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呼び名 小字 地区 中字 地番 図
由
来

あいきょうざか 愛恭坂 鼎 切石 4728 5 1

あいきょうざか 愛敬坂 鼎 切石 4726-4727,4732-4734 5,3 1

あいざわ 相沢 川路 1961ﾛ-1962ﾛ,1992-2003,2284-2298 6 10

あいざわいり 相沢入 川路 2004-2123 7 22

あいた アイタ 下久堅 下虎岩 2203-2212 10 34

あいだまつ 間松 龍江 今田 5481-5514 8 57

あいと 間戸 南信濃 木澤 1330～1332 13 1

あいど 間渡 南信濃 和田 65～66 19 1

あいど 間戸 南信濃 和田 4～6,8～10 13,19 1

あいとくぼ 間戸久保 南信濃 木澤 1333～1343 13,19 1

あいどしま 合度嶌 千代 米川 1849-1861 21 51

あいのさわ 相ノ沢 伊賀良 北方
１３２１－１３２２，１３２４－１３２６，１３４８，１３５２－
１３５８ 58

あいのさわ 間ノ沢 座光寺 宮崎 15,16ﾛ 3 1

あいのさわたかと
や

合ノ沢高戸屋 山本 山本 6736 3 63

あいのた アイノ田 千代 法全寺 3284-3286 24 78

あいのた 間ノ田 座光寺 高岡 5061-5063 11 1

あいのはた アイノ畑 千代 法全寺 3327-3328,3330 24 78

あいのほら 相ノ洞 上久堅 堂平 11706-11714 9 89

あいのやま 相ノ山 下久堅 南原 1012-1013,1021-1026,1031-1040 4 116

あいやど 愛宿 千代 野池 1372ﾛ 21 36

あおき 青木 鼎 切石 3961-3975,4393-4400,4401-4465 5 1

あおき 青木 竜丘 駄科 267-268 9 95

あおき 青木 千代 毛呂久保 1521 6 118

あおき 青木 三穂 伊豆木 5677-5678 16 71

あおき 青木 山本 山本 6276-6296,6319-6320 5 54

あおき アヲキ 下久堅 上虎岩 2519-2555 18 146

あおき 青木 座光寺 中市場 3556 11 1

あおきがいと 青木垣外 龍江 今田 4216-4281 4,8 47

あおきがいと 青木垣外 竜丘 駄科 320 9 95

あおきざわ 青木沢 山本 山本 6211-6226 5,7 54

あおきだ 青木田 龍江 安戸 7908 14 68

あおきだ 青木田 鼎 一色 55,57-62,64-65,67-73 6 1

あおきだ 青木田 山本 山本 5679-5684 10 49

あおきど 青木戸 山本 竹佐 413-414,421-427 29 70

あおきほら 青木洞 三穂 伊豆木 1162-1163  

あおきぼら 青木洞 下久堅 柿ノ沢 996,1018-1019 7 60

あおきぼら 青木洞 千代 法全寺 3127 27 75

あおしま 青島 下久堅 知久平 1972

あおしま 青島 座光寺 河原
6659ﾛ-6686,6692ﾛ-6693,6702-
6707,6714,6721-6728,6729ﾉ28-6729ﾉ
53,6729ﾉ68-6729ﾊ,6730-6742

14 1
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あおしましんでん 青島新田 下久堅 知久平 1834-1835

あおなぎした 青ナギ下 南信濃 和田 2211 35 1

あおひりゅう 青非龍 南信濃 和田 869

あおみかた 青美方浦 上村 中郷 340ﾛ､400,402 12,13 2

あおりかけ 泥障掛 竜丘 桐林 1121-1150 8 129

あおんびら 青見平 三穂 伊豆木 1840-1847 8 24

あかありやま 赤蟻山 山本 竹佐 361-363 20 70

あかいわ アカイワ 下久堅 下虎岩 971  

あかがひら 赤ｹ平 三穂 下瀬 287-288 21 84

あかぎだ 赤ギ田 下久堅 知久平 366-376 3 89

あかぎり 赤ぎり 上郷 南条 ３３７２ 15 72

あかくぼ 赤久保 上村 上町 547ﾛ､548ﾛ

あかさか 赤坂 伊賀良 北方 １５６１－１５６８，１５７２－１５７９，１５９８ 62

あかさか 赤坂 上郷 黒田 ３０２８－３０４３、３０４６－３０４９，３０８７ 4 25

あかさか 赤坂 下久堅 知久平
159-166,168-192,203-205,215-219,227-
229,231,233-240

3 88

あかさか 赤坂 龍江 石林 8645-8650 22,27 83

あかさか 赤坂 千代 下村 1011 5 105

あかさか 赤坂 山本 山本 6486､6491 5,6 60

あかさか 赤阪 伊賀良 三日市場 １１５２－１１５５，１２３１ 35

あかさかだいら 赤坂平 飯田 羽場 2127-2130 5 28

あかざわ 赤沢 上村 上町 874～882 　

あかざわ 赤澤 南信濃 木澤 35～80､82 1,2 1

あかすほり 赤須堀 飯田 飯田 604

あかだ 赤田 鼎 下山 1170-1189,1243-1272 12 2

あかだ 赤田 上郷 黒田 １１５０－１１５３ 4,5 10

あかだ 赤田 鼎 名古熊 1036-1039,1044-1049,1984-1985,1991-199613 2

あかだぼら 赤田洞 上久堅 越久保 1504

あかだる 赤樽 飯田 山 8154イ-ﾛ,8157ｲ

あかつち 赤土 龍江 雲母 9241-9246 19,20 98

あかつちだ 赤土田 伊賀良 上殿岡 ６６１－６６５ 18

あかつちだ 赤土田 伊賀良 北方 ４０６－４１３ 46

あかなぎ 赤ナギ 上久堅 堂平 9260-9262,9285 4 86

あかなぎ アカナギ 下久堅 下虎岩 1802 14 30

あかなぎ 赤ナギ 下久堅 南原 807 5 114

あかなぎ 赤椰 千代 米川 1926 21 52

あかねぼら 赤根洞 山本 山本 6360-6364 5,7 56

あかはた 赤畑 山本 山本 5943-5946,6018-6020,6021ﾊ-6024 10,11 50

あかはた 赤畑 竜丘 駄科 2046-2052 7 116

あかはたどて 赤畑土手 山本 山本 5888-5892 11 50

あかはね アカハネ 南信濃 木澤 504～505 7 2

あかはね 赤羽根 山本 山本 4624-4650,4657-4676 9,10 43

あかばね 赤羽根 上郷 黒田 １０７３－１０８０、１０８５ 9 9
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あかばね 赤羽根 三穂 立石 721-752 11,12 101

あかばね 赤羽根 南信濃 南和田 1123 36 2

あかはねはら 赤羽原 山本 山本 4840-4863,4870-4897 10 43

あかまくぼ アカマ久保 上村 上町 547､548 18 1

あかむぎだ 赤麦田 伊賀良 上殿岡 ５４９－５５１ 15

あかや 赤谷 南信濃 和田 18ﾊ,27,110～113,136～138 20 2

あかやま 赤山 山本 山本 842-844､1247-1252,6630-6632 3,22 8

あかやま 赤山 山本 山本 6630-6632 3 61

あかやまぼら 赤山洞 山本 山本 1253-1264 3,22 8

あきかり 秋苅 千代 米峰 4115-4132,4136-4158 9 179

あきなり 秋成 上郷 飯沼 ８９３－８９６，９０１，９０６－９１４ 15 42

あきばしき 秋葉敷 飯田 丸山 6206

あきばた 秋畑 千代 下村 1471-1472 6 117

あきばやま 秋葉山 山本 久米 954-957 27 131

あきわさん 秋葉山 座光寺 唐澤 2507-2508 8 1

あきわやま アキハ山 下久堅 上虎岩 1022-1024 17 134

あきんどはら 商人原 龍江 安戸 7783-7813 14 65

あくまた アクマタ 鼎 一色 314 8 2

あげみ アケミ 飯田 羽場 1328､1334,1342-1349,1391-1392,1405 4 25

あげみぞ 上溝 松尾 上溝
2601-2700,2801-2900,3301-3400,3462-
3468,3494-3500

5,6
13

あこうした 阿高下 龍江 今田 2632

あさか 阿坂 三穂 伊豆木 3692-3723 10 45

あさがいと 浅垣外 伊賀良 北方 １１６４－１１６９ 54

あざかぐち 阿坂口 三穂 伊豆木 2061-2128 8 26

あさくぼ アサクボ 上久堅 大鹿 8561 5 74

あさくら 朝倉 伊賀良 中村 ８８９－８９０，９１２，１０２２ ###

あざさくらもと 字桜本 伊賀良 中村 ２５４０ ###

あさばた アサ畑 山本 箱川 920,923,952-953 16 106

あさひやま 朝日山 南信濃 南和田 822 41 2

あさま 浅間 下久堅 知久平 40 6 85

あさまだいら 浅間平 下久堅 知久平 193,196-202 6 86

あさままえ 浅間前 下久堅 柿ノ沢 78 6 47

あしがいり 芦ケ入 三穂 伊豆木 6186-6240 17 75

あしがぐち 足ヶ口 伊賀良 大瀬木 ２１７５－２２０２ 84

あしがほら 足ヶ洞 龍江 今田 5597-5612 13 58

あしがぼら アシガ洞 竜丘 上川路 202 5 149

あしがらやま 足柄山 千代 大郡 3122ﾛ 19 155

あしさわ アシサハ 下久堅 下虎岩 699-700 11 9

あしざわ 足沢 龍江 尾林 8532-8533 22 79

あしざわ 足沢 千代 大郡 2819-2837ｲ､2843ﾛ-2847 8 145

あしざわ 足沢 下久堅 下虎岩 687-694,701-705 11 9

あしざわ アシザワ 下久堅 下虎岩 1201-1203 11
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あしざわぐち 芦沢口 上郷 黒田 ３７７８－３８３４、３８５３－３８９５ 1,3 32

