のきやま のき山 2765～2768，2844

旦開 のぐち 野口
29，31～37，40～87，141，219
～228，273，274

大下条 小野 のた ノタ 1708，1710～1711

富草 大島 のたかふろ 野高風呂 344～346

富草 大島 のたかふろやまのかみうえ ﾉﾀｶﾌﾛ山ノ神上 426～428

富草 粟野 のたけ 乃竹 2724～2707

富草 雲雀沢 のただ 乃田田 1747～1748

和合 のたのたわ ノタノタワ 386
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富草 大島 のたのひら 乃多の平 266～268

富草 雲雀沢 のたば のた場 1469～1473

富草 雲雀沢 のたば のたば 1493～1502

富草 雲雀沢 のたば 乃たば 1510～1512

富草 雲雀沢 のたば 乃たば 1749～1750

和合 のたば のたば 685

大下条 川田 のたば ノタバ 1418

和合 日吉 のたば のたば 1194～1198

和合 日吉 のたば ノタバ 2860～2861

大下条 田上吉 のたばた ノタ畑 949

富草 大島 のだはら 野田原 667～681

大下条 和知野 のっぴら ノツヒラ 1514～1516，1523～1529

富草 鴨目 のどのあな ノド（ト）ノ穴 7445

大下条 深見 のぼりさか 登坂 1347，　1350

大下条 川田 のま ノマ 1223～1224，1262～1266

大下条 千木 のんべ ノンベ 163

大下条 千木 のんべ ノンバ 31～37

大下条 和知野 は（わ）ぐら ハグラ 1191～1192

富草 鴨目 はいさがり ハヒサガリ？ 7556

富草 梅田 はいやきど 灰焼渡
7720～7722，7737～7739，7779～

7788

富草 浅野 はいやきどう 灰焼堂 6461～6463

富草 梅田 ばいりんじ 梅林寺 7640～7641

大下条 井戸 はかのうえ ハカノ上 1154

大下条 早稲田 はかのうえ 墓ノ上 2561

富草 粟野 はかのした 墓ノ下 2599

大下条 小野 はかのそと 墓ノソト 1658

大下条 深見 はかのまえ 墓ノ前 1413～1414

大下条 深見 はかのまゑ ハカノマヱ 595～598

大下条 和知野 はかばうえ ハカバ上 1821

大下条 和知野 はかばうえ ハカバ上 2244～2245

大下条 和知野 はかばした ハカバ下 1717

大下条 大那木 はかばのうえ ハカバノ上 3935

大下条 小野 はかばまえ ハカバ前 1653～1655，1659

富草 大平 はかまこし 袴越 1015，1020～1025

和合 はきこぎ はきこぎ？ 1846

和合 帯川 はぎだち 萩立 1768，　1918

和合 はぎたて 萩立 1934

大下条 小中尾 はぎとうげ 萩峠 335～337

富草 大島 はぎのはら 萩ノ原 430～433

和合 日吉 はぎのもり 萩ノ森 1287～1288，1290

大下条 田上吉 はぎのもり 萩ノ森 911～912

大下条 平久大窪 はごいつきば アゴイツキ場 481～483，485～486
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和合 はざと はざと 1935

大下条 平久大窪 はざど ハザド 575～581

富草 大平 はざば ハサ場 929～930

大下条 小野 はざば ハザバ
1344～1345，1358～1361，1376～

1377

和合 はざば ハザバ 482，486，482，495～498

大下条 田上吉 はざばだ ハザバダ 637

大下条 大森平石 はじかみ ハシカミ 2858～２８６５

富草 鴨目 はしご はしご 6661

富草 梅田 はしつめ 橋ツメ 7804～7808

富草 門原 はしづめ はしづめ 5236～5243

大下条 大那木 はしのした ハシノ下 3260

富草 雲雀沢 はしのもと 橋ノ本 1656～1659

富草 梅田 はしのもと 橋ノ本 7672

大下条 井戸 はしば ハシバ 1206～1209

和合 はしば 橋場 1943～1944

和合 日吉 はしば ハシバ

旦開 はしば？ はしば？ 1043～1044

大下条 小野 はしばだ ハシバ田 1810～1811

大下条 小野 はしばやま ハシバヤマ 1764

大下条 御供 はずば 筈場 2000～2003，2011ﾉ4

和合 はだかね はだか袮 1061

和合 日吉 はたがみ 畑神 1485，　1845

和合 はたきくだち はたきくだち？ 1924～1926

和合 はたきぐち はたきぐち 1955

和合 はたくぼ 畑久保 713

和合 日吉 はたしり ハタシリ 2782

和合 はたじり 畑シリ 2083

和合 日吉 はたじり ハタ尻 2785

和合 日吉 はたじり ハタジリ 2820

大下条 大那木 はたじり 畑尻 3688

和合 はたじり 畑尻 1951～1952

和合 はたじり 畑尻 2081～2082

旦開 はたじり 畑尻 543～544，547

旦開 はたじり ハタシリ 545～548

富草 大島 はただ 畑田 211～218，220～224

富草 大平 はただ 畑田 840～842

大下条 大森平石 はただ 畑田 2722

富草 鷲巣 はただ 畑田 4733

富草 大島 はただうら 畑田うら 225

富草 大島 はただみずわり 畑田水割 219

大下条 小中尾 はたたやま ハタ田山 263

富草 雲雀沢 はたなか 畑中
1374～1375，1377ﾛ～1379，1391～

1398
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大下条 小野 はたのさわ 畑ノ沢 1406

和合 日吉 はちぐち はち口 2466～2468，2607～2608

和合 日吉 はちぐち ハチ口 2466～2468，2607～2608

和合 日吉 はちぐち はち口

大下条 深見 はちした 鉢下 1157～1158

和合 はちのしろ はちのしろ 　

富草 門原 はちのすけなぎ 八の助なぎ 5529～5530

和合 はちのひら はちの平 10,291,030

富草 鴨目 はちのもり 八ノ森 7078～7087，7085～7091

富草 鴨目 はちのもりとうげ 八ノ森峠 7065～7074

富草 古城 はちべえなぎ 八兵衛なき 2238～2239

富草 粟野 はちまｎ 八幡 2583

和合 はちまき はちまき 507

大下条 早稲田 はちまんじょう 八幡城 2175

旦開 はちまんばら 八幡原
1030～1042，1045，1099，1131
～1156，1167～1182

富草 梅田 はちまんりょう 八万領 7809～7811，7839～7851

大下条 小中尾 はちもり 八森 269，439，523～524

大下条 大森平石 はちもり 八森 2984～2990，3351～3355

富草 恩沢 はちやしき 八屋敷 737

富草 新木田 はちろう 八郎
9713～9719，9736～9842，9844～

9867

富草 浅野 はっしゃくまさ 八尺マサ 6030

富草 鷲巣 はっしょうまき 八升まき 4730

富草 鴨目 はっしょうまき 八升蒔 7215

旦開 はっしょうまき 八舛マキ 929～933

和合 はっちゃく ハッチャク 395～396

富草 大平 はっぴゃくめ 八百目 1059～1067

富草 梅田 はっぴゃくめ 八百目 7773～7777

富草 大平 はっぴゃくめほら 八百目洞 1008

富草 鷲巣 はなざわ 花澤 4906～4908

富草 門原 はなざわ 花澤
4944，5031～5034，5037～5049，5074

～5075

富草 門原 はなざわ 華澤 4945～4983，4985～4999

和合 はなし ハナシ 765

和合 はなし はなし 759～762，764，766

大下条 井戸 はなた ハナタ 1142，1201～1202

大下条 千木 はなた ハナタ 118～120

大下条 和知野 はなた 花田 2076～2080,2176

和合 はなだ ハナダ 153，167～169，171

大下条 井戸 はなたした ハナタ下 1199

大下条 田上吉 はなたて 花立 733～735，818，828～832

大下条 田上吉 はなのきざわ 花ノ木沢 408～409，411～416

大下条 小中尾 はなのきざわ ハナノキザワ 6～9
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大下条 田上吉 はなのきざわ 花ノ木沢 953～956

大下条 大森平石 はなもり 花モリ 2671～2673

和合 日吉 はなればやし 放レ林 2554～2555

和合 日吉 はなればやし ハナレバヤシ 2566～2579

和合 日吉 はなればやし はなれ林 2580～2587

大下条 平久大窪 はなれやま ハナレ山 1457

和合 はなれやま はなれ山 2000

和合 はなれやま ハナレ山 2001

大下条 田上吉 はね ハネ 513

和合 日吉 はね はね 2686

大下条 大森平石 はね ハネ 2921

富草 鷲巣 はね 葉袮 4731

大下条 早稲田 はね ハネ 1955～1957

和合 日吉 はね はね 2344～2345

大下条 大那木 はね ハネ 3376～3380

大下条 深見 はね ハネ 551～553

大下条 千木 はね ハネ 96，　113

大下条 小中尾 はねいわ ハネ岩 199～201

富草 粟野 はねき はねき 4165～4169，4280～4292

富草 粟野 はねき 羽根木 4173～4196

富草 粟野 はねき 刎木 4204～4211

大下条 中谷 はねぐち 羽ネ口 2499～2452

大下条 小野 はねした ハネ下 1697

大下条 和知野 はねだいら ハネ平 2304

大下条 御供 はねだいら 羽子平 2215，2227，2258，2267～2308

大下条 和知野 はば 羽場 2010～2013

富草 門原 はば はヾ 5163～5168，5173～5176

富草 門原 はば はヾ 5970～5973

富草 浅野 はば はヾ 6082～6083，6085～6089

和合 はばかわ 巾川 1956，1960～1961

富草 鴨目 はばした 羽場下 6745

富草 鴨目 はばした ハヾ下 6782

富草 鴨目 はばした 半場下 6770～6771

富草 大島 はまいば 濱井場 154～158

富草 雲雀沢 はまいば 濱井場 1344～1373，1376～1377ｲ

富草 雲雀沢 はまいば 濱井場 1576～1577

富草 粟野 はまいば 濱井場 3163

大下条 深見 はまいば ハマイバ 491

和合 日吉 はまいば はまいは 1264

和合 日吉 はまいば 濱井場 1261～1263，1265～1268

大下条 深見 はまいば 濱井場 1629～1630

和合 日吉 はまいば はまいば 1646～1648，1650～1652

大下条 中谷 はまいば 濱井場 2454～2455
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大下条 深見 はまいば 濱井場 2979～2983，2991～2995

大下条 平久大窪 はまいば ハマ井バ 404～422

富草 鷲巣 はまいば はまいば 4671　4673

富草 鷲巣 はまいば はまいば 4798～4800

富草 門原 はまいば 浜井場 5006～5007，5016～5030

大下条 川田 はまいば ハマイバ 654～660，687

富草 鴨目 はまいば 浜井場 7008，7017～7022

和合 はまいば 濱井場 878，885～886，988～989

富草 新木田 はまいば ハマイバ 8866～8870

富草 新木田 はまいば はまいば 9279～9301

和合 はまいばうえ 濱井場上

富草 大島 はまいばひがしだいら 濱井場東平 169

富草 大島 はまいばみなみだいら 濱井場南平 165～167

和合 日吉 はやいしのたいら 林ノ平 2591～2592

旦開 はやし 林 1308

大下条 小野 はやし ハヤシ 1534

大下条 大那木 はやし 林 3580

富草 鷲巣 はやし はや志 4757

大下条 小野 はやし ハヤシ 1266～1268

大下条 早稲田 はやし ハヤシ 2608～2612

大下条 大那木 はやし 林 3797，3815～3816

富草 鷲巣 はやし 林 4763～4765

大下条 早稲田 はやしがいと 林カイト 2209

大下条 平久大窪 はやしした 林下 226

大下条 平久大窪 はやしした 林下 226

和合 日吉 はやしした 林下 1543～1544

大下条 和知野 はやしした ハヤシ下 2134～2135

和合 はやしした 林下 784～785

和合 はやしだ 林田 1886～1888

和合 日吉 はやしだおし 林だをし 1654

大下条 千木 はやしだぐち 林田口 46

富草 門原 はやしのこし 林のこし 5911

大下条 深見 はやしのこし 林ノ腰 1421～1424

大下条 深見 はやしのこし ハヤシノコシ 179～183

大下条 和知野 はやしのした？ 林ノ下 2347～2350,2352～2353

富草 梅田 はやしのした？ 林ノ下？ 7886～7889

和合 日吉 はやしのた 林ノ田 1545

大下条 大那木 はやしむかい 林向 3793～3794，3796

大下条 平久大窪 はやしよこ 林横 1402

富草 雲雀沢 はら 原 1618～1639

富草 粟野 はら 原 4212～4218，4352～4358

富草 粟野 はら 原 4352～4358，4375

大下条 和知野 はら 原 1581
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大下条 深見 はら ハラ 1653