あしさわひなた アシサハ日向 下久堅 下虎岩 695-696 11 9

あしざわひなた 足沢日向 下久堅 下虎岩 697-698 11 9

あしなかめん 足中免 山本 山本 2139-2143 21 22

あしのくち アシノ口 下久堅 上虎岩 787-794,811-823 15 130

あしのくち アシノクチ 下久堅 上虎岩 800-810 15 130

あしのくち 芦ノ口 龍江 今田 6042-6056 8,9 60

あしのぐち 葦ノ口 竜丘 桐林 1338-1342 8 130

あしのさわ 芦ノ沢 山本 山本 6525-6527 3 19

あしのさわ 足ノ澤 山本 山本 1938-1960 3,6 19

あじま アジマ 南信濃 木澤 468～481-4 7 3

あじま 阿島 南信濃 木澤 521～522 7 3

あじま 阿島 南信濃 木澤 469､498､821 14 3

あじま アジマ 南信濃 木澤 471～481-4 7 3

あじまがいと 阿島垣外 下久堅 知久平 1782-1795 2 102

あしまた あしまた 山本 竹佐 540-541

あしまた 阿し又 山本 竹佐 740-742,746-747 28 76

あぜち 畦地 座光寺 上野 3228,3230,3265-3271,3278-3305,3310 10 2

あぜちした 畦地下 座光寺 上野 3358,3360-3366 10 2

あたか アタカ 山本 山本 1386-1393 3,6 14

あたか 安宅 竜丘 駄科 1240 10 105

あだか あ田か 山本 箱川 1067-1071 13 109

あだか 恰 伊賀良 中村 ８３７，８６４－８６７ ###

あだか 阿だか 伊賀良 中村
２４１８，２５４６－２５４７，２５５５，２５６０－２５
６３，２５７４－２５７６，２５５３－２５５４

###

あだか 阿高 龍江 今田 3066-3097 6 32

あだか アダカ 千代 芋平 1586-1594 17 42

あたこ アタコ 上久堅 越久保 3337ﾛ-3340 15 28

あたご 愛宕 飯田 飯田 上2792

あたご アタゴ 下久堅 下虎岩 2432-2433 10 38

あたご アタゴ 山本 箱川 45 12 87

あたござか 愛宕坂 飯田 飯田
上2806-2810,2813-2863,2865-2867,2868ﾉ4-
2870

14,18 45

あたごさかしたはしば 愛宕坂下橋場 飯田 飯田 上2864

あたごした 愛宕下 飯田 飯田 上2868ﾉ1,2929-2932 18 45

あたごひら 愛宕平 飯田 飯田 上2789 14 45

あたごまえ 愛宕前 伊賀良 中村 ６２３－６２４ 98

あたごやま アタコ山 山本 箱川 31-34 12 87

あたごやま 愛宕山 飯田 飯田 上2791 14 45

あたごよこ 愛宕横 伊賀良 中村 ６２１－６２２ 98

あたごわき 愛宕脇 三穂 伊豆木 5334-5383 11 68

あたら 阿多賀 千代 大郡 2976-2979 8 151

あたらし アタラシ 伊賀良 中村
２２０２－２２０７，２２２１－２２２４，２２２８，２２
５７，２２７５－２２７６

###
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あたらし 新ラシ 伊賀良 中村 １４６９－１４７０ ###

あたらしま 新島 上村 中郷
358,359,373-1～6,ｲ～ﾎ､ﾘ､ﾇ､374～
377,399,406,410,411,413,414，416,417，422～
425，435,436

14 1

あちむら アチムラ 下久堅 上虎岩 865-873 15 131

あっそまえ 朝臣前 伊賀良 中村 ２６２３，２６３３－２６３４ ###

あとがさわ 後ヶ沢 龍江 今田 4415-4416 3 48

あとま アトマ 南信濃 木澤 557 4,5 3

あなあらし 穴嵐 上村 程野 1 1,2 1

あなだ 穴田 龍江 今田 3980-3990 4 45

あなだ 穴田 三穂 伊豆木 1884-2001 8 25

あなだ 穴田 伊賀良 大瀬木 ４３３２－４３５３，４３６４ 89

あなだ 穴田 上郷 飯沼
１６１０，１６１３、１７０３－１７０５，１７１１－１７１３，
１７１５－１７１９ 14 49

あなだ アナダ 上郷 黒田 ３０２４－３０２７ﾉ１ 4 25

あなだ アナダ 竜丘 駄科 2512-2515

あなだ 穴田 竜丘 桐林 1286-1296 8 112

あなだ 穴田 竜丘 駄科 1629 8 112

あなだいら 穴平 龍江 今田 1450-1488 6,11 16

あなぼら 穴洞 龍江 今田 6139-6182 14 61

あばらくど アバラクド 南信濃 和田 54-1,54-2,55ﾛ 17 3

あばらくど 安バラクド 南信濃 和田 55-1～ｲ～ﾆ、56～57ﾊ 17,18 3

あぶらでん 油田 竜丘 上川路 491 4 154

あぶらめん 油メン 下久堅 下虎岩 2895-2901 2 45

あぶらめん 油免 伊賀良 大瀬木 １４９０－１４９５，１５０３－１５０５ 81

あぶらめん 油免 伊賀良 中村 １３７４－１３７５，１３８１ ###

あぶらめん 油面 伊賀良 三日市場 １４４７－１４６４ 38

あまがきぼら アマガキボラ 上村 下栗 1037 27,29 1

あまさか 雨坂 座光寺 原 730 3 2

あまずつみ 天堤 上久堅 越久保
2971-2977,3212-3222,3314-3337ｲ､3340-
3342

16,17 27

あまつち アマツチ 飯田 羽場 294-295､299-306 13 6

あまつつみ 雨つつみ 上久堅 蛇沼 7301-7304,7306-7309,7313 23 63

あまつつみ 雨堤 上久堅 堂平 11738-11745 8 89

あまづつみ 雨堤 下久堅 柿ノ沢 1638-1640

あまづつみ 雨堤 山本 竹佐 442-445,450,455-456,482-483,487-490 19,29 71

あまづつみ 雨堤 千代 米川 867-868 16 20

あまづつみ 雨堤 山本 箱川 7,22 18,29

あまづらさわ 天津良沢 伊賀良 三日市場 ４２５－４２８ 30

あまづらさわ 甘漫沢 伊賀良 下殿岡 １６１９－１６３０ 5

あまのくぼ 天ノ窪 千代 大郡
3233-3234,3238-3241,3259-3270,3277，
3292

20 160

あまのくぼ 天ノ窪 千代 米川 1060-1061 20 26

あまわらび アマワラビ 千代 法全寺 2981

あみだ アミダ 上郷 黒田 ２９８９－２９９１、３０１８－３０１９ 4 24



6

あみだ アミダ 千代 毛呂久保 2088 7 131

あみだ 阿弥陀 竜丘 桐林 174-177 14 121

あみだ（の）まえ 阿弥陀（ノ）前 山本 久米 1141-1142,1176-1177､1204 28 133

あみだがいと 阿弥陀垣外 座光寺 清水 4682,4693,4736,4744,4746-4747 11 2

あみださわ 阿弥陀沢 飯田 丸山 6666

あみださわ 阿弥陀沢 川路 11

あみだざわ 阿弥陀沢 飯田 山 6988-6989

あみだじ 阿弥陀寺 飯田 丸山 6732ﾉ16-6733 7 34

あみだじまえ 阿弥陀寺前 飯田 丸山 6731-6732ﾉ15 7 34

あみだのたいら 阿弥陀平 千代 毛呂久保 2085-2087 7 131

あみだのわき 阿弥陀ノ脇 山本 久米 1178-1179 28 133

あみだばた 阿弥陀畑 上郷 南条 ３５８６，３５９１－３５９２，３５９４ 　

あみだばら 阿弥陀原 伊賀良 北方 ７３－７６，７９－８１，８７－９０ 43

あみだまえ 阿弥陀前 伊賀良 中村 １４０－１４２ 93

あみだまえ 阿弥陀前 川路 4569-4582 10

あみだまえ 阿弥陀前 千代 米峰 3901,3957-3958 9 173

あみだまえ 阿弥陀前 山本 竹佐 722,724 20 76

あみだめん アミダメン 下久堅 下虎岩 1562-1564 11 25

あみはり 編張 千代 下村 1865 36 124

あみはりだ 編張田 千代 下村 1863-1864､1866 6,36 124

あみはりば アミ張場 千代 米川 888

あみはりば 網張場 三穂 伊豆木 3037-3060 9,10 37

あらい 荒井 伊賀良 上殿岡 ５９１－５９４ 15

あらい 荒井 千代 大郡 3156､3161ﾛ､3163-3167,3183 19 155

あらい 新井 伊賀良 上殿岡 ５５３－５５４ 15

あらい 新井 下久堅 南原 917-925,987-988 5 115

あらい 新井 千代 下村 901

あらい 新井 千代 法全寺 3506-3508,3512-3528,3638 11,23 83

あらい 新井 松尾 新井 6601-6786,6808-6846 9,14 11

あらいいど 洗井戸 千代 下村 1500ﾊ

あらいじま 新井島 松尾 新井 7102-7300,7335-7342 9,10 11

あらいだ 新井田 三穂 伊豆木 5495-5542 16,17 69

あらいだ 洗イ田 千代 毛呂久保 2587ｲ､2588 7

あらいだ 洗田 千代 下村
1922､1926-1929,1931-1943,1948,1961-
1969

6,7 126

あらいばた アラ井畑 龍江 今田 4074-4085 4 45

あらいばら 洗井原 三穂 伊豆木 5454-5494 16,17 69

あらいばら アライ原 竜丘 駄科 2141,2144,2161,2170,2178-2179,2192 1 117

あらいばら アラ井原 竜丘 駄科 2124

あらいばら 荒井原 竜丘 駄科 2118-2119,2143,2159,2162 7 117

あらいばら 新井原 座光寺 高岡 4772-4791,4798,4820-4825 10 2

あらいばら 新井原 座光寺 上野
3357,3370-3387,3389-3433,3433ﾉ5-3434ﾉ
3,3435ｲ,3436-3438ﾉ3,3439ﾉ3

10 2

あらいばら 新井原 座光寺 清水 4728,4748-4749 11 2
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あらいばら 新井原

竜丘

駄科 2120-2123,2134-2140,2142,2145-
2158,2160,2163-2169,2171-2177,2180-
2191,2193-2212,2214-2259

1 117

あらいばら 新井原（二）
竜丘

駄科 2263-2269,2272-2278,2281,2345-
2346,2348,2367

7 117

あらいばらやつ 新井原谷津 竜丘 駄科 2347 7

あらいぼら 新井洞 千代 下村
750,765-769,824,831,834-851,858-867ｲ,921-
926

4 99

あらかいと ｱﾗｶｲﾄ 竜丘 駄科 1296 10 108

あらかいと 荒垣外 千代 法全寺 2582､2585､2591 23 66

あらがいと ｱﾗｶｲﾄ 竜丘 駄科 1461 10 108

あらがいと 荒垣外 竜丘 駄科 1450-1460,1462 10 108

あらがひら アラガ平 三穂 下瀬 424ロ-441 20 87

あらき 荒木 上久堅 平栗 6100-6102,6106-6109 21 53

あらき 荒木 千代 大郡 3099-3101,3107,3111ｲ､3112,3157-3158 19 153

あらき 荒木 千代 法全寺 2748-2760 25 69

あらき 新木 千代 荻坪 278 19 10

あらこや 新古屋 上村 程野 8ｰ6,ﾎ

あらごや アラゴヤ 竜丘 駄科 1731-1732,1801 9 114

あらごや 荒古屋 竜丘 駄科 1719-1721,1776-1777,1794-1800,1802-18039 114

あらしう アラシウ 下久堅 下虎岩 1434-1435 16 22

あらしち 荒仕知 上郷 飯沼 ４３５－４６２、９５３－９５９ 19 35

あらしちした 荒仕知下 上郷 飯沼 ２６１－２６５，２８０－２８２

あらしのやま アラシノ山 下久堅 下虎岩 2159-2165 10 33

あらじょう 荒城 三穂 立石 1168-1176ｲ 6 106

あらじょう 新城 鼎 上山 1594,1596-1600,1601-1621,1622-1638 8 2

あらじんでん 荒神田 伊賀良 中村 １３５８，１３６８ ###

あらた アラ田 上郷 黒田 ５７５－５７６ 9 5

あらた 荒田 鼎 一色 431-433,436-439 9 2

あらた 荒田 座光寺 宮ノ前 2526-2527,2655-2657,2660 8 3

あらた 荒田 座光寺 萬才 1696-1707ｲ 7 3

あらだ 荒田 上郷 黒田 １１６７ﾉ２、１２６２－１２６９，１２８６－１２８８9 5

あらだ 荒田 伊賀良 北方 ９－１１，４１４－４１６ 41

あらだ 荒田 上久堅 下平 7972-7975 2 69

あらまがいと 荒間垣外 竜丘 駄科 1298-1299 10 108

あらまち 荒町 飯田 飯田
1153-1177,1338-1342,1346,1351-1352,1359-
1401

13,17 43

あらめき アラメキ 上久堅 蛇沼 6691

あらや 阿ら屋 三穂 伊豆木 4156-4165 16 48

あらや 荒屋 伊賀良 上殿岡 ４６８ 13

あらや 荒屋 千代 大郡 3507-3508 10 167

あらや 新ヤ 龍江 今田 1673-1676 6 19

あらや 新屋 千代 大郡 2946,3506ﾛ 8 150

あらや 新屋 千代 毛呂久保 2069ｲ,2541-2542ｲ,2545,2547-2548 6,7 130

あらやしき アラヤシキ 上郷 黒田 ３３０７－３３１０
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あらやしき 新屋敷 上郷 黒田 １７９３－１７９７、３２５７－３２７４，３３００－３３０５,8 17

あらやしき 新屋敷 三穂 伊豆木 272-273 15 7

あらやしき 新屋敷 座光寺 高岡 4941-4956,4988-5001 11 24

あらやしき 新屋敷 座光寺 清水 4737-4742 11 24

あらやしきした 新屋敷下 座光寺 河原 5706-5712 11 24

あらやしきまえ 新屋敷前 座光寺 河原 5718-5719 11 24

あらやしきまえ 新屋敷前 座光寺 中河原 5652-5656 11 24

あらんばら 荒駒原 竜丘 桐林 2656-2660,2663,2664-2688,2718-2768 11 142

ありがさき 有ヶ崎 鼎 一色 120-127,130-141,151 6 3

ありこし 蟻腰 千代 下村 253-260 2 91

ありごづか 蟻子塚 山本 山本 6267-6270 5 55

ありこやま 蟻子山 山本 久米 2299 33 154

ありづか 蟻塚 上久堅 森 4476-4487,4566-4571､4575-4576 17,20 40

ありづか 蟻塚 鼎 上山 2770-2773,2788-2793 7 3

ありまがいと 有馬垣外 川路
4180-4182,4240-4246,4251-4265ｲ,4266-
4274

10 38

あれじだ アレジ田 上郷 黒田 ２９８１－２９８２、３０２０－３０２２，３０２７ﾉ２4 24

あれた アレ田 龍江 尾科 9331-9335 18 101

あれた 阿れ田 龍江 尾林 8014-8015 15 69

あわせだ 合田 上郷 別府 ３１４ 17 85

あわた 粟田 山本 山本 3416-3435､3515-3523 9,20 34

あわら 阿原 伊賀良 上殿岡
２０５－２１０，２３７－２５８，２６０－２７１，３１１
－３１５

10

あわらだ 阿原田 伊賀良 上殿岡 ８４１－８４５ 10

あんじょうがいと 安城垣外 竜丘 桐林 137,139-157 13 55

あんじょうがいと 安城垣外 竜丘 時又 1062-1070,1075-1083,1098-1183 13 55

あんじょがいと 安城垣外 竜丘 駄科 2667 14 55

あんちばら 安地原 座光寺 原 949-950,986-988,996-997,1000-025,1059 2,6 3

あんちばら 安地原 座光寺 萬才 1182,1187-1188,1193-1197 6 3

あんのつか 庵ノ塚 竜丘 桐林 320-364 13 123

あんらくじ 安樂寺 上郷 飯沼 ８５８，８６１，８６４－８６７，８６９－８７８ 14,15 41

いあい 井合 伊賀良 北方
１０３５－１０４１，２２５８－２２６１，１６２６，２４
７７－２４７９，２５０１－２５０２，２５２７，２５３５
－２５３７

51

いいぐち 井口 伊賀良 三日市場 ４６－４８ 24

いいじま 飯島 南信濃 南和田
1158,1160,1162～1164ｲ,1165～1176ｲ,1177～
1193

37 3

いいじま 飯嶋 南信濃 南和田 1153,1164,1176ﾛ 37 3

いいじま 飯嶌 南信濃 南和田 1154～1157 37 3

いいだがいと 飯田垣外 伊賀良 大瀬木 ２９７０－２９７４ 87

いえうえ 家上 下久堅 小林 718-719 7

いえうえ 家上 千代 大郡 2776

いえうえ 家上 千代 下村 907 4 101

いえうえ 家上 千代 米峰 3787,3915 9

いえうえおおはた 家上 上久堅 森 4321 18 36
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いえうえおおはた 家上大畑 上久堅 森 4248 17 34

いえうしろ 家後 龍江 尾科 9343 101

いえうら 家ウラ 下久堅 下虎岩 775､1317ｲ  

いえうら 家ウラ 龍江 今田 4320-4325 4,8 48

いえうら 家うら 山本 久米 1977-1978,1991

いえうら 家浦 上久堅 大鹿 8618-8623 5 75

いえうら 家浦 上村 程野 43,329,331-ﾛ､339 6,13 2

いえうら 家浦 下久堅 小林 706,670,708-711,858 6 78

いえうら 家浦 千代 下村 909

いえうら 家裏 下久堅 下虎岩 797-799 11 12

いえかげ 家蔭 下久堅 知久平 70

いえがみ 家上 下久堅 下虎岩 854-855,862-863,866 11 13

いえした 家下 上久堅 森 4247ﾛ､4362

いえした 家下 下久堅 柿ノ沢 378,405-414 18 48

いえした 家下 下久堅 小林 461-475,478-483 6 75

いえした 家下 下久堅 下虎岩 1521-1522,20292042 10 33

いえした 家下 下久堅 知久平 1671-1682 3

いえした 家下 千代 荻坪 611-612 16

いえした 家下 千代 毛呂久保 2069ﾛ,2536

いえした 家下 千代 米峰 3769-3770,3781-3783､3934-3935 9

いえした 家下 千代 法全寺 3552ｲ､3560-3561 13 84

いえした 家下 千代 米川 1919

いえした 家下 山本 久米 909-917,1620-1621 28,32

いえした 家下 山本 竹佐 905-906 20

いえした 家下 山本 箱川 89-91,659,779-780 16 101

いえしたおおはた 家下大畑 上久堅 森 4253-4256 17 34

いえしただ 家下田 上久堅 森 4434

いえしろはた 家城畑 千代 毛呂久保 2281

いえせまり 家迫り 下久堅 小林 735-737 7

いえぞえ 家添 下久堅 知久平 712-713,740,780,786,1622 3 93

いえそと 家外 上久堅 森 4324-4325

いえのあと 家ノ後 千代 田力 620-624 16

いえのいり 家ノ入 下久堅 柿ノ沢 1408-1410 19 64

いえのいり 家ノ入 千代 大郡

2886,2888,2915,2934,2939-2940,2947-2949，
2951，2953-2955,3154-3155,3159,3448-
3456,3461-3463,3465,3467-3471,3478-
3479,3484,3495

8,10 147

いえのうえ 家上 千代 米峰 3946-3949,4090-4091,4346-4347 9

いえのうえ 家上 千代 米川 1099,1105-1106,1127ｲ

いえのうえ イエノ上 下久堅 下虎岩 857-861 11 13

いえのうえ 家ノ上 上郷 飯沼 ２３４４－２３４５ 10 50

いえのうえ 家ノ上 上久堅 大鹿
8624-8625,8635-8638,8796,9035,9246，
9381，9383-9384

5 75

いえのうえ 家ノ上 下久堅 柿ノ沢 959,1405-1407,1426-1427,1449-1450 7,19 64
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いえのうえ 家ノ上 下久堅 小林 716-717 7 79

いえのうえ ｲｴﾉｳｴ 竜丘 駄科 306  91

いえのうえ 家ノ上 千代 大郡
2911-2914,2958ｲ,2959ｲ,2956,29663039､
3053ｲ-ﾛ､3054-3056,3097,3108-3109，
3160ｲ

8,19 157

いえのうえ 家ノ上 千代 荻坪
431-432,440-442,444,454-456,568,570-
572ｲ,600-601,603,605

16,19

いえのうえ 家ノ上 千代 毛呂久保 2545ﾉ3-2546,2675 7 142

いえのうえ 家ノ上 千代 下村 1450,1470,1919-1920,2142ﾛ 6,7 126

いえのうえ 家ノ上 千代 田力
150ｲ、154-156、158-159、162、214-215,615-
617,628

16

いえのうえ 家ノ上 千代 法全寺 3198 24 76

いえのうえ 家ノ上 千代 米川 1991-1995 20,21 54

いえのうえ 家ノ上 南信濃 南和田 1142

いえのうえ 家ノ上 南信濃 和田 2260 22,34 4

いえのうえ 家ノ上 山本 久米
561,1060,1081,1096-1099,1105-
1107,1120-1121，1170，1190-1191,2035-
2036,2038

28,32 131

いえのうえ 家ノ上 山本 竹佐 419-420 19 67

いえのうえ 家ノ上 山本 箱川
797,801,829-830,855,1257,1258ﾛ,1028-
1032,1036,1251

13,16 104

いえのうえ 家ノ上 山本 箱川 1416,1418 12 113

いえのうえ 家の上 上郷 黒田 ２６７－２６８、６５２ 9 23

いえのうえ 家の上 三穂 伊豆木 77-122 15 4

いえのうえ 家ノ上 南信濃 南和田 826

いえのうえ 家ノ上 竜丘 駄科 300-304,653,676,684 9 91

いえのうえなかたいり家ノ上中田入 龍江 尾科 9350-9352 18 102

いえのうしろ 家後 千代 毛呂久保 2069ﾊ､2071,2072,2091-2092 6 130

いえのうしろ 家ノ後 千代 大郡
2889-2890,2909,2916,2931,2990,3090,3061
ﾛ,3080,3415-3416

19 147

いえのうしろ 家ノ後 千代 下村 1413､1425ｲ､1427,1495 3 101

いえのうしろ 家ノ後 山本 山本 5269-5270,5947-5954 10,11 45

いえのうしろ 家ノウシロ 飯田 羽場 557ﾉ2-564 8 12

いえのうら 家（ノ）裏 千代 米川 2098

いえのうら 家ノうら 山本 久米 2157-2161

いえのうら 家ノ浦 上郷 飯沼 ２６３５ 14 50

いえのうら 家ノ浦 千代 法全寺 3199 24 76

いえのうら 家ノ浦 南信濃 和田 2426ﾛ

いえのうら 家ノ浦 南信濃 和田 1183ﾛ 31 4

いえのうら 家ノ裏 飯田 羽場 996-998 8 20

いえのうら 家ノ裏 上郷 飯沼 ２５４８，２５９６ 14 50

いえのうら 家ノ裏 上郷 別府 ２１６３ 11 100

いえのうら 家ノ裏 千代 荻坪 588-589,596,599,602,606,609 16

いえのうら 家ノ裏 千代 田力 637-638 16

いえのうら 家ノ裏 千代 法全寺 3293,3329



11

いえのうら 家ノ裏 山本 久米 304-306 27

いえのうら 家ノ裏 山本 久米 1799-1800

いえのうら 家ノ裏 山本 竹佐 1011-1014,1018,896,898-899 21

いえのうら 家ノ裏 山本 箱川 785,1252,1265-1266ﾉ1 13 113

いえのうら 家の裏 三穂 伊豆木 123-139 15 4

いえのかげ 家ノカゲ 上村 程野 75,75-ﾛ 6 3

いえのき 家抜 千代 米峰 4086-4087 9 178

いえのき 家ノキ 上郷 黒田 ２９８０、２９８３－２９８５ 4 23

いえのき 家ノ木 山本 久米 568-571 31 124

いえのき 家軒 南信濃 木澤 1116ｲ､1145 14,15 4

いえのした 家（ノ）下 千代 大郡 3564､3571

いえのした 家（ノ）下 千代 米峰 3942-3943,4024-4025 9

いえのした 家ノ下 上郷 飯沼 １６９１－１７０２ 14 50

いえのした 家ノ下 上久堅 大鹿 8639-8647,9305-9310,9352 5 75

いえのした 家ノ下 上村 中郷 242-6,7,16 9 3

いえのした 家ノ下 上村 程野 311,328-329 13 3

いえのした 家ノ下 下久堅 下虎岩 1243-1244 11

いえのした 家ノ下 千代 大郡
2906,2908,2918-2921,2943,3088ｲ,3093-
3095,3102-3103,3177ﾛ

8 148

いえのした 家ノ下 千代 荻坪 576-580,583,598 16

いえのした 家ノ下 千代 毛呂久保 2498 7 140

いえのした 家ノ下 千代 下村 1408-1409,1435,1488,1496 3 116

いえのした 家ノ下 千代 田力 166,180ﾛ,416,447-448 16

いえのした 家ノ下 千代 法全寺 3599-3600 13 84

いえのした 家ノ下 千代 米川 1834､1836,1841-1843,1846,2232-2234 20,21 51

いえのした 家ノ下 南信濃 南和田 1122 36 5

いえのした 家ノ下 南信濃 和田 1249ﾆﾎ

いえのした 家ノ下 山本 久米

517､563,572-574,593,616-618,622,1036-
1038,122-125,517,1165,1199,1546-
1548,1557,1579-1582,1587-1588,1992-
1993,1996,2001,2119-2120,2164,1405-
1408,1433-1437