旦開 はら 原

1185～1187，1183，1188～
1212，1214～1224，1300，1309
～1324，1326，1476～1484，
1491～1501，1532～1545

大下条 大那木 はら 原
3315～3319，3320～3328，3339～

3349

大下条 川田 はら 原
405～434,439～474,477～478,482～

488,491～528

富草 鴨目 はら 原 6996～6997

富草 新木田 はら 原
8896～8900，8915～8916，8923～

8935

旦開 はらうらだ 原裏田 1502

富草 門原 はらがいと 原垣外 5177～5179

大下条 和知野 はらさわばた 原沢バタ 1588～1590

大下条 和知野 はらさわむかいひら 原沢向平 1591

富草 粟野 はらだ 原田 3777～3829

富草 雲雀沢 はらどおり 原通リ 1615～1616

富草 大島 はらはた 原畑 52

富草 大島 はらはた 原畑
181～191，201～205，207～
210

大下条 小中尾 はらはた 原畑 386

富草 門原 はらはた 原畑 5184～5185

富草 下梅田 はらはた 原畑 8112～8117，8123～8127

富草 大島 はらはたきあらし 原畑木荒 178～180

富草 大島 はらはたなかみち 原畑中道 192～200

富草 大島 はらはたわかみや 原畑若宮 206

富草 雲雀沢 はらやまだ 原山田 1601

富草 門原 はるきや 春木屋 5451，　5593

和合 はるさわ はる沢 1108

富草 大島 はんざき 半崎 176

和合 日吉 はんざき はんざき 1472

大下条 大那木 ばんじょうなまれ バンジョウナマレ 3593～3600

富草 鴨目 ばんじょうめん 番匠免 6746

大下条 小中尾 はんのきさわ ハンノキ沢 114～117

富草 新木田 はんのきぼら ハンノ木洞 8970

富草 雲雀沢 はんば 半場 1673～1674

和合 はんば 半場 218

富草 下梅田 はんば ハンバ 8613

大下条 川田 はんば 半場 1052～1062，1118～1119

和合 帯川 はんば ハンバ 1759，　2784

和合 はんば 半バ 233～237，239

大下条 大那木 はんば ハンバ 3866，3868，3876～3877

和合 ばんば ばんは 671

富草 鴨目 はんばがいと 半場垣外 7140～7142

大下条 深見 ばんばかいと 番場開土 566，568～569，589～594
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大下条 川田 はんばざか 半場坂 568～570

大下条 川田 はんばだいら？ 半場平 575～600

和合 はんばちいしのうえ ハンバチ石ノ上 201～203

富草 鴨目 はんばはら 半場原 7125～7127

富草 大島 はんひちやま 半七山 53

大下条 小中尾 ひいりば 日入場 358

和合 ひうちがいと 火打垣外 574～575

富草 大島 ひうちだ 火打田 548

大下条 平久大窪 ひうちだ ヒウチダ 492

大下条 平久大窪 ひうちだした ヒウチダ下 494

富草 粟野 ひえた 冷田 2986～2991

大下条 田上吉 ひえた ヒエタ 410

富草 恩沢 ひえだ 稗田 692～700

富草 古城 ひえだ ひゑ田 2005～2014

大下条 大森平石 ひえだ ひえ田 2910～2913

富草 鷲巣 ひえだ ひへ田 4580～4581，4612～4613

富草 門原 ひえだ ひへ田 5681～5686

富草 下梅田 ひえだ ひへ田 8145～8160

富草 新木田 ひえだ ヒヱ田 9041～9054

富草 新木田 ひえだ ヒヱ田 9267～9271

富草 新木田 ひえだ 稗田 9437～9439

富草 鷲巣 ひえだじり ひえ田志り 4716

富草 門原 ひえたやま ひへた山 5536

大下条 深見 ひえぬま ヒヱヌマ 599

大下条 深見 ひえぬま 冷沼 1346

富草 大島 ひがいばやしきりひらきはた東林切開畑 271

富草 浅野 ひがえりとじろやま 日返リ戸城山 6029

大下条 井戸 ひかげ ヒカケ 1169

和合 ひかげ 日かけ 1913

富草 門原 ひかげ ひかげ 5780

富草 鴨目 ひかげ 日かげ 6727

和合 ひかげ 日影 741,999

大下条 早稲田 ひかげ 日カケ
1942，1945～1946，1958～1961，1964

～1967，2011～2014

和合 ひかげ 日かげ 1988，1990～1993

和合 日吉 ひかげ 日影 2354～2355

大下条 中谷 ひかげ ヒカゲ 2467～2472

大下条 大森平石 ひかげ ヒカゲ 2708～2709

大下条 大那木 ひかげ ヒカゲ
3414，3429～3434，3447～3452，

3637，3799～3802

大下条 大那木 ひかげ ヒカゲ 3807～3811

和合 ひかげ ひかげ
889，1003，1987，1989～1990，

1998，2349～2353

和合 ひかげ 日影
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富草 大島 ひかげざか 日陰坂 43～44，54～59

富草 門原 ひかげずみ ひかけずみ 5513

和合 ひかげぞれ ひかげぞれ 1097～1099

大下条 小中尾 ひかげだ ヒカゲダ 232

富草 門原 ひかげだ 日蔭田 5551

富草 門原 ひかげだ 日かげ田 5826

大下条 小中尾 ひかげだ ヒカゲダ 118～119，403～404

富草 鷲巣 ひかげだ ひかげ田 4700～4702

富草 門原 ひかげだ 日かけ田 5196～5200，5219，5223～5225，5522

富草 門原 ひかげだ 日陰田？ 5352～5353

富草 門原 ひかげだ 日かげ田 5725，5766～5769

富草 鴨目 ひかげだ 日影田 6570～6576，6843～6848

富草 鴨目 ひかげだ 日かげ田 6938～6944

富草 鴨目 ひかげだなかせ 日かけ田中瀬 6577～6588

和合 ひかげばた 日影畑 73

富草 門原 ひかげばた 日かけ畑 5765

富草 鴨目 ひかげばた 日影畑 6849

富草 鷲巣 ひかげばた ひかげ畑
4677～4678，4713～4715，4717～

4728，4738～4741，4748

富草 門原 ひかげばたごじゅうめ 日かげ畑五十目 5752

大下条 平久大窪 ひかげばやし ヒカゲ林 1059

大下条 大那木 ひかげばやし 日影林 3658

富草 新木田 ひかげばやし 日蔭林 9873

大下条 御供 ひかげばやし ヒカゲ 2161，2178～2191

富草 新木田 ひかげばやしながくぼ 日蔭林長久保 9874

大下条 大那木 ひかげひら 日カゲヒラ 3840～3849

富草 門原 ひかげみち ひかげみち 5635～5645

和合 ひかげもちこや ひかげもち小屋 1121～1123，1125

大下条 大那木 ひかげやま ヒカゲ山 3674

大下条 田上吉 ひかげやま 日カケ山 1006～1007

富草 門原 ひかげやま ひかげ山 5753～5756

富草 大島 ひがし 東林下 238～253

富草 下梅田 ひがし 東 8235

旦開 ひがし 東
1325～1332，1447～1452，
1467～1469，1472～1475

旦開 ひがしかいど 東開土 1333

大下条 平久大窪 ひがしがいと 東開土 146～162

和合 日吉 ひがしくぼ 東久保 1584～1585

富草 下梅田 ひがしごうしんびら 東合鴫平 8497～8502

和合 日吉 ひがしざわ 東沢 1448～1449

大下条 和知野 ひがしざわ ヒガシザワ
1981～１９８４,1990～1991,2002～

2003

富草 浅野 ひがしざわ 東沢 6447，6465～6470，6474

富草 新木田 ひがしざわ 東澤 9602～9607，9677～9680
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富草 恩沢 ひがしだ 東田 721～723

富草 恩沢 ひがしだやま 東田山 713～716

富草 粟野 ひがしのまえ 東ノ前 2655～2659

富草 下梅田 ひがしのもと 東ノ下 8344

富草 粟野 ひがしはた 東畑 2690～2694，2716～2723

和合 日吉 ひがしはた 東畑 2698～2701

富草 門原 ひがしはた 東畑 5885～5894

富草 門原 ひがしばた 東ばた 5849～5850

富草 鴨目 ひがしばた 東畑 7201～7203

富草 門原 ひがしはたばた 東畑ばた 5905～5906

富草 下梅田 ひがしばやし 東林 8221～8222

富草 大島 ひがしばやしした 東林下 237

大下条 早稲田 ひがしぼら 東洞 2559～2560

富草 梅田 ひがしぼら 東洞 7876～7884

富草 新木田 ひがしまた 東又 9843

富草 下梅田 ひがしやぶ 東籔 8225

富草 大島 ひがしやま 東山
356～369，378～388，395～
405

大下条 大那木 ひがしやま 東山 3803

大下条 深見 ひがしやま ヒガシ 701～702

富草 新木田 ひがしやま 東山 9202～9204

富草 大島 ひがしやまうえ 東山上 420～422

富草 大島 ひがしやまかわみなみ東山川南 370

富草 大島 ひがしやました 東山下 371～376

富草 大島 ひがしやましんでん 東山新田 389

富草 大島 ひがしやまなか 東山中 389～390

大下条 平久大窪 ひくめどち ヒクメドチ 1459～1462，1466～1468

富草 古城 ひこすけはた 彦助畑 2108～2110

富草 大島 ひこだ 彦田 532

大下条 早稲田 ひこべえだ 彦兵エ田 2585～2587

大下条 小野 ひしばた ヒシバタ 1818

富草 鷲巣 びしゃもん ヒシヤモン 4678～4681，4683

和合 日吉 ひじり ひじり 2313

大下条 井戸 ひじりだ ヒヂリ田 1118～1119

富草 門原 ひじりづか ひじり塚 5594～5595

富草 雲雀沢 ひちそくめん 七束免 1222～1223

富草 大島 ひちとうめん 七斗免 551

大下条 千木 ひちひゃくめ 七百目 81～83

富草 新木田 ひちへいだ 七平田 9094～9096

富草 新木田 ひちへいやま 七平山 9055～9057

富草 門原 ひちろうだ 七郎田 5275～5279

富草 門原 ひちろうたまわり 七郎田廻り 5235

和合 ひつそげ ひつそげ 2050～2053
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和合 ひっぱげ ヒッパゲ 2054～2056

富草 粟野 ひとつうつ 壱ツウツ 2638，2695，2708～2715

大下条 深見 ひとつうつ ヒトツウツ 1050～1052，1104

富草 大島 ひとつだ 壱ツ田 477～478，502～504

富草 雲雀沢 ひとつだ 壱ツ田 1435

大下条 小野 ひとつだ 一ツ田 1444

大下条 和知野 ひとつだ 一ツ田 2004

富草 門原 ひとつだ 壱ツ田 5580

富草 門原 ひとつだ 一ツ田 5939

富草 鴨目 ひとつだ 壱ツ田 7216

富草 新木田 ひとつだ 壱ツ田 9127

大下条 深見 ひとつだ ヒトツ田 198～199

大下条 平久大窪 ひとつだ 一ツ田 386～387

富草 梅田 ひとつだ 一ツ田 7667～7671

富草 門原 ひとつだいした 一ツ田井下 5938

大下条 平久大窪 ひとつばやし 一ツ林 374～378

富草 粟野 ひなた 日向 3172

大下条 深見 ひなた ヒナタ 316

和合 ひなた 日向 1914

富草 鷲巣 ひなた 日なた 4742

旦開 ひなた 日向 1080～1088

大下条 中谷 ひなた 日向
2374，3265～3268，3271～
3284

富草 門原 ひなた 日向
5847～5848，5871，5882～
5883

富草 下梅田 ひなた 日向 8740～8742

富草 雲雀沢 ひなたかみひゃくめ 日向上百目 1677～1679

和合 ひなたざか 日向坂 2196

富草 大島 ひなただ 日向田 28～35

富草 浅野 ひなたとうげ 日向峠 6418～6419，6422～6426

富草 雲雀沢 ひなたなかのわり 日向中の割 1680～1681

富草 粟野 ひなたのした 日向ノ下 3186～3187

大下条 早稲田 ひなたばた 日ナタ畑 2005

富草 大島 ひなたばやし 日向林 177

大下条 川田 ひなたひら 日向平 1965～1969

大下条 御供 ひなたひら 日向平 2153～2158

富草 粟野 ひなたまえ 日向前 3678

大下条 大那木 ひなたやま 日向山 3479～3481

大下条 和知野 ひなつちさか ヒナツチ坂 2370

富草 鴨目 ひのきがいと 檜垣外 6881～6883

富草 鴨目 ひのきがいと 桧垣外 6924～6928

大下条 千木 ひのきがくぼ 檜ヶ久保 62～63

富草 雲雀沢 ひのきのもと 檜ノ本？ 1402～1406
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大下条 千木 ひのきのもと 檜ノ本 121

大下条 千木 ひのきのもと 桧ノ本 122，131～133

大下条 小中尾 ひのきばおら 檜洞 262，　264

富草 大島 ひのきぼら 檜木洞 441

富草 門原 ひのきぼら 桧洞 5720

富草 梅田 ひのきぼら 桧洞 7778

富草 門原 ひのきぼら 桧木洞 5701～5708

富草 梅田 ひのきぼら 檜（桧）洞 7699，7718～7719

富草 門原 ひのきぼらいした 桧木洞井下 5711～5719

大下条 井戸 ひのきもと ヒノキモト 1117

大下条 小野 ひびはら 日比原
1394～1399，1401～1403，1407～

1417，1424

富草 大島 ひめこね 姫子袮 443～444

和合 びやがいと びや垣外
591～601，603，605～608，610～

616

富草 鴨目 ひゃくだ 百田 7232～7235

富草 下梅田 ひゃくなまえだ？ 百名前田？ 8783

富草 大島 ひゃくはた 百畑 127～128

富草 大平 ひゃくめ 百目 1070～1071

富草 古城 ひゃくめ 百目 1987～1988

富草 粟野 ひゃくめ 百目 3004～3005

大下条 大森平石 ひゃくめ 百メ 2901～2906

富草 門原 ひゃくめ 百目 5663～5664

富草 門原 ひゃくめ 百め 5865～5866

旦開 ひゃくめだ 百目田 2489，2491～2493

富草 古城 ひやけ 日屋け 1879

富草 古城 ひやけ 日やけ 1886～1888

大下条 深見 ひやだ ヒヤダ
1152～1154，1161～1163，1170～

1171，1183～1187，1208

大下条 深見 ひやだぼら ヒヤダ洞 1155～1156，1164～1165

旦開 ひやま 檜山 1

大下条 早稲田 ひょうえばた 兵エ畑 1962

大下条 田上吉 ひよけ 日除 950

和合 ひよごや ヒヨ小屋 330

富草 雲雀沢 ひら ヒラ 1695～1700

富草 雲雀沢 ひら 平 1719～1729

大下条 田上吉 ひら ヒラ 514

旦開 ひら 平
2132～2141，2143、2145～
2146

和合 ひら ヒラ 289～293，297，298

大下条 川田 ひら 平
571～574，937～942，1111～1117，

1120～1126

大下条 田上吉 ひら ヒラ 948，　986

大下条 大森平石 ひらいしざわ 平石沢
2907～2909，2916～2918，2920～

2933

大下条 和知野 ひらいわ 平岩 1607～1608，1611～1615
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大下条 平久大窪 ひらいわ 平岩 276～280

大下条 深見 ひらうえもんやしき 平右エ門屋敷 1321～1323

大下条 深見 ひらうえもんやしき 平右ヱ門屋敷 600～611

富草 門原 ひらおもて？ 廣表
5244～5248，5253～5260，5665～

5676

富草 門原 ひらおもて？ ひら 5280～5281，5284～5293

大下条 早稲田 ひらくみちのした 平久道ノ下 2412

富草 浅野 ひらさか ヒラ坂 6270

旦開 ひらさわ 平沢 3～17

旦開 ひらさわかわむかい 平沢川向 18～20

旦開
ひらさわかわむかい
てんのう

平沢川向天王 21，22

旦開 ひらさわてんのう 平沢天王 23～25

和合 ひらしま 平島 1949～1948

和合 ひらせ 平瀬 739～756，2092

大下条 小中尾 ひらのした 平ノ下 230～231

大下条 大那木 ひらのや 平野屋 3288

富草 古城 ひらはた 平畑 2192，2194～2195

和合 日吉 ひらばた 平畑 1570～1581

大下条 大那木 ひらばた 平畑 3396？

富草 大平 ひらはやし 平林 915～921

富草 古城 ひらばやし 平林 2189～2191

大下条 小中尾 ひらまつ ヒラマツ 203

和合 ひらまつ 平松 1159，　1392

大下条 小中尾 ひらまつ 平松 ２０３ﾛﾆ

大下条 平久大窪 ひらまつ ヒラマツ 327，329，333～334

大下条 川田 ひらまつ 平松 529～523

和合 日吉 ひらまつ 平松

富草 梅田 ひらやま 平山 8033

大下条 大那木 ひらやま 平山 3383～3385

富草 梅田 ひらやま 平山 8021～8024

富草 下梅田 ひらやま 平山 8228～8229

富草 下梅田 ひらやま 平山 8775～8777，8793～8795

大下条 平久大窪 ひるいば ヒルイバ 845～870？

富草 粟野 ひるさわ ひる澤 4096～4109

富草 浅野 ひるさわ ひる澤 6356，6389～6392

富草 梅田 ひるさわ ひる澤 7797～7800

和合 びるさわ びる沢 1075～1087

和合 ひるさわいり ひる沢入 1101

旦開 ひるで ヒルテ 2622

旦開 ひるで ひるで 2616～2618，2643～2644

旦開 ひるで ヒルデ
2619～2621，2640～2641，
2645～2647

富草 門原 ひろおもてやま 廣表山 5532～5533
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大下条 川田 ひろみ 広見 161～171

大下条 田上吉 ひろみ 廣見 688～693

富草 鴨目 ひろみ 広見 7265～7273

大下条 小野 ひろもと ヒロモト 1565～1566，1568～1570，1587，1590

大下条 平久大窪 ふかだ 深田 324～326，328

富草 鷲巣 ふかだ ふかだ 4617～4620，4624～4626

富草 鴨目 ふかぬま 深沼 6759

大下条 深見 ふかみだ フカミ田 1455

富草 大島 ふきのさわ ふきの澤 614～618

富草 大島 ふきのさわ 吹ノ澤 624～629

富草 雲雀沢 ふきのさわ ふきの沢 1138

富草 鷲巣 ふくおかや 福岡屋 4749

富草 下梅田 ふけだ フケ田 8398～8403

大下条 早稲田 ふこぎ 風越木 2492～2519

和合 ふじがせ ふじがせ 1074

大下条 深見 ふじてんばく ふじ天白 463～467

大下条 小野 ふじのせ フヂノセ 1856～1858，1868，1879，1882

富草 新木田 ふじはら 藤原 8971

大下条 平久大窪 ふじもと 藤本 81～83

富草 大島 ふじや 藤や 500

和合 日吉 ふだいがほら ふだいが洞 2599

富草 鴨目 ふたつだ 二ツ田 6662

富草 下梅田 ふたつだ 二ツ田 8545

富草 雲雀沢 ふたつだ？ 二ツ田 1225～1227

富草 鴨目 ふだのした 札ノ下 7616

大下条 大森平石 ふだのつじ 札ノ辻 2806

大下条 千木 ふちだ フチ田 70

富草 鴨目 ふちだ ふち田 6678～6681

大下条 深見 ふちのうえ フチノ上
187，226～227，252～254，280～

287，354～359，379～381

大下条 深見 ふちばた フチバタ 185～186

大下条 深見 ふちばた フチバタ
492～496，500～504，506，519～

522，524～525，527～530

富草 下梅田 ぶっくで 佛供田 8265～8267

旦開 ぶつくでん 佛具田 2702

大下条 平久大窪 ぶつくでん ブツクデン 195～196，216～212，228，232～233

富草 鴨目 ぶつくでん 佛久（供）田
7378～7379，7411～7416，2608～

2615

富草 梅田 ぶつくでん ブツクデ 7693～7697

富草 粟野 ぶつごう 佛こう 4366

富草 鷲巣 ぶつごう？ 佛合 4599

和合 ふつとで フツトデ 116～119

富草 大島 ふとで ふとで 512

富草 恩沢 ふとで ふとで 705～710
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富草 浅野 ふながさわ 舟ヶ沢 6250～6252，6273～6274

富草 大平 ふなくぼ 舟久保 1102～1108

和合 ふなくぼ 舟久保 391，393～394

和合 ふなくぼおおさわほら 舟久保大沢洞 390

大下条 川田 ふなと 舟渡 1045～1047，1057

大下条 御供 ふなど 舟渡 2211～2214

旦開 ふるいちば 古市場 2753～2770

大下条 川田 ふるがいと 古垣外 544～545,546ﾉ3，5，547～560

富草 浅野 ふるはたあとだいら 古畑後平 6031

富草 門原 ふるみや 古（右）宮？ 5001～5002

富草 雲雀沢 ふるやしき 古屋敷 1436

和合 ふるやしき 古屋敷 669～670

和合 日吉 ぶんうえもんやしき 文右エ門屋敷 2612～2614

大下条 小野 ぶんろくばた 文六畑 1727

旦開 へいおうづくり 平王作 827

旦開 へいごづくり 平吾作リ 849

旦開 へいごづくり 平吾作 828～838，847～848

旦開 へいじくぼ 平治久保
3571～3574，3578～3581，
3584，3604

旦開 へいじくぼ 平治窪 3575～3577，3582～3583

富草 粟野 へいすけなぎした 平介ナギ下 2464～2469

和合 へいりさわ ヘイリ沢

大下条 早稲田 へいろく 平六 2103

旦開 へえざえもんづくり 平左エ門作リ 357～378

和合 へびくぼ ヘビ久保 2221

和合 へびくぼ 蛇久保 2222

和合 日吉 へびくぼ？ 蛇窪 1347～1348

富草 大島 べんてん 弁天 391

富草 粟野 べんてん べんてん 4239

大下条 小野 べんてん 辨天 1595

大下条 平久大窪 べんてんした 弁天下 312

大下条 平久大窪 ぼうがいと ボウガイト 597～608

大下条 和知野 ほうかやま ホウカ山 1958

富草 雲雀沢 ほうきがわら？ ほうき川原？ 1730～1731

旦開 ほうきだ 箒田 2730～2738，2771～2774

大下条 田上吉 ほうきはた ハウキハタ 550

富草 鴨目 ほうきぼら ほふき洞 7351～7352

富草 大島 ほうじめん ほふじ免 544

富草 粟野 ほうじめん ほうじめん 3767～3776

和合 日吉 ほうじゅうばた ほうじう畑 2589

大下条 早稲田 ほうじょうかいと 方丈開土 2588～2589

和合 ぼうず ボウヅ

大下条 早稲田 ぼうずばた 坊主畑 2199～2201
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和合 ぼうずほら ボウヅ洞 11,141,120