28,31 131

いえのした 家ノ下 山本 竹佐 890

いえのした 家の下 上村 中郷 264-1～9,12～15,ﾛ､ﾊ､ﾆ 13 3

いえのした 家之下 南信濃 和田 1249-4～6

いえのした ｲヱノシタ 竜丘 駄科 374-375 91

いえのした 家ノ下 竜丘 駄科 376-377 9 91

いえのしたみずかみ 家ノ下水上 山本 久米 1401-1404 28 138

いえのしり 家ノ尻 伊賀良 中村 ８４０，８５１，１０９１－１０９２ ###

いえのしり 家ノ尻 千代 下村 1391

いえののき 家ノ軒 伊賀良 中村 １９０２ ###

いえののき 家ノ軒 上郷 飯沼
９４９－９５２，９６１、２５４１－２５４２、２５８８、２５８
８、２８００－２８０３、２５４１－２５４２ 19 42

いえののき 家ノ軒 上郷 飯沼 ２８００－２８０３ 14 50

いえののき 家ノ軒 上村 上町 744-748,798-799 20 3



12

いえののき 家ノ軒 南信濃 南和田 1124～1125 36 4

いえののき 家ノ軒 南信濃 和田 150ﾆ 20 4

いえののき 家ノ軒 南信濃 和田 702ﾛ

いえののき 家ノ軒 山本 久米 1576 32

いえののき 家ノ軒 山本 久米 2166

いえののき 家ノ軒 山本 山本 832-834 22 7

いえののき 家ノ軒 山本 山本 4521-4528 9 41

いえのほら 家ノ洞 下久堅 柿ノ沢 391 18 49

いえのまえ 家ノ前 飯田 羽場 992-995 8 20

いえのまえ 家ノ前 鼎 一色 186,217-220,223-224 6 3

いえのまえ 家ノ前 上郷 飯沼 ２７２３－２７２４，２７２９－２７４０ 14 50

いえのまえ 家ノ前 上郷 別府 ６２７－６２８ 17 90

いえのまえ 家ノ前 上郷 別府 ２１９９－２２００ 11 100

いえのまえ 家ノ前 下久堅 下虎岩 783-785 11 12

いえのまえ 家ノ前 龍江 石林 8354 15,21 75

いえのまえ 家ノ前 千代 大郡
3040ﾛ-3135､3050,3057,3059,3061ｲ､3081
ﾊ,2943-2944

8,19 157

いえのまえ 家ノ前 千代 荻坪 232ﾛ,450-452,560,573-574,582,585-586 16,19

いえのまえ 家ノ前 千代 毛呂久保 2044ﾉ1,2044ﾉ3,2050ﾛ､2148,2495,2497

いえのまえ 家ノ前 千代 下村 1441,1445

いえのまえ 家ノ前 千代 田力 629-630 16  

いえのまえ 家ノ前 千代 法全寺 3288

いえのまえ 家ノ前 千代 米川 2101

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 107-108,514 31,32 131

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 575-576

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 1192,1467-1471 28 121

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 1559 32

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 1999,2131ﾉ1

いえのまえ 家ノ前 山本 久米 2162

いえのまえ 家ノ前 山本 竹佐 616-618 75

いえのまえ 家の前 伊賀良 中村

４０，５９－６１，１５０，１６１，９２３，１７０，２２７，２７
０－２７５，２８５，３４９－３５１，３６７－３６９，３７２，
８７０，９２８－９２９，９３１，１００６，１０３２、１１１０，
１１３７，１１９４－１１９５

90

いえのまえ 家の前 山本 竹佐 643,690,693,700,891 20 75

いえのまえ 家ノ前 竜丘 駄科 307

いえのまえばた 家の前畑 千代 下村 1431ｲ､1442-1443

いえのまえみちうえ家ノ前道上 山本 久米 1551-1552 32 144

いえのまわり 家ノ廻り 山本 久米 1798 32,33 146

いえのまわり 家ノ廻リ 伊賀良 中村 １５２６－１５２７，１５３５ ###

いえのみなみ 家ノ南 飯田 羽場 1054-1056､1059 8 20

いえのみなみ 家ノ南 上郷 飯沼
２５１２－２５１３，２５１９－２５２３、２５４０、２５４６－
２５４７ 14 50

いえのみなみ 家ノ南 上郷 別府 ５７８

いえのむかい 家（ノ）向 千代 米峰 3959,3977,4029ｲ､4030,4033,4050,4054 9



13

いえのむかい 家ノ向 千代 法全寺 3206

いえのむかい 家ノ向 千代 大郡
2757,2942,3017ﾛ､3078ﾛ､3162,3345-
3346,3530

10,20 144

いえのむかい 家ノ向 千代 毛呂久保 1998-2001 7 127

いえのむかい 家ノ向 千代 下村 1466

いえのむこう 家ノ向フ 上村 程野 56

いえのもと 家ノ本 千代 大郡 3551 8 168

いえのもと 家ノ本 山本 久米 1166-1167ｲ､1168 28 134

いえのよこ 家ノ横 山本 山本 5271 10 45

いえのわき 家ノ脇 山本 久米 2165 33

いえまえ 家前 上久堅 大鹿 8870-8871

いえまえ 家前 上久堅 森 4392 17 38

いえまえ 家前 下久堅 小林 725 7 79

いえまえ 家前 千代 荻坪 558

いえまえ 家前 千代 米峰 3956,3964 9

いえまわり 家廻リ 上久堅 堂平 9352,9354-9359 16 87

いえみちした 家道下 千代 荻坪 279ﾛ

いえみなみ 家南 竜丘 長野原 114,188 13 69

いえむかい 家向 千代 毛呂久保 2290-2292 9 136

いえむかい 家向 千代 米峰 3713 10

いえよこかわばた 家横川端 山本 山本 3965

いかいと 井カイト 下久堅 下虎岩 1213-1214 11 19

いがいと 井垣外 山本 竹佐 958-961 20 82

いがいと 居垣外 上久堅 森 4244,4313-4320,4436 18 36

いがいと 居垣外 三穂 下瀬 219-220 18,20 80

いがいと イガイト 下久堅 下虎岩 1211-1212  

いがだ 井ヶ田 千代 下村 502,507-508,512 4 94

いかだば イカダ場 川路 5397-5402 13 13

いかだやま 筏山 龍江 今田 5003 18,13 54

いかだやま 筏山 龍江 雲母 9141-9152 13,19 96

いかだやまおおぼら 筏山大洞 龍江 今田 5004-5006

いかにぼら イカニ洞 上郷 黒田 ４８１－４８７ 10 5

いかよけうえ 石川除上 座光寺 河原 6687-6692ｲ 14 3

いかよけうち 石川除内 座光寺 河原 5734-5736,5742-5744,5884-5887 ,14 3

いかよけさき 石川除先 座光寺 河原 6093-6105,6697-6701 15 3

いかよけした 石川除下 座光寺 河原
5956-5968,6083-6092,6106-6113,6715-
6720,5855-5883,5923-5947

11,14 3

いかよけまえ 石川除前 座光寺 河原 6710-6713 14 3

いがらいばた 伊賀良井ﾊﾞﾀ 竜丘 駄科 1938

いがらいばた 伊賀良井端 竜丘 駄科 1936-1937 7

いきょう 位京 伊賀良 北方
３４２４－３４３５，３４９８－３５７８，３５８０－３６２１，
３６２４－３６６２，３６６４－３７４３，３７６０－３８０６，
３８０８－３８１０

72

いきょうばら 位京原 伊賀良 北方 ３４８９ 72

いくしま 幾島 川路 4
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いくち 井口 龍江 今田 1057-1059 11 11

いぐち 井口 飯田 大平 8087,8091-8092

いぐち 井口 伊賀良 中村 ２６０９－２６１０ ###

いぐち 井口 鼎 上山 1912-1922,1927-1935 12 3

いぐち 井口 上郷 飯沼 ２７５０－２７５８ 13 65

いぐち 井口 上久堅 中宮 1732 3 16

いぐち 井口 千代 大郡 2901

いぐち 井口 山本 久米 500-501 31 122

いぐち 井口 山本 竹佐 1138-1139

いぐち 井口 山本 箱川 587-588,594-595 13 100

いくちさんびょくめ 井口三百目 龍江 石林 8607 21

いぐちだ 井口田 飯田 羽場 1260-1265､1509-1515､1519-1528 7 24

いぐらもり 位倉森 千代 芋平 1717 18 46

いけがほら 池ケ洞 三穂 伊豆木 2044 8 26

いけがみ 池上 飯田 羽場
1085-1088,1089-1129､1145-1149､1158､
1171-1172､1177,1178ｲ-ﾛ､1179-1182

5 22

いけくち 池口 南信濃 和田 1748ﾊ､1757-3ﾊﾆﾎ

いけぐち 池口 南信濃 和田
1757ﾊﾆﾎ､1768ﾎﾍﾄ､2021～2055,2059ﾛ～
2074ﾊ,2079～2092,2559～2595

23,24 5

いけぐち 池口 南信濃 和田 1748-3,4､5

いけぐちかみのし
ま

池口上ノ島 南信濃 和田 2074ﾆ～2078 23,25 5

いけぐちみやのう
え

池口宮ノ上 南信濃 和田 2055ﾊ～2059 23 5

いけくちやま 池口山 南信濃 和田 1769

いけした 池下 上久堅 上平 1536-1545 13 19

いけしろ 池城 上村 程野 168-170,172-173,369,372 7,14 3

いけだ 池田 飯田 羽場 1186ﾉ1

いけだ 池田 伊賀良 北方 １４７６，１４８５，１４９２－１５２２ 60

いけだ 池田 伊賀良 下殿岡 ８６０－８８０ 2

いけだ 池田 鼎 名古熊
1400-1403,1413,1420-1423,1432-1441,1446-
1459,1470-1481,1487-1510,1773-1775,1727-
1733,1739-1747