大下条 平久大窪 ぼうずやま 坊主山 1041

富草 新木田 ほうちくだ ほうちく田 9442～9453

大下条 小中尾 ほうのいり ホウノ入 367，441～453，500～503

和合 ほうのきばた ほうのき畑 1126

和合 ほうのきばた ほ越乃き畑 1127～1129

富草 恩沢 ほうのきぼら 朴木洞 796

富草 粟野 ほうのきぼら ほうの木洞 2316～2323

大下条 深見 ほうのたいら ホウノタイラ 932～956

大下条 川田 ほうべ 法辺 398,475～476,479～481,489～490

和合 ほうろきばたひかげ
ほうろき畑ひか

げ
1112

大下条 川田 ほぎくぼ 保木久保 172～194

和合 ほしきり ほしきり 1008

和合 ほしぎり ほしぎり 1010～1013，？，1148

和合 日吉 ほしばのさわ ほしばの沢 1173～1174，1175～1177

富草 大島 ほそくぼ 細久保 96

富草 粟野 ほそくぼ 細久保 3860～3873

大下条 大森平石 ほそくぼ 細久保 2847

大下条 平久大窪 ほそくぼ ホソクボ 1181～1183，1191～1194

和合 ほそくぼ 細久保 1839～1844，1920，2197

大下条 大森平石 ほそくぼ 細久保 2870～2885，2888～2889

大下条 田上吉 ほそくぼ 細久保 498～499，510～511

大下条 平久大窪 ほそくぼじり ホソクボジリ 1185～1186

大下条 大森平石 ほそくぼじり 細久保尻 2866～2869，2890

富草 古城 ほそだ 細田 2265

大下条 川田 ほそだ 細田 1267～1270，1271～1294

富草 鴨目 ほそだ 細田 6736～6717，6741～6744

大下条 平久大窪 ほそだ ホソダ 756～765，788～789

富草 粟野 ほそだうしろ 細田後 3047～3049

富草 大島 ほそだうら 細田浦 12～13，15～18

富草 粟野 ほそだぼら 細田洞
2731～2733，2739～2743，2768～

2782，2739～2743，2768～2782

富草 粟野 ほそだぼら 細田洞 3031～3033

富草 鴨目 ほそだみちした 細田道下 6739～6740

大下条 平久大窪 ほそだやま ホソダ山 739

旦開 ほその ほその 39

旦開 ほその 細野 463

富草 雲雀沢 ほそばた 細畑 1734～1735

富草 雲雀沢 ほそばた ほそ畑 1738～1741

大下条 井戸 ほそばた ホソ畑 1205

富草 鷲巣 ほそばた 細畑 4687

大下条 平久大窪 ほそばた ホソバタ 1476～1479

和合 ほそばた 細畑 22，　23
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富草 鷲巣 ほそばた ほそ畑 4770～4772

富草 新木田 ほそぼら 細洞 9024

富草 下梅田 ほそぼら ホソ洞 8172～8175

大下条 小野 ほたした ホタ下 1823

富草 鷲巣 ほたした ほた下 4607～4611，4614～4616

大下条 田上吉 ぼたした ボタ下 620～622

大下条 小野 ほっき ホッキ 1762

和合 日吉 ほっき ほっき 2771～2772

和合 ほっき ホッキ 327，329，354，2018，2067～2069

和合 ほつき ほっき 875

大下条 井戸 ほった ホッ田 1203

富草 梅田 ほとけごう 佛郷 7753～7755，7823～7835

富草 粟野 ほとけごう？ 佛郷 4110～4130，4367～4368

富草 梅田 ほとけごういり 佛郷入 7836～7838

富草 浅野 ほとけごふ 佛ごふ 6355

大下条 田上吉 ほとけばた ホトケ畑 957

和合 帯川 ほとけばた 佛畑 1715

大下条 和知野 ほとけやしき 佛屋敷 1900～1901

富草 浅野 ほとけやま 佛山 6348～6354

和合 日吉 ほどの ほどの
2406～2419，2422，2426～2428，2431

～2432，2460，2462

和合 日吉 ほどの ホドノ
2420～2421，2423，2425，2429～

2430，2433～2434，2436，2438，2450

～2452，

和合 日吉 ほどの ほどの 2460，　2463

和合 日吉 ほどのいり ホドノイリ 2449

和合 日吉 ほどのいり ほどの入 2453

和合 日吉 ほどのくぼ ほどの久保 2932～2933

和合 ほどばた ほど畑 1927～1928

和合 ほのくりさわ ホノクリ沢 2062

和合 ぼぼくりさわ ボヽクリ沢 2060～2061

大下条 川田 ほら 　洞 259～261

富草 雲雀沢 ほら 洞 1313～1316，1336～1341

富草 古城 ほら ほら 1917

大下条 深見 ほら ホラ 219

大下条 小野 ほら ホラ 1656

大下条 小中尾 ほら ホラ畑 375～376

大下条 千木 ほら ホラ 49～51

富草 門原 ほら ほら 5974～5977

富草 鴨目 ほら 洞 7144，7159～7162

大下条 田上吉 ほら 洞 736～737

富草 鴨目 ほらうしろ 洞後 7356

和合 日吉 ほらかいと 洞開土 2893

富草 古城 ほらぐち 洞口 2263
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富草 粟野 ほらた 洞田 3978～3999

富草 鴨目 ほらた 洞田 7217

富草 浅野 ほらた 洞田 6443～6445

大下条 小野 ほらだ 洞田 1807，　1809

大下条 大那木 ほらだ 洞田 3903～3907

大下条 深見 ほらばた ホラ畑 311

和合 ほりきがほら ほりきが洞 808

富草 大平 ほりきり 堀切 851～855

和合 ほりきり ホリ切 2217

大下条 平久大窪 ほりきり ホリキリ 1474～1475

和合 帯川 ほりきり 堀切 1754～1755

大下条 大森平石 ほりきり ホリキリ 2891～2859

富草 鷲巣 ほりきり ほり切 4631　4635

富草 鷲巣 ほりきり 堀切 4640～4641

和合 ほりこだ 堀小だ 1104

富草 大平 ほりだ ほり田 844～850

富草 下梅田 ほりのうち 堀ノ内 8405～8406

富草 下梅田 ほりのうち ほりの内 8438～8441

大下条 深見 ほりまわし 堀廻シ 1431～1434，1436～1449

大下条 井戸 ぼんげんもり 権現森 1121～1122

富草 鴨目 ほんじ ほんじ 6840

富草 鴨目 ぼんじ ぼんじ 6884～6889

大下条 井戸 ほんじょう 本城 1099

大下条 井戸 ほんじょうきたむき 本城北向 1100

旦開 ほんだ 本田 916～922

富草 鴨目 ほんど ほんど 6817～6819

大下条 早稲田 ほんぼら 本洞 2570～2573

大下条 早稲田 ほんぼらかいどうばた 本洞街道バタ 2574

大下条 早稲田 ほんぼらさわだ 本洞澤田 2569

大下条 早稲田 ほんぼらみちした 本洞道下 2575

大下条 深見 まいた マイ田 190～191

富草 大島 まいだ 前田 523

大下条 和知野 まいだ 前田
2014～2021,2032～2033,2035～

2038

大下条 深見 まいだ マイ田 475～476

大下条 深見 まいだ マイダ 583～586

大下条 和知野 まいだじり マイダジリ 2034

大下条 深見 まいはた マイ畑 639

大下条 田上吉 まえ 前 974～975

富草 鴨目 まえがいと 前垣外 7143

大下条 大那木 まえがいと 前垣外 3820～3822

大下条 中谷 まえざわ 前沢 2577，2700，2706～2707

富草 恩沢 まえだ 前田 738～740
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富草 大平 まえだ 前田 893～897

富草 粟野 まえだ 前田 3037～3039

富草 鴨目 まえだ 前田 6755

大下条 小野 まえだ 前田
1431，1506，1794，1797，1801～

1802，1925～1927，1931～1941，1943

和合 まえだ 前田 1945～1946

大下条 御供 まえだ 前田 2009～2011ﾉ3，2012～2013ﾉ2

大下条 大森平石 まえだ 前田 2752，2754～2756

富草 鷲巣 まえだ 前田 4588～4593

大下条 平久大窪 まえだ 前田 460，462～463，480

大下条 川田 まえだ 前田 561～567，1650

大下条 田上吉 まえだ 前田
570～571，575，624～625，630～

636，654～655，963，965，969

富草 浅野 まえだ 前田 6247～6249，6366～6368

富草 鴨目 まえだ 前田
7147～7151，7183～7187，
7403

富草 鴨目 まえだ 前田 7631～7636

富草 梅田 まえだ 前田 7657～7658，7662～7664

富草 下梅田 まえだ 前田 8345～8347

富草 下梅田 まえだ 前田 8683～8689

富草 新木田 まえだ 前田 9164～9173，9208～9211

和合 まえだ 前田 919～921

富草 新木田 まえだ 前田 9258～9261

富草 鴨目 まえだ？ 前田？ 7605～7607

大下条 川田 まえだうえ 前田上 1661

富草 下梅田 まえだうえのきり 前田上ノ切 8781～8782

大下条 田上吉 まえだした 前田下 964

富草 下梅田 まえだしたのきり 前田下ノ切 8778～8780，8798～8801

大下条 和知野 まえたじり 前田（畑）尻 2305

富草 下梅田 まえだなかのきり 前田中ノ切 8802～8803

富草 新木田 まえだのくち 前田ノ口 9250～9254

大下条 平久大窪 まえだみちした 前田道下 466～467

富草 粟野 まえはた 前畑 3164～3165

大下条 田上吉 まえばた 前畑 673

富草 浅野 まえばた 前畑 6342

和合 まえばた 前畑
140，524～526，661，2087～2089，

2093，2107，2120，2140～2141

大下条 川田 まえばた 前畑 1628，1637，1697，1707～1708

大下条 小野 まえばた 前畑
1731，1826～1828，1837～1838，

1924，2047，2237～2238

大下条 大那木 まえばた 前畑 3287，　3365

大下条 大那木 まえばた 前畑 3819，3890，3901～3902

大下条 平久大窪 まえばた 前畑 468～490

富草 鴨目 まえばた 前畑 7406～7410

富草 鴨目 まえばた 前畑 7629～7630
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富草 梅田 まえばた 前畑 7684～7685

大下条 田上吉 まえばた 前畑 960，　970

大下条 平久大窪 まえばたした 前畑下 163

富草 粟野 まえぼら 前洞 2493～2515，2520～2527

富草 大平 まえやま 前山 1113

旦開 まがりぶち 曲渕
2800～2810，3280～3281，
3283～3289，3384～3386

富草 雲雀沢 まきのさわ 槇之澤 1253～1256

富草 雲雀沢 まきのさわ 槇之沢 1853～1860

旦開 まきばやし まき林 237

旦開 まきばやし 槙林
229～236，238～239，242～
272

旦開 まきはら 牧原
2483～2488，2490，2506～
2521，2566

大下条 大那木 まくいわ 幕岩 3395

大下条 平久大窪 まぐさ マグサ 1127～1128

和合 まくした まく下 321

大下条 小野 まこいわ マコ岩
1555～1556，1564，1573～
1576

大下条 深見 まこいわ マコイワ 196～197，200～203

大下条 大那木 まこいわ マコ岩 3393～3394

大下条 小野 まこいわうえ マコ岩上 1567

大下条 深見 まごきちばた マゴキチバタ 687～690

大下条 深見 まこさがいと マコサカイト 1357～1360

大下条 小野 まこした マコ下 1572

大下条 深見 まこした マコシタ 353，　382, 1095

富草 浅野 まごぞうばた 孫三畑 6369～6371，6376

大下条 千木 まごろくはた 孫六畑 125～128

大下条 平久大窪 ますかど マスカド 381～385？

富草 大島 ませぐち ませ口 589～590，619

富草 大島 ませぐち マセ口 593～596

富草 雲雀沢 ませぐち ませ口 1610～1614

大下条 川田 ませぐち マセ口 1190～1192

大下条 大森平石 ませぐち マセ口 2914～2915

大下条 大那木 ませぐち マセグチ 3356～3357，3358

大下条 千木 ませのもと マセノ本 47

大下条 千木 ませのもと マセノ本 135

大下条 田上吉 ませのもと マセノモト 694，696～697

大下条 和知野 またごろうばやし 又五郎林 1802～1803

大下条 和知野 またごろうみちうえ 又五郎道上 1804

富草 新木田 またたび マタヽビ 9194～9197

和合 またひちなかせんごく 亦七中千石 204

旦開 まち 町
1431～1441，2028～2050，
2442～2454
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富草 粟野 まちがこや まちか小屋 2348

和合 まちかた まち方 2226

和合 まちかた マチ方 2227

富草 粟野 まつかけど 松掛戸 4369～4371

大下条 井戸 まつがだいら 松ヶ平 1160～1162，1164～1165

和合 日吉 まつがね マツガ子 2779～2780

旦開 まつがほら 松ヶ洞 3729

大下条 小野 まつくぼ 松久保
1588～1589，1591，1598～
1608

大下条 早稲田 まつくぼ 松久保
2334～2335，2337～2353，2359～

2365

大下条 平久大窪 まつくぼ マツクボ 63，66～73，84～91

富草 鴨目 まつくぼ 松久保
7102～7103、7121～7124，7128～

7135

富草 新木田 まつくぼ 松久保 9725～9726

大下条 早稲田 まつくぼきたぼら 松久保北洞 2336

大下条 大那木 まつくら 松倉
3718～3756，3774～3777，3781～

3784，3850

和合 まつざか 松坂 2084，　2143

和合 帯川 まつした 松下 1703

大下条 和知野 まつした マツシタ 2164

旦開 まつした 松下
1007～1022，1024～1029，
1141～1145，1158～1166

旦開 まつね 松根 3728

和合 まつね 松根 2300，2304～2305

大下条 御供 まつのば 松ノ場 2027

大下条 田上吉 まつのもと 松ノ本 707，　709

和合 日吉 まつば まつば 1496，　1539

大下条 和知野 まつば マツバ 1922～1930

大下条 深見 まつば マツバ 505，507，509～518

富草 鴨目 まつば 松葉 6820～6821

大下条 和知野 まつばうえ マツバ上 1909

富草 大平 まつばくぼ 松葉久保 940

大下条 平久大窪 まつばくぼ マツバクボ 1095～1096

旦開 まつばざか 松葉阪
3637～3639，3651～3656，
3658

富草 鴨目 まつばだ 松葉田 6813

富草 鴨目 まつばだ 松葉田 7618～7619

和合 日吉 まつはね 松ハ根 1535，　1538

富草 大平 まつばやし 松林 931～938

富草 門原 まつばら 松原 5138～5143

大下条 平久大窪 まつばらせ 松原瀬 1016

富草 下梅田 まつはらだ 松原田 8559～8595

富草 下梅田 まつはらだうえのきり 松原田上ノ切 8600～8602

富草 下梅田 まつはらだしたのきり 松原田下ノ切 8597～8599
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富草 鴨目 まつぼら 松洞 7350

大下条 川田 まつぼら 松洞 224～246,1586～1587,1596～1602

富草 鴨目 まつぼら 松洞 6967～6971，6967～6971

富草 新木田 まつぼら 松洞
9554，9609，9612～9632，9642～

9656，9658～9659，9666～9670，9711

～9712，9723～9724

大下条 深見 まつやしき マッツヤシキ
730～733，754～757，781～
782

和合 日吉 まつやま 松山 1455

大下条 深見 まつやま 松山 1592～1595

和合 まつりがみ まつり神 736

大下条 平久大窪 まとう マトウ 131～136，234～235，281，283

大下条 早稲田 まとう マトウ 2576，2571ﾛ，2580～2581

大下条 早稲田 まとうさわばた マトウ澤バタ 2577ﾊ，　2579ﾛ

大下条 平久大窪 まとうした マトウ下 166～167，224

大下条 平久大窪 まとうむかいだ まとう向田 282

富草 雲雀沢 まとば 的場 1574～1575，1581～1585

和合 まとば 的バ 888

富草 浅野 まとば 的場 6397

大下条 御供 まとば 的場
2007～2008，2026，2028～
2031

大下条 川田 まとば 的場 700～702，724～739

和合 まとば まとば 887～888

富草 古城 まとばごひゃくめ 的場五百目 1977～1981

旦開 まとばのまえ マトバノ前 882

旦開 まとばのまえ 的場ノ前
873～874，878～880，854～
856

富草 下梅田 まのせ マノセ 8629～8630

和合 まふちあがり まふちあがり 1038

富草 鷲巣 まました まヽ下 4594～4597，4560～4606

富草 大平 まみさわ 馬見澤 977～978，1001～1003

大下条 小中尾 まめかけ マメカケ 329～330

大下条 平久大窪 まめこぼし マメコボシ 75，　142，144

大下条 平久大窪 まめこぼしした マメコボシ下 185

和合 まめそれ マメソレ 89～91

大下条 小野 まるがいと 丸垣外 1418

富草 鴨目 まるせまし 丸畝増 6668

富草 大島 まるせまち 丸瀬町 549～550

和合 日吉 まるそれ 丸それ
2827～28258，2833～2834，2837～

2840

和合 日吉 まるぞれ 丸ゾレ 2843

和合 日吉 まるぞれ 丸ぞれ 2835～2836，2841～2842

大下条 深見 まるね マルネ 540～544

大下条 田上吉 まるねばた 丸袮畑 951

大下条 田上吉 まるねばた 丸ネ畑 982～985
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和合 まるはた 丸畑 690～692

富草 鴨目 まるはた 丸畑 7508～7512

大下条 田上吉 まるばた 丸畑 952

大下条 中谷 まるばた 丸畑 2492

富草 梅田 まるばた 丸畑 8094～8096，8128～8134

富草 下梅田 まるばた 丸畑 8205～8214

和合 まるばた？ 九畑 1801

大下条 深見 まるばやし マル林 1102，1108～1111

富草 恩沢 まるみさわ？ まるみ澤 795

富草 大島 まるや 丸屋 493～495

富草 大島 まるやま 丸山 597～603

富草 大平 まるやま 丸山 1101

富草 雲雀沢 まるやま 丸山 1441～1443

和合 日吉 まるやま 丸山 2465

大下条 大森平石 まるやま 丸山 3101

大下条 大那木 まるやま 丸山 3939

富草 浅野 まるやま 丸山 6055

大下条 川田 まるやま 丸山
1603～1604，1617，1620～
1624

大下条 御供 まるやま 丸山 2117～2120

旦開 まるやま 丸山 2553，2555～2558

大下条 田上吉 まるやま 丸山 440，504～509，522

富草 浅野 まるやま 丸山 6145～6146

富草 鴨目 まるやま 丸山 6841～6842

和合 日吉 まるやまざか 丸山坂 1293

富草 大平 まわりば 廻リ場 867～868

和合 日吉 まんくろ まんくろ 2847～2848

大下条 和知野 まんじょう 万上 1960

大下条 和知野 まんじょう マンジョウ 1974～1977

大下条 和知野 まんじょうあげみ マンジョウアゲミ1965～1969

大下条 和知野 まんじょうさわばた 万上沢バタ 1959

大下条 早稲田 みしまやま 三島山 2080～2082

和合 みずうえ 水上 672

富草 鷲巣 みずくち 水口 4644～4645

大下条 小野 みずぐち 水口 1866

大下条 川田 みずのいり 水ノ入
1841～1857，1865，1893～
1897

大下条 御供 みずのいり 水ノ入 2044，　2061

大下条 小中尾 みずのくち 水ノ口 339

大下条 井戸 みずのくち 水ノ口 1170

大下条 小野 みずのくち 水ノ口 1851，　1876

富草 粟野 みずのみばそと 水呑場外 2547～2549

大下条 川田 みずほった 水堀田 203～219
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富草 大島 みずわり 水割 285

大下条 大森平石 みせまちだ みせまち田 2748

富草 下梅田 みせまちだ ミセマチ田 8523，8541～8544

大下条 大森平石 みぞうだ みぞう田 2721

大下条 中谷 みぞがいと 溝垣外 2665～2670，2681～2692

富草 新木田 みぞがいと ミゾ垣外 9230～9239

富草 新木田 みた？ 實田
9454～9456，9460～9493，9498～

9519

富草 新木田 みた？ みた？ 9536～9548，9557～9560

富草 雲雀沢 みちあい 道合
1221，1232～1238，1243～
1252

大下条 早稲田 みちあい 道アイ 2027

大下条 井戸 みちあい 道合 1066～1068

大下条 早稲田 みちあい 道合 2213～2214

富草 雲雀沢 みちいん？？ 道いん 1422～1425

富草 大島 みちうえ 道上 170

富草 雲雀沢 みちうえ 道上 1406

大下条 川田 みちうえ 道上 1864

大下条 大森平石 みちうえ 道上 3152

富草 鷲巣 みちうえ 道上 4684

大下条 小野 みちうえ 道上 1734～1735，2070～2071

大下条 早稲田 みちうえ 道上 2366，　2582

大下条 小中尾 みちうえ 道上 246～247

大下条 平久大窪 みちうえ 道上 49～50

富草 門原 みちうえ 道上 5050～5052

和合 みちうえ 道上
９８３，１２５２，１２５３，１４４０，１４

４４～1446，1481，1736，1739，

1740，1780～1782，1794

和合 日吉 みちうえ 道上

富草 恩沢 みちした 道下 703

富草 雲雀沢 みちした 道下 1429

富草 雲雀沢 みちした 道下 1713～1716

富草 粟野 みちした 道下 3721～3722

大下条 深見 みちした ミチシタ 184

大下条 深見 みちした ミチ下 193

大下条 深見 みちした ミチシタ 556

大下条 田上吉 みちした 道下 641

富草 下梅田 みちした 道下 8556

大下条 小野 みちした 道下 1817，　1946，1853，1947

大下条 川田 みちした 道下 1866～1867

大下条 和知野 みちした ミチシタ 2212,　2220

大下条 大森平石 みちした 道下 3117～3133

和合 みちした 道下
491，560～561，604，639～640，642，

932，1410，1483，1677，1741，1826，

1993，2817
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富草 門原 みちした 道下 5596～5598

富草 門原 みちした 道下
5809～5812，5836～5838，5858，5872

～5874

和合 日吉 みちした 道下

和合 日吉 みちした 道下

和合 日吉 みちのうえ 道の上 1246

富草 古城 みちばた 道ばた 2090

大下条 和知野 みちばた 道バタ 2219

富草 下梅田 みちばた 道端 8570～8575

富草 雲雀沢 みついし 三ツ石 1268，1309～１３10，1323～1324

富草 大平 みつだ 三ツ田 1030～1034

富草 古城 みつだ 三ツ田 2271～2272

大下条 田上吉 みつだ 三ツ田 748

大下条 小野 みつだ 三ツ田 1362～1371，1381～1383

富草 鴨目 みつだ 三ツ田 7229～7230

富草 大平 みつたやま 三ッ田山 947

大下条 中谷 みなみ 南 2319

旦開 みなみ 南 718～724

旦開 みなみ？まつ 南？松 1159～1162，1165～1167

富草 大島 みなみあけみ？ 南あけみ 540～543

大下条 川田 みなみかいと 南開土 1978ﾉ1

旦開 みなみかいど 南開土 725～732，784～803

大下条 川田 みなみがいと 南垣外 703～711

大下条 早稲田 みなみさｙぐし 南シャグシ 2487ノ2～2488

大下条 早稲田 みなみさわ 南澤
1997～1998，2015～2016，2033～

2036，2043，2049～2054，2260～2269

大下条 大那木 みなみさわ 南沢 3878～3879

富草 門原 みなみさわ 南澤 5154～5158

大下条 田上吉 みなみさわ 南沢 664，844～852，1084

大下条 早稲田 みなみさわむこうだ 南澤向田 2270～2276

富草 大島 みなみさんとうめん 南三斗免 552

旦開 みなみとうげ 南峠 3719

大下条 中谷 みなみばた 南畑
2384～2389，2395～2405，
2407

大下条 田上吉 みなみはらかいと 南原垣土 649，　658

大下条 田上吉 みなみはらかいと 南原 659～661，663

富草 粟野 みなみぼら 南洞
2407～2422，2425～2432，2568～

2569

富草 大島 みなみみち 南道 536

大下条 早稲田 みなみやま 南山 1992

富草 大島 みねがばやし 峯ヶ林 685

富草 恩沢 みねのはやし 峯の林 768～769

和合 日吉 みねばた 峰畑 1616～1639

和合 みねはたつじ みねはたつじ

富草 粟野 みのや 美濃屋 3729
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大下条 川田 みみずく？ 木兎 1303～1302，1407