9,10 4

いけだ 池田 上郷 飯沼 １５５０－１５５３，１５６４－１５７５ 14 48

いけだ 池田 上郷 別府 ５９６ 17 90

いけだ 池田 千代 野池 1501-1502,1564 17,18 39

いけだ 池田 座光寺 上野 3468ｲ-3468ﾎ,3469-3472 11 3

いけだ 池田 座光寺 清水 4661-4668 11 3

いけだ 池田 座光寺 中市場 3539-3555,3561-3562 11 3

いけだ 池田 竜丘 桐林 1720-1728,1839-1843 11 89

いけだ 池田 竜丘 駄科 168-169,182 9 86

いげた 井桁 飯田 羽場 2021,2036-2038, 5 27

いげた 井桁 竜丘 駄科 1270-1272 10 107

いけだまち 池田町 飯田 飯田 987-997,1030-1043
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いけつぼ 池坪 上村 中郷 368 14 4

いけつぼ 池坪 上村 程野 13-ﾛ､ﾍ 4,7 4

いけのうえ 池ノ上 下久堅 下虎岩 589-590 13 7

いけのうえ 池ノ上 下久堅 知久平 38-39,41 6 86

いけのうえ 池ノ上 千代 毛呂久保 2445 7 139

いけのかみ 池ノ神 千代 荻坪 414 19 12

いけのかわ 池ノ川 鼎 一色 66,81-82 6 4

いけのくぼ 池ノ窪 千代 米川
2177-2178,2184,2187-2191,2193-
2197,2200-2205，2207

21 57

いけのじり 池ノ尻 上郷 黒田 ２１５２－２１８５、２３４６ 8 19

いけのだ 池田 南信濃 和田 2195～2203 33 5

いけのたいら 池ノ平 龍江 今田 4904-4928,1854-1991 12 23

いけのたいら 池ノ平 南信濃 和田 2283～2285ﾊ

いけのほら 池ノホラ 下久堅 小林 671-673 6 74

いけのほら 池ノ洞 上久堅 原平 969

いけのほら 池ノ洞 下久堅 小林 438-439,626,630-660,678-679,3282-3303 6 74

いけのほらくち 池ノホラ口 下久堅 小林 680-681 6 74

いけばら 池原 南信濃 八重河内 291ｰ1～3,317～319ｰ4

いけばら 池原 南信濃 和田 2093～2104 23,24 6

いけむかい 池向 千代 毛呂久保 2417

いけんたいら 池ノ平 下久堅 下虎岩 41-46,48-57,59-70 10 2

いさりばやし イサリ林 上郷 飯沼 ３０９０ 10 69

いしあら 石アラ 下久堅 上虎岩 226,235-253 14 127

いしあら 石阿ら 下久堅 上虎岩 227-234 14 127

いしあらだ 石荒田 上久堅 大鹿 8590-8596,8602-8612 5 75

いしありだ 石有田 下久堅 知久平 455-460 3 90

いしがい 石ガイ 松尾 城 4349-4380 8 5

いしがつぼ 石ヶ坪 山本 久米 1456

いしがつぼ 石ケ坪 三穂 下瀬 395-397 20 86

いしかのき 石カノ木 千代 芋平 1691-1699 18 45

いしぎょう 石京 飯田 羽場 689-698,703,707 8 14

いしぎょう 石行 座光寺 上野
3347,3351,3355-3356,3388,3435ﾛ,3438ﾉ4-
3439ﾉ2,3440-3441

10 4

いしぎり 石限 座光寺 宮ノ前 2513ﾉ3-2514

いしこはら 石子原 山本 山本 3636-3663､3760-3765､4077-4106 9,20 35

いしそね 石曽根 山本 山本 815､898-899 22 6

いしそねまえだ 石曽根前田 山本 山本 900-907 22 6

いした 井シタ 上久堅 中宮 1736

いした 井下 飯田 羽場 253-254､483､533ﾛﾊ､550ﾛ 13 6

いした 井下 伊賀良 北方 ５５２－５７３，６１６－６２６ 47

いした 井下 伊賀良 中村

１４３，２６２，２６５－２６７，２８１－２８４，３１
５，３３５－３３９，３４３－３４５，４４１，６５８，６
６３－６６４，６７７，８８０－８８３，８９３，９００－
９０５

93

いした 井下 伊賀良 三日市場 ２８０，７８１ 29
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いした 井下 鼎 名古熊 1109,1333-1349,1360-1362,1367 9 4

いした 井下 上郷 飯沼 ２８１０－２８１９ 13 65

いした 井下 上郷 黒田
１５６５－１５８１、１６９８－１６９９、１７３８－１７
４２

8,9 15

いした 井下 上郷 別府 １４１７－１４２２，１４２９ 16 98

いした 井下 上久堅 中宮 1735 3 18

いした 井下 川路 1063-1098,1111-1119 2 15

いした 井下 下久堅 小林 916,783,903,919-920 6 80

いした 井下 下久堅 南原 543-612 5,8 112

いした 井下 龍江 今田 1570-1572 6 19

いした 井下 山本 久米 640,642,1607,1802-1803 32,34 146

いした 井下 竜丘 上川路 1131-1135 70

いした 井下 竜丘 長野原 179-180  70

いしだ 石田 伊賀良 中村 ９９７－９９８ ###

いしだ 石田 鼎 上山 3810-3844 5,6 4

いしだ 石田 上郷 黒田 １３１８－１３２０、３５７５－３５７６ 4,9 13

いしだ 石田 山本 久米 1921-1923 33 149

いしだ 石田 山本 山本
1470-1479､1647-1657,1724-1728,1732-
1733

21 15

いしだ 石田 山本 山本 4178-4192,4209-4213 9 39

いしだ 石田 座光寺 共和 3984-3986 8 4

いしだ 石田 座光寺 唐澤 2427-2432 8 4

いしだうえ 石田上 座光寺 上野 3064-3065 6 4

いしたよこ 井下横 座光寺 河原 6766 14 4

いしたよこ 井下横 座光寺 原 1270,1273-1283 2,6 4

いしづか 石塚 伊賀良 中村 ２５０５－２５０８ ###

いしづか 石塚 川路 914-916 2 19

いしづか 石塚 山本 久米
498-499,508-511,1078-1080,1615-
1616,1637,1488-1490,1492,1584-
1586,1994-1995,2000,2009,2133,2136

28,32 122

いしづか 石塚 山本 竹佐 1131-1133

いしづか 石塚 山本 山本
1058-1063､1115-1119,2372-2379,3287-
3292

20,21 11

いしづか 石塚 座光寺 宮ノ前 2514ｲ-2515,2555-2559 8 4

いしづか 石塚 座光寺 清水 4694 11 4

いしづか 石塚 座光寺 唐澤 2329-2344,2352-2344,2513 8 4

いしづかした 石塚下 座光寺 宮ノ前 2552 8 4

いしづかしもがいと 石塚下垣外 山本 久米 2008 32 150

いしつぶ 石粒 山本 山本 1178-1190 22 12

いしつぼ 石坪 三穂 伊豆木 5271-5275 11 67

いしとび 石トビ 上郷 黒田 ２０２２－２０２５、２０２７－２０３２ 8 18

いしどよ 石樋 伊賀良 上殿岡 ４５０ 13

いしのつぼ 石ノ坪 山本 箱川 494 17 99

いしのとう 石塔 下久堅 小林 596,610-612 6 74
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いしのとう 石ノ塔 下久堅 小林 442-449,593,597-609 6 74

いしのとうう 石ノトウゝ 南信濃 南和田 772 40 6

いしばし イシバシ 下久堅 上虎岩 724-726 15 130

いしはなだ 石花田 山本 竹佐 273 19 67

いしはら 石原 伊賀良 中村 ７２７－７３２，７３６－７３７，１００５，１０１４－１０１６ 99

いしはら 石原 上郷 南条 ３６４２－３６４５、３６７５，３６８５ 15 79

いしはら 石原 川路 4829-4846 10 40

いしはら 石原 下久堅 下虎岩 2843-2876,2878-2891 2 45

いしはら 石原 下久堅 南原 154-163 4 106

いしはら 石原 龍江 今田 105-122,3383-3391,4655 6,7 2

いしはら 石原 松尾 明 5348-5355,5710-5719 9 7

いしはら 石原 山本 山本 1322-1329 21 13

いしはら 石原 座光寺 清水 4700-4703,4723-4724,4729-4735,4743 11 5

いしはら 石原 座光寺 唐澤 2396-2408 8 5

いしはら 石原 座光寺 南市場 3625,3635 11 5

いしはらざか 石原坂 山本 久米 1044,838 31 129

いしはらだ 石原田 下久堅 柿ノ沢 1431-1447 19 64

いしはらだ 石原田 上郷 別府 ２２９

いしはらだ 石原田 上久堅 小野 4955-4965,4967-4973 20 43

いしはらだ 石原田 上久堅 平栗 6203,6244ﾛ、6247ﾛ、6250-6254 20

いしはらだ 石原田 龍江 尾科 9402-9404

いしはらだ 石原田 千代 荻坪 180ｲ､181-187､192-210,239ﾛ 16 5

いしはらだ 石原田 三穂 伊豆木 5661-5676 16 70

いしはらだ 石原田 三穂 立石 607 12 99

いしはらだ 石原田 山本 竹佐 1134

いしはらだ 石原田 山本 箱川
398-399,410-414,416,418,420-421,423-
427，436-444，446-448，454,153-154

17,18 92

いしはらだ 石原田 山本 山本 1311-1317,3450-3464 20 13

いしはらだ 石原田 座光寺 上野 3145-3146,3149-3162ｲ,3163,3166,3168ｲ 10 5

いしはらだ 石原田 座光寺 唐澤 2379-2382 8 5

いしはらだ 石原田 竜丘 駄科 1420-1427 8 109

いしはらばた 石原畑 龍江 今田 3380-3382 7 36

いしはらばた 石原畑 千代 大郡 2795 8 145

いしはらまえだ 石原前田 山本 山本 1318-1320 13

いしはらやま 石原山 山本 山本 279-280,286 23,26 2

いしはらやま 石原山 山本 山本 6185-6195 5,7 54

いしぼとけ 石佛 南信濃 南和田 741 27 6

いしぼとけ 石佛 南信濃 和田 928,931 29 6

いしぼとけ 石佛 上郷 別府 １３５９－１３６０ 16 97

いしぼとけ 石佛 南信濃 木澤 844～845 7 6

いしぼとけ 石佛 座光寺 共和 4062-4066 9 5

いしぼとけ 石佛 竜丘 駄科 1104-1106 10 102

いしまえだ 石前田 伊賀良 中村 ２５３７－２５３８ ###
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いしみどう 石見堂 山本 竹佐 942-944,955-957 20 82

いしやすみば 石休場 千代 米川 991-996 20 25

いしやづくり 石屋作リ 南信濃 和田 58

いしり 井尻 南信濃 和田 1249ﾊ

いずきわたり 伊豆木渡ﾘ 竜丘 上川路 961-969 5 161

いずなやま 伊豆名山 鼎 名古熊 1125-1135 10,14 4

いずみ 伊豆三 上村 下栗 10,161,017 28,29 5

いずみがいと 和泉垣外 三穂 伊豆木 2656-2707 9 34

いずみまえ 泉前 上郷 別府 １１２５ 16 96

いせきやま 井堰山 上久堅 大鹿 8675 6 76

いせざいけい 伊勢在家井 伊賀良 中村 ３１０，３１６ 95

いせだ 伊勢田 伊賀良 上殿岡 ３３－４１，５６－５９ 5

いせや いせや 上郷 南条 ３４０１－３４０６ 16 73

いせや イセヤ 上村 上町 516

いせや 伊勢屋 三穂 伊豆木 4275-4276 　

いせんやしき 伊仙屋敷 鼎 上山 2283-2287,2428-2446,2483-2487 11,12 4

いぞい 井添 竜丘 長野原 177,289-291  96

いそえ 井ソヘ 竜丘 駄科 605 10 96

いぞえ 井ゾヘ 竜丘 駄科 1137-1141,1274-1275 10 96

いぞえ 井添

竜丘

駄科 310,529-530,576,586-589,591-
594,606,610,620,646,1273,1568-1571,1575-
1580

9

96

いそがしほら 閙ケ洞 三穂 伊豆木 1260-1301 8,14 18

いたいちば 北市場 伊賀良 北方 １５３４－１５４８ 61

いだいら 井平 上久堅 蛇沼 6683-6690

いたがいと 板垣外 龍江 今田 3256-3257

いたち イタチ 伊賀良 中村 １９１８ ###

いたちがさわ 鼬ヶ沢 龍江 今田 367-394 10 4

いたちざわ 鼬澤 下久堅 南原 475-481,492-493 5 111

いたはし 板橋 山本 山本 3664-3671 9,20 35

いたや 板屋 三穂 伊豆木 4767-4782 11 56

いちえもんばた 市右衛門畑 川路

いちこくだ 一石田 三穂 伊豆木 2482-2494 8 33

いちじょうやぶ 壱丈籔 座光寺 上野 3121-3130ﾉ2,3131-3133,3137ﾛ,3190 7,10 5

いちせ 市瀬 飯田 山 7568-7590

いちどおし 壱通 南信濃 南和田 81～83

いちのさわ 一ノ沢 上郷 黒田 ３８４０イ､3840ﾍ-7,3840ﾉ９－２７ 1,3 32

いちのさわ 市ノ沢 上久堅 越久保 2755-2796 18 26

いちのせ 一ノセ 上郷 黒田
３８３８－３８３９､3840ﾆ-ﾎ､3840ﾉ8,3840ﾉ２８，
３８４９－３８５２

1 32

いちのせ 一ノセ 南信濃 木澤 679～681 9 6

いちのせ 一ノ瀬 龍江 安戸 7899-7901 14,15 67

いちのせ 市（ノ）瀬 千代 法全寺 2638-2646,2656,2671-2682ｲ､2683-2684 23,25 67

いちのせ 市瀬 龍江 安戸 7907 14 67
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いちのせ 一ノ瀬 下久堅 竜江村 9416-9417,9421-9424

いちのせ 一ノ瀬 千代 大郡
2956-2957､2961-2965,2967ｲ､2968-
2969,2971-2973

8 150

いちのせ 市ノ瀬 飯田 山 8142-8145

いちのせ 市ノ瀬 千代 毛呂久保 2454-2457 7 139

いちのせ 市ノ瀬 南信濃 八重河内 1435～1449 46,56 7

いちのせ 市之瀬 上久堅 大鹿 8872-8877,8881 6 78

いちのせ 市之瀬 南信濃 八重河内 1473

いちのつぼ 一の坪 三穂 伊豆木 5259-5265 11 66

いちのみや 一ノ宮 飯田 山 6984

いちば 市場 伊賀良 北方
２１３９－２１４２，２１５２－２１９１，２１９４－２２
０３，２２８０－２２８８，２２９０－２２９２，２２９６
－２２９７

61

いちば 市場 上郷 飯沼 １７８６－１７９４，１７９７－１７９８ 15 51

いちば 市場 上久堅 大鹿 8805ﾛ-8815,8817 22 78

いちば 市場 上久堅 下平 105-109､112-127,129-130,134,150ﾛ-165 2,3 1

いちば イチバ 下久堅 下虎岩 975-978 11 15

いちば 市場 座光寺 宮ノ前
2516-2517,2581-2585,2589-2591,2607-
2617,2631-2639

8 5

いちば 市場 座光寺 南市場 3611-3616,3670-3677 11 5

いちばざき 市場崎 上郷 別府
６２３，６５０，６５３－６５４，７０１－７０５，７１２，７１
５－７１６、７１９－７３０、７３３－７３４，７７０，７７７
－７８１，７８４－７８５

16,17 91

いちばした 市場下 上久堅 大鹿 8797-8805ｲ､8816,8818-8830 22 78

いちばした 市場下 座光寺 南市場 3620-3622,3623ﾉ7-3624,3647-3668 8 5

いちばやしき 市場屋敷 伊賀良 上殿岡
３５７－３６２，３８６－４１０，４１３－４１６，４２９－４
３０，４７６－４７９ 12

いちばやしき 市場屋敷 伊賀良 下殿岡 １０３４－１１０３、１０３４－１１０３ 3

いちばやしき 市場屋敷 竜丘 駄科 19-25,30-45,651-652,655,658-659 9 83

いちばんぼら 一番洞 下久堅 下虎岩 1358-1359,1362-1363 13 22

いちまいばた 一枚畑 上村 下栗 1007 29 4

いちまいばた 壱枚畑 上村 上町 805

いちみち 市道 千代 毛呂窪 3706-3707 10 169

いちみち 市道 千代 法全寺 3694-3698 11 88

いちみち 市道 千代 毛呂久保 2668-2672 7,10 143

いちみちとうげ 市道峠 千代 毛呂久保 2673-2674 7 143

いちやしき 市屋敷 伊賀良 三日市場 １３３０－１３３４ 37

いちりづか 一里塚 川路 503-510 2 19

いづか 伊塚 上村 上町 854～859,866～869,871 22 2

いっかんめ 壱貫目 龍江 尾林 8359-8362 21 5

いっかんめ 一メ目 竜丘 駄科 575 10 98

いっかんめ 一貫目 竜丘 駄科 584,590 10 98

いっけいじ 一景地 鼎 中平 2012-2017 12 5

いっけんじ 一景地 鼎 下山 1071-1078,1087-1164,1196-1219 12 5

いっけんや 一軒家 鼎 切石 4222-4311,4326-4330 5 5

いっさくばやし 一作林 下久堅 下虎岩 609-614 13 8
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いっせだ 一畝田 伊賀良 上殿岡 ６８４ 18

いっせまちだ 壱畝町田 上郷 黒田 ３２２２ 3 27

いったんだ イッタン田 下久堅 上虎岩 2322-2323 18 144

いったんだ イッタンダ 下久堅 上虎岩 2318-2321 18 144

いっちょうた 一丁田 竜丘 駄科 1500-1503,1507-1511,1523-1526 10 110

いっちょうだ 一丁田 伊賀良 三日市場 １１３８－１１５１，１１５８ 35

いっちょうだ 一丁田 上郷 飯沼 ７０３－７１１，７２９－７３３，７３５－７３６ 15 39

いつついし 五石 南信濃 和田 1747 22 7

いつなやま イツナ山 鼎 名古熊 1562-1564 10 4

いっぱいしみず 一杯清水 竜丘 駄科 1976,2037,2053-2059,2064 7 115

いっぱいしみず 一盃清水 竜丘 駄科 1951-1952,2374-2380,2401-2409,2411-24137 115

いっぱいみず イッパイ水 上村 下栗 1314 24 4

いっぱいみず 一杯水 南信濃 南和田 76ｲ

いっぱんみず 一盃水 南信濃 和田 2275 33 7

いつぼ 井坪 千代 米川 2104-2111 22 55

いっぽんぎ 一本木 龍江 今田 3490-3495 7 37

いっぽんぎ 一本木 千代 法全寺 2395 20 62

いっぽんぎ 一本木 千代 米川 2305-2308､2309ﾛ 23 60

いっぽんぎ 一本木 三穂 伊豆木 2565-2616 8 33

いっぽんぎだいら 一本木平 川路
1189-1192,1204-1207ｲ,1208-1209,1213-
1215ｲ,1217-1218,1536-1602

3 20

いっぽんぎはら 一本木原 龍江 今田 4604-4654 7 37

いっぽんすいじん 一本水神 上郷 飯沼 ３３７－３３９

いっぽんすぎ 壱本杉 南信濃 和田 2271

いっぽんすぎ 一本杉 南信濃 和田 2261　,2264 33,34 7

いっぽんとち 一本栃 南信濃 南和田 65～66

いっぽんまつ 一本松 龍江 今田 6121-6138 8 61

いっぽんまつ 一本松 千代 野池 1530 40

いっぽんまつ 一本松 千代 米川 908-909  

いど 井戸 龍江 今田 3304 7 34

いど 井戸 千代 下村 1500ﾛ

いどいり 井戸入 上久堅 堂平
9232-9233,9239ｲ､9322-9337,9343-9345,11839-
11857,11864-11865,11869-11874,11882-11887 7,17 85

いどいり 井戸入 上久堅 蛇沼 6939-6946

いどいり 井戸入 下久堅 小林 2921-2945,2950-2976,3004 6 80

いどいり 井戸入 龍江 今田 4971-5001 18

いどいり 井戸入 龍江 宮沢 8787-8788 18,21 86

いどいり 井戸入 千代 大郡
2996-3014,3019-3022,3030-3034,3036-
3037ﾛ,2922-2923

8,19 156

いどいり 井戸入 千代 荻坪 179、237-239ｲ､240,242 16,19 　

いどいり 井戸入 千代 毛呂久保 2120-2122､2131ﾛ､2134,2139 7 132

いどいり 井戸入 千代 下村
1162-1165,1169,1173ｲ､1176-1178,1583-
1597,1599,1602,1607-1610,1623-1625

5,6 108

いどいり 井戸入 千代 田力 160-161、163-165 16 4
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いどいり 井戸入 千代 法全寺 3294-3311 24 79

いどいり 井戸入 千代 米川
2076-2079,2082,2084-2094,,2099-
2100,2102-2103,2112-2115,2117-
2121,2127-2131

22 55

いどいり 井戸入 三穂 伊豆木 1824-1825 　

いどいり 井戸入 三穂 下瀬 111 18 79

いどいり 井戸入 山本 久米 1419-1427 28,32 138

いどいり 井戸入 山本 箱川 706,712-716,734-735,737-739,746-747,97417 102

いどいり 井戸入 山本 山本 6087-6088 10 52

いどいりむかい 井戸入向 山本 久米 1438-1439 28,32 138

いとう 伊藤 上村 上町
572-1～13,574,576,578～1-10,637～640､
740～741,743,800～804

19,21 4

いどうえ 井ト上 下久堅 下虎岩 2258-2259 10 35

いどうえ 井戸上 下久堅 下虎岩 2247  35

いどうえ 井戸上 山本 竹佐 246,251-252 19 64

いどがほら 井戸ヶ洞 千代 米峰 3864､3874-3876 11,12 173

いどがみ 井戸神 千代 下村 1028-1030 5 105

いどがみ 井戸神 龍江 石林 8352-8353 21 75

いどくぼ 井戸（イド）久保 上村 上町 519 16 4

いどくぼ 井戸久保 上久堅 大鹿 8571-8576 5 74

いどくぼ 井戸久保 下久堅 小林 276-279,281-284 7 72

いどくぼ 井戸久保 南信濃 木澤 1160～1163 15 8

いどざか 井ド坂 上郷 南条 ３５８０－３５８１ 15 77

いどざわ 井戸沢 飯田 大平 8073

いどした 井戸下 川路 4024-4099 10 35

いどした イドシタ 下久堅 上虎岩 2556-2558 18 146

いどした 井戸下 千代 下村 1392-1394 3 116

いどした 井戸下 南信濃 和田 905 29 8

いどじり 井戸尻 上久堅 大鹿 9013,9015-9023 5 81

いどじり 井戸尻 千代 下村 1699 36 120

いどじり 井戸尻 山本 久米 1171-1175 28 134

いどじり 井戸尻 飯田 羽場 438-443 8 10

いどじり 井戸尻 上郷 別府 ３１２－３１３

いどじり 井戸尻 下久堅 小林 614-617 6 77

いどじり 井戸尻 山本 竹佐 9 12,19 64

いどだいら 井戸平 山本 山本 2631

いどのうえ 井戸ノ上 下久堅 柿ノ沢 1783-1795 9 67

いどのうえ 井戸ノ上 下久堅 上虎岩 824-825 15

いどのうえ 井戸ノ上 千代 大郡 2895ﾊ

いどのうえ 井戸ノ上 千代 下村 1500ｲ､1502ｲ 6 116

いどのした 井戸ノ下 下久堅 柿ノ沢 1777-1782 9 67

いどのた 井戸ノ田 千代 下村 960-961

いどのほら 井戸ノ洞 下久堅 柿ノ沢 985-993,995 7 60

いどはた 井戸畑 龍江 今田 3335-3361 7 34
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いどはた 井戸畑 千代 米峰
3965-3967,3972-3973,4017-4019,4021-
4022