大下条 大森平石 みやうえ 宮上
2720，2797～2798，3310～
3314

富草 鷲巣 みやご？ 宮後 4890～4899，4903～4905

和合 みやざわ 宮沢
50～63，67～69，1398～1401，1974～

1983，2294

和合 日吉 みやざわ 宮沢

和合 みやざわしもだいら 宮沢下平 46～48

和合 みやざわむかい 宮沢向 75

和合 みやざわやまのかみさわ宮沢山神沢 17

大下条 平久大窪 みやじ ミヤジ 456，570～574

大下条 平久大窪 みやじがいと ミヤジガイト 454～454

大下条 中谷 みやした 宮下 2390

大下条 川田 みやした 宮下 1914～1916，1918～1922

大下条 早稲田 みやした 宮下 2055～2063

富草 門原 みやした 宮下 5734～5743，5776～5777

富草 門原 みやつるね 宮つる袮 5864，5868～5870

大下条 中谷 みやのあと 宮後 2549～2550

富草 雲雀沢 みやのうえ 宮ノ上 1342～1343

大下条 和知野 みやのうえ ミヤノ上 2075

大下条 深見 みやのうえ ミヤノ上 228～238，270～272

富草 梅田 みやのうえ 宮ノ上 7998，　8038

大下条 早稲田 みやのうしろ 宮ノ後 2083～2085

富草 門原 みやのうしろ 宮ノ後 6018～6019

富草 鴨目 みやのうしろ 宮ノ後
7092～7096，7104～7107，
7228

富草 新木田 みやのうしろ 宮の（ノ）後 9366～9380，9611

旦開 みやのうち 宮ノ内 450～455

富草 恩沢 みやのこし 宮ノ腰 734～736，754

大下条 田上吉 みやのこし 宮ノコシ 1009～1010

大下条 小野 みやのこし 宮ノ越
1374～1375，1378～1380，1387～

1393，1400

旦開 みやのこし 宮之腰 2662～2663

大下条 大森平石 みやのこし 宮ノコシ 3046～3055

旦開 みやのこし 宮ノ腰 437，440，2464～2470

旦開 みやのこし 宮のこし 438～439，441～443

富草 鴨目 みやのこし 宮ノ越 7119～7120

富草 大島 みやのした 宮ノ下 604～609

富草 恩沢 みやのした 宮ノ下 730～733，７７８～783

富草 雲雀沢 みやのした 宮ノ下 1602～1605

富草 梅田 みやのした 宮ノ下 8037

大下条 大那木 みやのした 宮ノ下 3306，3308～3310

富草 鷲巣 みやのした 宮ノ下 4582～4584

富草 恩沢 みやのしたかわら 宮ノ下川原 784～786
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富草 恩沢 みやのしたみなみ 宮ノ下南 787～792

富草 門原 みやのね 宮の袮 5744

富草 粟野 みやのまえ 宮ノ前 2631～2636

和合 日吉 みやのまえ 宮ノ（の）前 1276～1278

大下条 和知野 みやのまえ 宮ノ前 2199～2202

大下条 中谷 みやのまえ 宮ノ前 2378，2728～2789

旦開 みやのまえ 宮ノ前 424～430

富草 鷲巣 みやのまえ 宮ノ前 4585～4587

富草 門原 みやのまえ 宮の前 5069，5076～5080

富草 鴨目 みやのまえ 宮ノ前
6898～6899，6903～6906，7111～

7118

大下条 平久大窪 みやのまえ ミヤノ前 786～787

富草 雲雀沢 みやのまわり 宮ノ廻リ 1578～1580

富草 門原 みやのもと 宮の本 5266～5268

富草 粟野 みやのわき 宮ﾉ脇 ２８１４，2817～2818

旦開 みやのわき 宮ノ脇 444～448，521～542

旦開 みやのわき 宮ノ王き 517～520

大下条 早稲田 みやわき 宮脇
2068～2069，2072，2076～
2079

和合 みやんたいら 宮ノ平 45，　49

富草 大平 みょうがば ミやうが場 863～866

和合 日吉 みょうがはた みよが畑 1556～1567

和合 みょうじ みやうじ 704

和合 みょうじ？ 苗し 704，706，　709

和合 みょうじ？ 苗じ 705，707～708

和合 みょうじんね 明神根 982

富草 粟野 みょうといわ め男岩 2738

大下条 深見 みょうといわ ミヨト岩 243～245

富草 雲雀沢 みょうとう 明燈 1139～1143

富草 大島 みょうとやま 明戸山 630

和合 日吉 みよじ みよじ 1393～1395

大下条 井戸 みよそくぼ ミヨソクボ 1166～1177

和合 日吉 むかい ムカイ 2666

和合 日吉 むかい 向 1273～1275

和合 日吉 むかい むかい
2659～2665，2667～2671，2675，2677

～2685

和合 日吉 むかい むかい
2659～2665，2667～2671，2675，2677

～2685

和合 むかいさわ 向沢 1028，1031，1045～1047

富草 雲雀沢 むかいだ 向田 1480～1481，1503～1519

和合 日吉 むかいだ むかい田 2643

富草 雲雀沢 むかいだみちした 向田道下 1520～1524

富草 新木田 むかいと むかいと 9592
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旦開 むかいやま 向山

3230～3232，3234，3236～
3254，3261～3279，3282，3290
～3297，3320～3368，3370～
3371，3373～3377，3718

大下条 大那木 むかいやま 向山 3851～3854，3908～3909

富草 梅田 むかいやま 向山 7690～7692

富草 下梅田 むかいやま 向山 8295～8296

旦開 むかがただ 向方田 975～981

富草 下梅田 むぎた ムギ田 8343

大下条 中谷 むぎた 麦田 2488～2489

大下条 中谷 むぎばた 麦畑 2487

大下条 和知野 むくり ムクリ
1764～1768，1809～1820，1822～

1837

大下条 和知野 むくり ムクリ
2136～2137,2143～2146,2159～

2160,2163

富草 鴨目 むくり むくり 6876～6880

富草 鴨目 むくり ムクリ 6929～6932

富草 梅田 むくり ムクリ 7687～7689，7706～7707

富草 大平 むこう 向 928

富草 大平 むこう 向 1111

大下条 小野 むこう 向 1269

富草 下梅田 むこう 向 8768

大下条 小野 むこう 向 1685，　1718

大下条 平久大窪 むこう ムカウ
284，438～440，1286，1506～

1508

大下条 田上吉 むこう 向 552～553

富草 新木田 むこう 向 9142～9148

富草 大島 むこうおおさわ 向大澤 570～578

大下条 和知野 むこうかわらだ 向川原田 2207

富草 鴨目 むこうくもて 向蜘手 6685～6687

富草 大平 むこうごひゃくめ 向五百目 1036～1040

富草 雲雀沢 むこうさば？ 向さば？ 1849～1851

富草 大島 むこうしんでん 向新田 313～324

大下条 井戸 むこうだ 向田
1082，1085～1086，1088～
1091

大下条 和知野 むこうだ 向田
1605～1606，1626～1642，1655～

1658，1660～1661

大下条 小野 むこうだ 向田 1685，1704，1805～1806

大下条 川田 むこうだ 向田 1990～1814，1858～1863

大下条 大那木 むこうだ 向田 3691～3693，3910，3914

大下条 川田 むこうだうえのきり 向田上ﾉ切 1787～1789

大下条 川田 むこうだした 向田下 1775，1777～1778

大下条 川田 むこうだしたのきり 向田下ﾉ切 1779～1786

大下条 和知野 むこうだみちうえ 向田道上 1650～1654

大下条 小野 むこうだよこ 向田ヨコ 1702

大下条 平久大窪 むこうとうげ ムカウ峠 1273～1274
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富草 鴨目 むこうとのがいと 向殿垣外 6765～6766

富草 粟野 むこうはた 向畑 3011～3020

富草 古城 むこうばた 向畑 2264

大下条 大那木 むこうばた 向畑 3698

富草 下梅田 むこうばた 向畑 8767

大下条 小野 むこうばた 向畑 1719～1721，1872

大下条 田上吉 むこうばた 向畑 515～516，562，564～568

富草 雲雀沢 むこうばやし 向林 1775～1778

大下条 平久大窪 むこうばやし 向林 225

大下条 小野 むこうばやし 向林 1264～1265

大下条 小野 むこうばやし 向林 1705，　1707

大下条 中谷 むこうばやし 向林
2309，2382～2383，2432～
2434

大下条 川田 むこうばやし 向林
435～438,520ｲ,534～536,712～

423,756,758～760

大下条 御供 むこうひら？ 向平 2151～2152

富草 門原 むこうやま 向山 5907

大下条 小野 むこうやま 向山
1405，1425，1461～1465，1467，

1712，2277～2301

大下条 早稲田 むこうやま 向山
2316，2318～2331，2354～
2355

大下条 大那木 むこうやま 向山 3659～3660

大下条 田上吉 むこうやま 向山 728～729，732

大下条 早稲田 むこうやましみず 向山清水 2302

大下条 早稲田 むこうやまみちした 向山道下 2252～2257

富草 鴨目 むし（く）り むし（く）り？ 7227

大下条 大森平石 むじないわ ムジナ岩 2849～2854

大下条 小野 むじなくぼ ムシナクボ 1766

富草 鴨目 むじなくぼ むじな久保 7559～7561

富草 梅田 むじなくぼ ムジナクボ 7916，7937～7940

富草 梅田 むじなくぼ 狢久保 7941～7942

富草 梅田 むじなくぼ むじな窪 8014～8020

富草 大島 むじょうどう 無常堂 228～236

富草 下梅田 むつだ 六ツ田 8622～8623

和合 日吉 むなしろ むなしろ 1189

和合 日吉 むなじろ むなじろ 1192～1193，1196～1198

大下条 小野 むにゅう ムニウ 1229～1236，1238～1239

大下条 平久大窪 むにょう ムニヤウ 672～679，702，705～709

大下条 平久大窪 むめがくぼ むめヶ久保
1354～1358，1365～1369，
1371

和合 帯川 むら（はやし）まつ 村（林）松？ 1756

大下条 平久大窪 むらかみ 村上 1027

大下条 平久大窪 むらさくぼ ムラサクボ 687～700

富草 梅田 むらやま 村山 7917～7921，7932～7933

大下条 深見 もたづくり モタヅクリ 1690～1715，1721
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大下条 深見 もたづくり？ モクツクリ 1544～1547