9 175

いどばた 井戸端 上村 下栗 940-ﾊ 33 4

いどばた 井戸端 上郷 黒田 ３３５３－３３５６ 4 28

いとぼら イト洞 下久堅 下虎岩 1231-1233 11 20

いとぼら イト洞 下久堅 下虎岩 1316,2544 2,11 20

いとぼら 井ト洞 下久堅 下虎岩 1308-1310  

いとぼら イトボラ 下久堅 上虎岩 1238-1239,1305-1306 17 137

いどほら 井洞 下久堅 下虎岩 2545-2547 2

いどぼら イド洞 下久堅 下虎岩 1311-1313 11 20

いどぼら 井戸洞 上久堅 大鹿 9001-9012 5 81

いどぼら 井戸洞 下久堅 柿ノ沢 1478-1482

いどぼら 井戸洞 下久堅 下虎岩
907,909-911,1234-1236,1307,1314-
1315,2548

2 20

いどぼら 井戸洞 千代 荻坪 400-405 19 11

いどぼら 井戸洞 千代 米峰 4070､4092-4099 9 178

いどぼら 井戸洞 千代 法全寺 3203-3205,3312,3656-3657,3684 11,24 77

いどぼら 井戸洞 千代 米川 1767 30 49

いどぼら イドボラ 下久堅 上虎岩 717-723 15 130

いどみち 井戸道 千代 大郡 2895ﾆ

いどみち 井戸道 南信濃 南和田 40 42 8

いどもと 井戸本 千代 大郡 2556､3558

いどやま 井戸山 千代 下村 1504 6 116

いなかいと 稲垣外 千代 米峰 4044-4049 9 178

いなくち いな口 龍江 雲母 9045-9062 20 93

いなごづか いなご塚 川路

いなざわ 稲沢 上村 程野 109,126 8 5

いなば 稲葉 飯田 羽場 1750

いなば イナバ 伊賀良 大瀬木 １０３０－１０４５ 78

いなば いなば 伊賀良 中村 ３８４－３８８，４９６，５０１ 92

いなば イナバ 伊賀良 中村 ２０８３，２４５１，２４６９ 92

いなば 以奈場 伊賀良 三日市場 ４４６－４５４，４５７ 30

いなば 稲場 伊賀良 中村
１６１，１１５５－１１５６，１１６５－１１６８，１１７１－１
１７３，１１９２－１１９３，１２２０，２４６５－２４６７，２
４７０－２４７３，２４６４

92

いなば 稲葉 伊賀良 中村 ３４３１ 92

いなば イナバ 上久堅 越久保 2862-2881 18

いなば イナバ 上久堅 中宮 410-415 3 7

いなば 稲葉 上久堅 中宮 430-435 3 7

いなば イナバ 上久堅 蛇沼 7176 11 62

いなば 稲葉 上久堅 蛇沼 7177-7179,7181-7185

いなば 稲葉 川路 2342-2343,2346-2350 6 28

いなば イナバ 下久堅 稲葉 1558-1560,1564-1570,1578-1589 8 124

いなば イナバ 下久堅 知久平 19-20,22-27 7 85

いなば イナバ 龍江 今田 3621-3626,4584-4600 3,7 3
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いなば 稲場 千代 大郡 2933,2938 8 149

いなば 稲葉 下久堅 知久平 21

いなば いなば 龍江 雲母 8997-8998

いなば 稲場 千代 大郡 3649-3650

いなば 稲葉 龍江 宮沢 8801-8805 15,21 5

いなば イナバ 千代 荻坪 249､254-257,555-556 19 8

いなば 稲場 千代 野池 1493 21 39

いなば イナバ 千代 法全寺 3553-3559

いなば 稲場 千代 米川 1931-1941,2000,2003ﾉ4 21 54

いなば 稲葉 三穂 下瀬 32ヘ-53ヲ 11,17

いなば 稲葉 山本 久米 291,2214,749,1863-1864,1866,1656 32 121

いなば いなば 山本 竹佐 352-353,465-466 20 69

いなば イナバ 山本 箱川 92-93,471-475,584,824 13,16 91

いなば いなば 山本 箱川 800,912-913,674,696 16 91

いなば イナバ 山本 山本 5735-5739 10 50

いなば 稲場 座光寺 欠野 5214-5216 12 6

いなば 稲葉 竜丘 桐林 221-233 13 122

いなばうえのきり 稲葉上ノ切 下久堅 小林 228 7 71

いなばがいと 稲葉垣外 千代 毛呂久保 2463 7 139

いなばくろ 稲葉くろ 山本 久米 201-202 31 117

いなばした 稲葉下 山本 久米 1147

いなばじり イナバ尻 川路 4507-4515,4522-4546 10 39

いなばじり イナバ尻 千代 野池 1408 21 36

いなばじり イナバ尻 山本 箱川 196-197

いなばじり 稲場尻 千代 米川 2133 22 56

いなばじり 稲葉尻 龍江 今田 2245-2260 6 5

いなばじり 稲場尻 伊賀良 中村 １２６，１３０，１０２５，１２３９ 92

いなばじり 稲葉尻 龍江 宮沢 8839-8840 5

いなばじり 稲葉尻 山本 久米

162,589-592,595-597,606-
3,1110,1137,1146,1617-1619,1633,1636,1763-
1764,1501,1957-1959,1968,1981-
1983,2051,2054,2059

28,32 117

いなばじり 稲葉尻 山本 久米

162,589-592,595-597,606-
613,1110,1137,1146,1617-
1619,1633,1636,1763-1764,1501,1957-
1959,1968,1981-1983,2051,2054,2059

28,32 117

いなばじり イナバヂリ 下久堅 知久平 78-80,91-104,111-115 3 85

いなばじりうえのきり 稲葉尻上ノ切 下久堅 小林 229-233

いなばじりしたのきり 稲葉尻下ノ切 下久堅 小林 184-191 7 71

いなばほった 稲場堀田 千代 芋平 1562-1563 17 41

いなり いなり 竜丘 長野原 512 13 77

いなりぎわ いなり際 竜丘 長野原 496 13 77

いなりごし 稲荷腰 竜丘 長野原 513,515 13 77

いなりさか 稲荷坂 座光寺 宮ノ前 2520-2525 7 6

いなりさか 稲荷坂 座光寺 原 1129-1132 7 6
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いなりさか 稲荷坂 座光寺 唐澤 2505 8 6

いなりさか 稲荷坂 座光寺 萬才
1775,1844-1850,1857-1859,1861-1864,1869-
1872,1874,1885-1887,1136,1139-1145,1160-
1165

7 6

いなりした 稲荷下 上久堅 下平 7952

いなりした 稲荷下 龍江 今田 2494-2496

いなりじり 稲荷尻 山本 山本 961-973 22 10

いなりだいら イナリ平 上郷 飯沼 ３０２１－３０２９ 10 68

いなりぼら 稲荷洞 千代 法全寺 3265 24 77

いなりまえ 稲荷前 竜丘 長野原 509-511 13 77

いなりめん 稲荷面 伊賀良 北方 ５８１－５８３ 48

いなりもり 稲荷森 南信濃 和田 1606

いなりやしき 稲荷屋敷 千代 法全寺 3266 24 77

いなりやま 稲荷山 上久堅 下平 191-196 3 3

いなりやま 稲荷山 山本 山本 1 22,26 1

いなわじり イナハジリ 上久堅 原平 1220-1221 12 17

いぬいばら 戌玄原 伊賀良 北方 ２２－２６ 43

いぬがいり イヌガイリ 下久堅 上虎岩 497-528 17 128

いぬこはら 犬子原 龍江 今田 5664-5747 8 59

いぬづか 犬塚 南信濃 木澤 647 10 8

いぬのくい 犬ノ喰 下久堅 稲葉 3521-3526,3528 8 123

いぬのくい 犬ノ喰 下久堅 柿ノ沢 597 19 54

いぬのくい 犬ノ喰 下久堅 小林 3092-3097,3143-3145 19 68

いぬのくい 犬ノ食 下久堅 稲葉 3515-3518 8 123

いぬのくい 犬ノ食 下久堅 柿ノ沢 1849-1858 8 68

いぬのじき 犬ノ敷 下久堅 稲葉 3519-3520 8 123

いぬのじょう 犬ノ城 下久堅 下虎岩 1898-1899,1906-1915,1918 16 31

いぬのじょうみちがみ 犬ノ城道上 下久堅 下虎岩 1903-1905 16 31

いぬもどし 犬戻シ 竜丘 時又 63-71,115 17 80

いぬもどし 犬戻し 竜丘 長野原 693-696,702 17 80

いぬもどしよりうど 犬戻ｼﾖﾘ鵜戸迄
竜丘

長野原 708

いぬやま 戌山 山本 久米 851-852 32 129

いねぼら 稲洞 三穂 下瀬 62-76ニ 18,17 77

いのあい 井間 竜丘 長野原 51  93

いのうえ 井上 伊賀良 北方 １８６０ 63

いのうえ 井ノ上 伊賀良 中村 ２２１４ ###

いのうえ 井ﾉ上 上郷 飯沼
１１８７－１２００，１２０３－１２０７，１２１１－１２
１４、１２４９－１２５７

14 45

いのうえ 井ノ上 上久堅 大鹿 9065-9066

いのうえ 井ノ上 川路 2

いのうえ 井ノ上 下久堅 小林 909 6 80

いのうえ 井ノ上 下久堅 下虎岩 2248-2249 10 35

いのうえ 井ノ上 龍江 今田 694-740,1583-1585,3299-3302 6,10 8
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いのうえ 井ノ上 山本 久米 1200 28 135

いのうえ 井上 川路 1121-1123,1128-1147,1932-1935 2 15

いのきさわ 伊ノ木沢 南信濃 和田 51～52 17,19 8

いのきざわ 井ノ木沢 南信濃 和田 178～187 18,20 8

いのくち 井ノ口 上久堅 上平
1490-1492,1504-1526,1528-1535,1733-
1734､2039,2046-2048､2117-2118