富草 鴨目 もちいだ 持井田 6799～6800

和合 日吉 もちごや モチ小屋 1171

和合 もちしてば モチシテバ 717，　735

大下条 小中尾 もちた モチタ 352～356，359～360

富草 古城 もちふりば もちふりば 2045～2046

富草 下梅田 もちふりば モチフリバ 8488～8490

大下条 早稲田 もちやばた モチヤ畑 2046

大下条 深見 もったづくり 茂田作 1728～1730

大下条 小野 もつだつくり モツ田作リ 1308～1309

和合 もつとくさわ もつとく沢 680～682，696～697，670

和合 もといどのうえ 元井戸の上 679

富草 粟野 もとけいだい 元境内 4336～4343，4348～4349

旦開 もとしお モトシヲ 550

旦開 もとしお もとしを 549，551～554

和合 もとたに 本谷 1105

和合 もとだにいどぼら 本谷井戸洞 1067～1068

和合 もとだにかまのうえ 本谷かまの上 1103

和合 もとだにといごや 本谷とい小屋 1102

大下条 小中尾 もとやしき モトヤシキ 374

和合 もとやしき 元屋敷 141，556，　1938

大下条 川田 もとやしき 元屋敷 1709～1710

大下条 大森平石 もとやしき 元屋敷 2937～2938

大下条 深見 もとやしき モトヤシキ 612～614，674～682

富草 浅野 もとやしき 元屋敷 6334～6337

富草 梅田 もとやしき 元屋敷 7651～7654

大下条 和知野 もとやしきうえ 元屋シキ上 17,051,752

和合 もとわごう 本和合
836～840，845～857，861～
869

大下条 田上吉 ものとらず モノトラズ 1004

大下条 平久大窪 もみのきした 椵木下？ 287

旦開 もみのきだいら 樅ノ木平
449，456～459，483～510，667
～674，677～687

和合 ももがくぼ モモガ久保 693～694

大下条 田上吉 ももがくぼ モヽガクボ 799～800

和合 日吉 ももくぼ モモクボ 1182～1185

和合 日吉 ももくぼ モモクボ久保
1187～1188，1190，1916～
1917

大下条 大那木 ももそね モモソネ 3921

大下条 早稲田 ももた モヽ田
2387，2392，2393ﾛ～2402，2405～

2419

大下条 早稲田 ももたおおた モヽ田太田 2389

大下条 早稲田 ももたおおたうえ モヽ田太田上 2390～2391

大下条 早稲田 ももたおおたした モヽ田太田下 2381～2382
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大下条 早稲田 ももたさわばた モヽ田沢バタ 2393

大下条 早稲田 ももたはた モヽ田畑 2426

大下条 早稲田 ももたみちした モヽ田道下 2407

大下条 深見 もものきした モヽノキ下 327

富草 門原 もりうえ もり上 5344～5348

富草 古城 もりした 森下
2140～2143，2145，2150～
2154

大下条 深見 もりした 森下 472

大下条 平久大窪 もりした モリシタ 1363

大下条 和知野 もりした モリシタ 2186

大下条 和知野 もりした 森下 2195

富草 門原 もりした 森下 5863

大下条 小野 もりした 森下 1356～1357，2064～2067

和合 日吉 もりした 森下
1512～1514，1517，1523～1529，1536

～1537

旦開 もりした 森下

2001，2022～2025，2526～
2529，2546～2552，2554，2559
～2565，2568，2576～2606，
2649～2654，2656～2661

旦開 もりした 森下

2526～2529，2546～2552，
2554，2559～2565，2568，2576
～2606，2649～2654，2656～
2661

富草 門原 もりした もり下 5269～5272

大下条 井戸 もりのうえ 森ノ上 1150

和合 もりのうえ 森ノ上 821，　831

大下条 深見 もりのうしろ 森ノ後
407～413，416，433，458～462，

468

大下条 深見 もりのうしろ モリのウシロ 470～471

富草 大平 もりのこし 森ノこし 883

富草 大平 もりのこし 森ノ腰 887～888

大下条 千木 もりのこし 森ノ腰 134

大下条 小野 もりのこし モリノコシ 1788，　1792

大下条 深見 もりのした 森ノ下 481

大下条 井戸 もりのわき 森ノ脇 1120

大下条 小野 もりばやし 森林 1789～1791

旦開 もりわき 森脇
2609～2613，2623～2639，
2642

富草 浅野 もれやかいと もれや可いと 6326～6327

大下条 中谷 もろくぼざわ モロクボサワ 2437～2440，2442

富草 下梅田 もろのくぼ モロノ久保 8176～8183

富草 新木田 もろりぼ モロリボ 9006～9020

大下条 早稲田 もんぜん 門前 2202～2208

和合 もんべい モンベイ 720

富草 浅野 やいはらさわ 屋以原澤　 6041～6042，6338～6339

大下条 小中尾 やおち ヤオチ 90～91
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和合 やきがき ヤキガキ 538

和合 やきがき やきがき 539

和合 やきね 燒根 2045

大下条 平久大窪 やくかいと ヤクカイト 526～531

大下条 川田 やくし ヤクシ
1699～1700，1702～1703，
1705

大下条 田上吉 やこさやま ヤコサ山 1008

大下条 田上吉 やこざわ 屋古沢
1011～1012，1017～1020，1022ﾛ，

1024～1040

大下条 田上吉 やごさわ ヤゴサワ 1008ﾛ，　1015

大下条 田上吉 やこざわひかげやました 屋古沢日陰山下 1013～1014

大下条 田上吉 やこざわやま 屋古沢山 1016，1021～1022

大下条 田上吉 やこざわやまいえのうえ 屋古沢山家ﾉ上 1023

富草 雲雀沢 やざえもん 弥左エ門 1385～1401

富草 雲雀沢 やさがいと 弥左垣外 1841～1842

富草 雲雀沢 やざがいと 弥左垣外 1453～1465

大下条 川田 やさくだ 弥作田 1658～1660

富草 大平 やさくばた 弥作畑 1098

富草 古城 やしき 屋しき 2093

大下条 早稲田 やしき ヤシキ 1949

大下条 御供 やしき 屋敷 1990

大下条 大森平石 やしき ヤシキ 3144

富草 浅野 やしき 屋敷 6277～6278

大下条 深見 やしきうしろ ヤシキウシロ 643

富草 大島 やしきだ 屋敷田 486～490

大下条 深見 やしきだ ヤシキダ 1195

富草 浅野 やしきだ ヤシキ田 6294～6310

富草 鴨目 やしきだ 屋敷田 6829～6832

大下条 大那木 やしきのた ヤシキノ田 3871～3875

大下条 深見 やしきのた ヤシキ 640～641

富草 雲雀沢 やした 屋下 1449～1452

大下条 大那木 やした ヤシタ 3391

大下条 早稲田 やした ヤシタ 2595～2598

和合 日吉 やした 屋下 2657～2658

大下条 大森平石 やした 屋下
2719，3190～3192，2753，2769～

2770，2937，3135

大下条 大森平石 やした や下
2801～2805，2942～2943，3142～

3143

富草 大島 やじばた 屋治畑 555～560

富草 大島 やじばたうえ 弥治畑上 511

和合 やしやかわど？ やしや川ど？ 2048

大下条 小野 やじゅうろうつくり 弥十郎作リ 1631～1633，1645

和合 やじょう ヤジヤウ 83～84

富草 浅野 やしらき ヤシラキ
6033，6039～6040，6043～
6054
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和合 日吉 やじろ やじろ 1649，　1653

大下条 深見 やしろばやし ヤシロ林 1026～1039

大下条 深見 やしろばやし ヤシロバヤシ 1040～1047，1049～1112

和合 やすえ ヤスエ 8

大下条 田上吉 やすけばた 弥助畑 603

大下条 深見 やすみし ヤスミシ 896，900～924

大下条 平久大窪 やすみど ヤスミ戸 1077

和合 やすんど やすんど 1158

和合 日吉 やすんど 休戸 1167

和合 やすんど 休戸

富草 鷲巣 やせだ やせ田 4627～4630

富草 梅田 やせね ヤセ根 7945～7947

富草 下梅田 やせね ヤセ子 8805～8810

大下条 深見 やせね ヤセ子 925～931

大下条 田上吉 やせねばた ヤセネ畑 996

富草 恩沢 やそしま 八十島 803～808

和合 帯川 やたろうやしき 弥太郎屋敷 1762～1763

和合 帯川 やつぼ 矢坪
1675，1680～1689，1693～
1695

大下条 大森平石 やとこ ヤトコ 2723～2727

大下条 川田 やとこほら ヤトコホラ 644～647

大下条 川田 やなぎさわ 柳沢
1404，1408～1416，1441～1442，

1444，1459～1537

富草 大島 やなぎしたひがし 柳下東 455～457，460～462

富草 下梅田 やなぎだ 栁田
8551～8555，8560～8567，8576～

8558

大下条 小野 やなぎつぼ 栁坪 1346～1355

富草 古城 やなぎね 柳根 1916

富草 浅野 やなぎのくち 栁ノ口 6491～6495

旦開 やなぎのもと 柳ノ本 852～857

富草 大平 やなぎほら 柳洞 1046～1051

大下条 川田 やなぎぼら 栁洞 277～295

富草 新木田 やなぎぼら 栁洞 9457～9459，9525～9535

富草 大平 やなぎほらひかげ 柳洞日影 1074

富草 大平 やなぎほらひなた 柳洞日向 1093

旦開 やの 矢野
3640～3650，3665～3690，
3704～3711

旦開 やのいしがみ 矢野石がみ 3629

旦開 やのいしがみ 矢野石神 3627～3628，3630

旦開 やのいりがいと 矢野入開土 3613，3619～3624

大下条 深見 やのうえ ヤノ上 1435，1552，1554，1588～1590

旦開 やのかじやさわ 矢野カジヤ沢 3712～3713，3715

旦開 やのがわはらだ 矢野川原田 3625～3626

旦開 やのた 矢の田 875～877
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旦開 やのまつばざか 矢野松葉阪 3657

大下条 千木 やぶ ヤブ 42

大下条 川田 やぶ ヤブ 787～792

富草 鴨目 やぶきわ 藪際 6701

富草 梅田 やぶぎわのうえ 薮際上 7948～7950

大下条 大那木 やぶこし 籔越 3889

富草 鴨目 やぶさわぼら 藪澤洞 7257～7259

富草 古城 やぶした 薮下 2085～2087

富草 粟野 やぶした やぶ下 3056

富草 粟野 やぶした 藪下 4240～4276，4335

富草 鷲巣 やぶした 藪下 4639

大下条 大森平石 やぶした やぶ下 2712～2713

大下条 大那木 やぶした 籔下 3675～3679

富草 鷲巣 やぶした やぶ下
4621～4623，4632～4634，4654～

4656，4675～4676

富草 下梅田 やぶした 薮下 8663～8665

富草 下梅田 やぶと ヤブト（下）？ 8407

大下条 千木 やぶのうえ ヤフノ上 145

和合 やぶのうえ 薮ノ上 2156

富草 梅田 やぶのうえ 薮ノ上 7648

大下条 深見 やぶのうえ ヤブノ上 561～563

大下条 深見 やぶのわき ヤブノ脇 567

富草 梅田 やまかみ 山神 8079

富草 門原 やまがみ 山神 5416，5466～5469，5512

富草 門原 やまがみ 山神 5925～5931

和合 やまがみさわ 山神沢 515～516，1152～1154，1156

大下条 小野 やまがみした 山神下 1693～1695，1699

大下条 小野 やまがみそと 山神ソト 1673

和合 やまがみど 山神度 1958

和合 やまがみど 山神渡 1959

大下条 大森平石 やまがみのうしろ 山神ノウシロ 2958，　2964

大下条 大森平石 やまがみのまえ 山神前 2963，　2965

大下条 和知野 やまがみはやしした 山神林下 2151～2152

大下条 和知野 やまがみまえ 山神前 2065～2072

富草 梅田 やまぎし 山岸 7955

大下条 深見 やまぎし ヤマギシ 328～329

富草 門原 やまきわ 山き王
5610～5611，5617～5619，5621～

5624

大下条 平久大窪 やまぎわ ヤマキワ 1097～1100

富草 雲雀沢 やまぐち 山口
1118～1137，1144～1145，1116～

1151，1178～1181，1188～1189

富草 雲雀沢 やまぐち 山口 1861～1862

富草 古城 やまぐち 山口 2273～2277，2287～2291

富草 門原 やまぐち 山口 5342～5343
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富草 雲雀沢 やまぐちいっかんめ？ 山口壱貫目 1162～1167

富草 雲雀沢 やまぐちかみそうべえ 山口上惣兵衛 1152～1160

富草 雲雀沢 やまぐちしじゅうかり 山口四十苅 1173～1177

富草 雲雀沢 やまぐちしたはっぴゃく山口下八百 1168～1172

富草 雲雀沢 やまぐちすぎぼら 山口杉洞 1161

富草 雲雀沢 やまぐちすももがだいら 山口李ヶ平 1182～1186

富草 雲雀沢 やました 山下 1261～1263

和合 やました 山下 2118，2131，2133～2135

大下条 大森平石 やますみ 山住 2741～2747

富草 鴨目 やまだ 山田 7013

大下条 小野 やまだ 山田 1517～1521，1525

大下条 和知野 やまだ ヤマダ 1609～1610

大下条 深見 やまだ 山田
1647，1652，1654～1657，1689，1724

～1727，1731，1732

富草 鴨目 やまだ 山田 7197～7198

大下条 深見 やまだした 山田下 1688

大下条 田上吉 やまてまつ 山手松 778

富草 粟野 やまとや 大和屋 2577～2578，2580～2582，２５９６

大下条 御供 やまなか 山中 2099～2100，2108

大下条 川田 やまなかだ 山中田 1443，1454，1456～1458

富草 下梅田 やまなかのた 山中ノ田 8336～8342

大下条 大那木 やまなし 山梨子 3853

富草 大平 やまのかみ 山ノ神 1086～1090

富草 古城 やまのかみ 山之神 1928～1938

和合 やまのかみ 山ノ神 489

大下条 大那木 やまのかみ 山神 3690～3694

大下条 大森平石 やまのかみうえ 山神上 3108

富草 粟野 やまのかみうしろ 山ノ神後 2541～2546

和合 やまのかみさわ 山神沢

富草 雲雀沢 やまのかみした 山ノ神下 1788～1789

大下条 平久大窪 やまのかみじり 山ノ神尻 823～828

富草 浅野 やまのかみひら 山神平 6357～6358，6380～6382

大下条 中谷 やまのかみもと 山ノ神本 2413～2420

和合 帯川 やまのくぼ 山ノ久保 1671

富草 雲雀沢 やまばた 山畑 1257～1259

大下条 和知野 やまばた 山畑 1530～１５３１

富草 鴨目 やまばた 山畑 7190～7196

富草 梅田 やまばた 山畑 7975～7976

富草 浅野 やまぶしづか 山伏塚 6522

富草 浅野 やまぶしとうげ 山伏峠 6533

富草 大島 やまふろ 山風呂 ７３～９５，１０３～110

富草 大島 やまふろてらだ 山風呂寺田 97

富草 雲雀沢 やまみちわき 山道脇 1407～1408
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富草 雲雀沢 やまみちわき 山道脇 1848

大下条 田上吉 やよおかだ ヤヨ岡田 597

富草 大島 やんぎしたみちうえ 柳下道上 450～454

大下条 和知野 やんじょう ヤンジヤウ 1931,　1935

大下条 和知野 やんじょう ヤン上 2005～2009

大下条 和知野 やんじょうばた ヤンジャウバタ 1999～2001

大下条 和知野 やんじょさわ？ ヤン上沢 1938～1939

大下条 大那木 ゆうばた ユウ畑 3578～3579

富草 鷲巣 ゆうひあたり 夕日当り 4827～4835

和合 ゆきつら？ 行連 2033～2036

富草 大島 ゆさか 湯坂 643～644，647～649

富草 浅野 ゆば ゆば 6176～6178

大下条 田上吉 ゆほら 湯洞 819～820

和合 日吉 ゆみばや 弓ばや 1281，1388～1391

富草 鴨目 ようきちぶん 要吉分 6631

旦開 ようほしば 要干場 240,241,461,462

富草 粟野 よえもんなまれ 与右エ門なまれ2347

大下条 小野 よきいし ヨキ石 1252

大下条 平久大窪 よきいわ ヨキ岩 659

富草 雲雀沢 よきち 与吉 1382～1384

富草 新木田 よきとぎ よきとぎ 9325

大下条 川田 よこいち 横市 683～686，688～693

富草 鴨目 よこがみ 横神 6915

和合 日吉 よこくら 横倉 2702～2705

和合 よこだいら 横平 306～307

富草 雲雀沢 よこて 横手 1813～1815

大下条 小野 よこて ヨコテ 1843～1844

大下条 大森平石 よこて ヨコテ 3111～3113

和合 よこて 横手
361～362，477～478，1066，1956～

1957，2177，2248～2252

富草 新木田 よこて 横手 9255～9257

和合 よこて ヨコテ

和合 よこて 横手

和合 よこてうえ 横手上 480，　490

和合 よこてした 横手下 475

大下条 小野 よこてばた ヨコテ畑 1816

富草 新木田 よこてばやし 横手林 9273

富草 鴨目 よこてばやし 横手林 7308～7312

富草 雲雀沢 よこてみちうえ 横手道上 1792～1813

富草 雲雀沢 よこてみちした 横手道下 1816～1838

富草 新木田 よこてみちした 横手道下 9873～

富草 雲雀沢 よこてむこうひら 横手向ひら 1779～1787

富草 雲雀沢 よこてむこうひら 横手向平 1790～1791
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富草 新木田 よこてやま 横手山 9272

富草 鴨目 よこてやま 横手山 7289～7290

旦開 よこながて よこ長手 872

旦開 よこながて 横長手 871，902～908，926～928

旦開 よこなわて 横縄手 814～853

和合 よこはた 横畑
127～131，460，2376～2380，238，

2808

和合 日吉 よこはた ヨコハタ 2374～2375，2381～2382

和合 日吉 よこはた 横ハタ 2808～2809

大下条 川田 よこばた 横畑 1701

大下条 平久大窪 よこばた ヨコバタ 1162～1169

和合 よこばやし 横林 975

富草 門原 よこばやし 横林？ 5186

和合 日吉 よこぼっき 横ぼっき 1279

大下条 和知野 よこまい ヨコマイ 2268

富草 雲雀沢 よこまえ 横前 1541～1542

富草 古城 よこまえ 横前 2101～2107，2114～2115

大下条 御供 よこまえ ヨコマエ 1985

和合 よこまえ 横前 2038

富草 鴨目 よこまえ 横前 6894

富草 梅田 よこまえ 横前 8011

大下条 田上吉 よこまえ 横前 740～744

富草 梅田 よこまえ 横前 8068～8071

富草 門原 よこみち 横道 5206

富草 鴨目 よこみち 横道 6914

富草 大島 よこみちうえ 横道上 518

大下条 深見 よこみちした ヨコミチシタ 642

大下条 早稲田 よこやま ヨコ山 2542～2545，2548，2541

旦開 よこやま 横山 3696～3702，3716～3717

大下条 早稲田 よこやまいえのうえ ヨコ山家ノ上 2550，　2552

大下条 早稲田 よこやまみちうえ ヨコ山道上 2549，2553～2555

大下条 早稲田 よこやまみちした ヨコ山道下 2556

富草 粟野 よさく 与作 3180～3183

富草 浅野 よさくばた 与作畑 6090～6092

大下条 小野 よしがひら ヨシガヒラ 1680

富草 大島 よしがほら よしが洞 459

大下条 小野 よしがほら ヨシガホラ 1634～1644

大下条 小野 よしがほら ヨシガホラ 1674～1679，1686，1688，1692

旦開 よしがほら 芳ヶ洞 3105～3174，3192～3200

大下条 小中尾 よしがほら ヨシガホラ 79～83

大下条 小中尾 よしがほら ヨシガ洞 85～86，167～171

富草 雲雀沢 よしくぼ よし久保 1675～1676

富草 粟野 よしはら 吉原 2297～2304，2306～2309
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大下条 深見 よしはら 吉原 1269～1278？

大下条 川田 よしはら 吉原
1726～1729，1931～1732，1734～

1737

旦開 よしはら 吉原 695～703

富草 大島 よしぼら よし洞 689

富草 新木田 よすけ 与助 9091～9093

富草 新木田 よせした ヨセ下 8996～8999

和合 日吉 よそうばやし 与惣林

大下条 中谷 よつだ 四つ田 2503～2504

富草 鴨目 よつだ 四ツ田 7218～7219

大下条 大森平石 よねやま よね山 2792～2795

和合 帯川 よはちがいと 与八垣外 1734～1735

大下条 中谷 よばりいし 余波里石 2441

大下条 中谷 よばりいし ヨバリ石 2443～2449

大下条 大那木 よはりば ヨハリバ 3867

富草 鴨目 よばりば 呼リ場 6850～6855

大下条 早稲田 よひちばた 与七畑 2489～2490

大下条 平久大窪 よへいじだ 与平治田 509～510

和合 よへいづくり 与平作 1906

大下条 千木 よへいやしき 与平ヤシキ 136～137

和合 よま ヨマ 182

和合 よまのうえ ヨマノ上 175,174

大下条 大那木 よわりば？ ヨハリハ 3670～3673

大下条 平久大窪 れんじくぼ レンジクボ 1170～1180，1195～1212

富草 鷲巣 ろくさばた？ 六左畑 4729

富草 大平 ろくじゅうかり 六十苅 967～970

富草 門原 ろくじゅうがり 六十がり 5218，5220～5222

富草 大平 ろくじゅうかりひかげ 六十苅日影 1018

富草 大平 ろくじゅうかりひなた 六十苅日向 941～943

旦開 ろくしょうばた 六升畑 3511～3524

大下条 平久大窪 ロクドウ ロクドウ 51～62

大下条 平久大窪 ろくはた ロクハタ
1325～1329，1331～1336，
1339

大下条 平久大窪 ろくべえやしき 六兵衛屋敷 900～902

富草 古城 ろくまんぼう 六万保
2261～2262，2327～2328，2339～

2340

和合 帯川 ろくろうがいと 六郎垣外 1745

和合 日吉 ろくろさわ ろくろ沢 2437～2438

大下条 井戸 ろっぴゃくめ 六百目 1123～1124

大下条 川田 ろっぴゃくめ 六百目 1689～1691，1733

大下条 川田 ろっぴゃくめひとつだ 六百目一ツ田 1692

大下条 川田 ろっぴゃくめみつだ 六百目三ﾂ田 1630

和合 帯川 わかぐり 若栗 1757

富草 大島 わかばやし 若林 392～394
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富草 粟野 わかばやし 若林 2733

和合 わかばやし 若林 199

大下条 小中尾 わかばやし 若林 340

和合 帯川 わかばやし 若林 1692

富草 鴨目 わかばやし 若林 7593

旦開 わかばやし 若林 1112，1120，1122～1136

大下条 早稲田 わかまつや 若松ヤ 2024

和合 日吉 わかみや 若宮 2611，2624～2631

旦開 わかみや 若宮
962～965，999～1003，1169～
1172，1174～1176，1275～
1276，1360～1366，1395

富草 鷲巣 わしのす わしのす 4877

和合 わしやばた ワシヤ畑 2063

和合 わせぐり わせぐり
1872～1880，1882～1884，1889～

1894

大下条 小中尾 わせだ ワセタ 224～225

和合 日吉 わせどち わせとち 1291～1292

大下条 平久大窪 わたがしま ワタガシマ 125～129

大下条 小中尾 わたりぜ ワタリゼ 28～29

大下条 小野 わたりせうえ 渡リ瀬上 1594

富草 雲雀沢 わたりだ 渡リ田 1239～1242

大下条 御供 わで 上手 2015

和合 わで 上手 2109

大下条 深見 わのくち ハノクチ 1083～1086，1056～1079

大下条 深見 わらびたいら ハラビタイラ 1520～1522

大下条 深見 わらびたいら ハラビ平 1524～1533，1535～1543

大下条 深見 わらびだいら ハラビダイラ
1080～1082，1096～1101，1103，1105

～

大下条 深見 わらびだいら ワラビ平 1087～1094

大下条 深見 わらもたいら ハラモ平 1523

富草 新木田 わりかけ ワリカケ 9021～9023

和合 わるさわ ワルザワ 3

和合 わるさわ わる沢 1050～１０５１

和合 わるさわいり わる沢入 1056

和合 わるさわしものひかげ わる沢下の日影 1053

和合 わるさわひなた わる沢ひなた 1052

和合 日吉 わるぼら わる洞 2602

大下条 大森平石 太イウ 2771

富草 梅田 7733～7736