13,6 16

いのくち 井ノ口 上久堅 大鹿 8663-8669,8756,8771 5 75

いのくち 井ノ口 上久堅 蛇沼
7349-7353,7361-7363,7378-7390,7402-
7406，7410-7412，7415-7416，7419-7442

11 65

いのくち イノクチ 下久堅 上虎岩 979-997 15 133

いのくち 井ノ口 下久堅 上虎岩 2057-2058 20

いのくち 井ノ口 龍江 今田 6188-6225 9,14 61

いのくち 井ノ口 龍江 安戸 7909 14

いのくち 井ノ口 千代 芋平 1581-1585,1729-1730 17 42

いのくち 井ノ口 千代 下村 271-295,296ﾛ 35 92

いのくち 井ノ口 三穂 伊豆木 142-158 15 4

いのくち 井ノ口 山本 久米 1813-1816 32 146

いのくち 井ノ口 山本 山本 1873-1879,3075-3082,4470-4483 6,9 19

いのくち 井野口 下久堅 下虎岩 2674-2687 14 42

いのぐち 井ノ口 上郷 飯沼 ２７８６－２７８８ 13 65

いのぐち 井ノ口 上郷 黒田 ３４６９－３４７１、３４７３－３４９９ 4 29

いのぐち 井ノ口 伊賀良 大瀬木 ２１３４－２１７３，２３１４－２４５４，２６８０ 84

いのぐちはら 井ノ口原 伊賀良 大瀬木 ２６６８－２６９９，２７１８－２７２２ 84

いのさわ 井ノ沢 上郷 黒田 ８６２ﾉ１－８６２ﾉ２ 9

いのした 井下 山本 久米 563､640,642 31

いのした 井ノ下 上郷 飯沼 ２８０４－２８０６ 13 65

いのした 井ノ下 上郷 黒田 ２８１２－２８１４ 4 22

いのした 井ノ下 上郷 別府 ６８７－６８８、１０９６、１３８７ 16,17 91

いのした 井ノ下 山本 箱川 652 13 101

いのした 井ノ下 山本 山本 5466

いのじり 井ノ尻 上郷 飯沼 ９２６－９４４ 15 42

いのづくり イノ作 上村 上町 515

いのま 井ノ間 竜丘 駄科 277  93

いのま 井間 竜丘 駄科 412-419,1096-1097,1630 10 93

いのみずやまじり 井水山尻 南信濃 和田 235～247 18 9

いのめん 井ノ免 上郷 黒田 ８６３－８６４ 5 9

いのやま 井山 龍江 今田 5784-5871 8,9 59

いのやま 猪ノ山 座光寺 宮崎 ７ 1,3 21

いば 井場 鼎 東鼎 453-456 12 5

いばた 井端 伊賀良 上殿岡
４２１－４２３，４６３－４６７，４８９－５００，６８８
－６８９，６９２，７０７－７１６

13

いばた 井端 伊賀良 中村 １３７，６５１ 92

いばた 井畑 飯田 羽場 532-533､567-569､731-732 8 12

いばた 井バタ 飯田 羽場 525-531､728 8 12
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いばた 井場田 三穂 伊豆木 3147 9 38

いばた 井端 下久堅 柿ノ沢 429-431 18 51

いばた 井端 三穂 立石 439-445 6,12 97

いばた 井端 座光寺 下羽場 5395-5399,5256-5257 12 6

いばた 井端 竜丘 長野原 178,181-182  

いばたやま 井端山 山本 山本 4528-4531､4536-4540 9 42

いばやし 井林 千代 法全寺 3659 11 86

いばんと 井番戸 三穂 伊豆木 3425ロ-3452 10,16 40

いぼうやま 井坊山 三穂 伊豆木 5091 　

いぼたけやま イボタケ山 山本 箱川 401-402 17 97

いぼとうげ イボ峠 下久堅 下虎岩 400

いぼみず 井ボ水 飯田 羽場 2145-2146,2153-2158 8 28

いほり 以ほり 山本 箱川 1281-1283 13 90

いほり 井堀 山本 箱川 1302-1304 13 113

いほりやま イホリ山 山本 箱川 82-83 13 90

いまい 井間井 竜丘 桐林 1365-1371

いまくら 井枕 竜丘 駄科 284-285

いまくら 井枕 千代 米川 1825-1831 21 50

いましま 今島 上村 上町 561,564 19 6

いまだ 今田 龍江 今田 3393-3394

いまたぎ 井マタギ 飯田 羽場 345-347 8 8

いまなぎ 今ナギ 山本 箱川
477,481,488,839,844,851-854,862,865,867-
869,1115

14,16 98

いまのしま 今ヶ（ノ）島 上村 上町 551～555,562～563,565,566 19 6

いまぼら 今洞 川路 1793-1931,1936-1944,1972ﾛ-1991 2 17

いまぼら 今洞 山本 久米 1071-1072,1074 27,28 133

いままき 今巻 千代 米川 1787-1796 31 49

いまみや 今宮 飯田 丸山
5505-5507,5719ﾉ2,6078ﾉ1-2,6078ﾉ5-
14,6078ﾉ17,6078ﾉ20-6078ﾑ,6207-6465

11,12 31

いまむら 今村 上郷 黒田 ７７０、９０６－９１５，９２１－９９５ 5 8

いまわり 居廻リ 上久堅 堂平 9338-9379 16 88

いまわり 居廻リ 千代 芋平 1681-1682,1684 18 45

いみぞ 井溝 伊賀良 上殿岡 ６０－６７ 6

いみなみ 井南 上久堅 原平 918-934 12 13

いむかい 井向 千代 米川 1164

いむら 井村 伊賀良 大瀬木 ３９１，３９５－４１５，６７９－７００ 75

いめのぼう 池ノ坊 三穂 立石 106-110 12 91

いめん 井免 三穂 下瀬 398-405 18 87

いめん 井免 三穂 立石 451-480 6,12 97

いめん 井免 竜丘 駄科 247-249,260-266,282,287,289-290,292 9 91

いめん 井面 竜丘 上川路 853-860 5 159

いめんだ 井免田 三穂 立石 447 12 97

いもくぼ 芋久保 山本 箱川 304,310-314 18 95

いもじ（し）ぼら イモジ（シ）洞 山本 箱川 528,537-539 17 100
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いもじぼら イモジ洞 山本 箱川 541-564,596-599 17 100

いもじぼら イモジボラ 下久堅 上虎岩 2139-2150,2151-2160,2172,2324 15,18 143

いもじぼら 芋地洞 山本 箱川 529-530,540,600-609,613-614,616-617 17 100

いもだいら 芋平 千代 芋平 1680 18 44

いやしき 居屋敷 山本 山本 2392-2394 21 25

いり 入 龍江 石林 8329-8330 15,22

いり 入 龍江 宮沢 8907-8913 20 89

いり 入 三穂 伊豆木 402-406 9 9

いり 入 山本 箱川 740-741 16 102

いり イリ 下久堅 上虎岩 1839-1848,1878-1887,2601-2602 20 140

いり イリ 下久堅 下虎岩 600-601,607-608,620-644 13 8

いり イリ 下久堅 知久平 194-195 3 88

いり 入り 千代 米峰 3978-3984､3986-3988 9 176

いり イリ 山本 箱川 819-821,833-835,842-843 16 102

いり イリ（いり） 山本 久米
2026-2028,2052,2057-2058,2060,2062，
2065-2066,2314

33 150

いりおおくぼ 入大久保 千代 法全寺 2844乙ｽ、2879-2902,2960ﾛ 25 71

いりおおじろ 入大白 南信濃 南和田 302 26 9

いりかいと 入垣外 千代 下村 905 4 101

いりきめん 入キメン 竜丘 上川路 110-112 12 147

いりくぼ 入久保 南信濃 南和田 282 28 9

いりのた 入ノタ 上久堅 越久保 2714-2723,2729,2838-2856 18 25

いりのた イリノタ 上久堅 越久保 2828

いりのた 入ノ田 座光寺 上野 3083,3085-3090,3095-3098 6 6

いりのとうげ 入ノ峠 下久堅 柿ノ沢 1129,3260-3267,1347 7 61

いりのとうげ 入ノ峠 龍江 今田 741-751 10,11 8

いりのとうげ 入ノ峠 三穂 伊豆木 410-426 9 9

いりのほら 入ノ洞 座光寺 上野 3084,3116 6 6

いりのむかい 入ノ向 上村 下栗 954

いりのや 入ノヤ 上久堅 越久保 2713､2722ﾛ､2744ﾛ

いりはしやま 入橋山 飯田 大平 8120ﾉ1-4

いりはしやま 入橋山 飯田 山 8120ﾉ7

いりひかげ 入ヒカゲ 龍江 宮沢 8917-8918

いりひがしにし 入東西 龍江 宮沢 8914

いりひなた イリ日向 下久堅 下虎岩 602-606 13 8

いりぼっき 入ホッキ 龍江 今田 586-597 10,11 4

いりまつじま 上松島 南信濃 和田 817ﾛ,817ﾊ 28 9

いりみちだいら 入道平 千代 法全寺 2783-2785,2787-2805 25 69

いりよう イリヤウ 下久堅 下虎岩 1060-1063  16

いわいど 岩井戸 南信濃 南和田 25 42 94

いわおの 岩小野 上村 程野 181,211 9 6

いわかけ 岩掛 山本 久米 2023,2317-2323 33 150

いわがけ 岩掛 山本 久米 2317-2323
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いわくら 岩倉 千代 下村 1119-1121 5 107

いわこば 岩コバ 千代 荻坪 469 16 14

いわこやま 岩子山 三穂 伊豆木 2227-2252 8 28

いわさき 岩崎 三穂 伊豆木 6051-6053ロ 　

いわさわ 岩澤 山本 山本 4214-4219 9 39

いわざわ 岩沢 上久堅 落倉 5969 21 51

いわした 岩下 伊賀良 下殿岡 １２４７－１２９１ 4

いわした 岩下 上郷 黒田 １４１５－１４１８、１４３３－１４３８、１４７１ 4 14

いわした イワシタ 竜丘 駄科 2111,2116-2117 114

いわした 岩下 千代 下村 1182,1195,1213,1537-1539 6 108

いわした 岩下 千代 米峰 4326-4327､4330-4331 12 181

いわした 岩下 山本 竹佐 1125-1128 21 85

いわした 岩下 山本 箱川 1316,1318,1320

いわした 岩下 竜丘 駄科 1886,1888-1889 7 114

いわじまえ 岩二前 千代 毛呂久保 2067

いわしみず 岩清水 松尾 新井 6835-5910 6,9 12

いわしろ 岩城 山本 久米 2083-2086

いわすやま 岩巣山 三穂 伊豆木 2226 　

いわつか 岩塚 鼎 上山 2099-2102 12 5

いわづか 岩塚 鼎 西鼎 658-669,914-937,954-965 11 5

いわなぎ 岩崩 龍江 石林 8644 22 83

いわのさわいりまで
なんぼくむきりょうひ
ら

岩ノ沢入迠
南北向両ヒラ

下久堅 下虎岩 342 23,13 5

いわのさわきたむき 岩ノ沢北向 下久堅 下虎岩 343-345 13 3

いわのさわひかげ 岩ノ沢日カゲ 下久堅 下虎岩 377-378,427 10 3

いわのさわひかげ 岩ノ沢日蔭 下久堅 下虎岩 423-426,428-430 10 3

いわのさわひなた 岩沢日向 下久堅 下虎岩 396-398 10

いわのさわひなた 岩ノ沢日向 下久堅 下虎岩 364,401-402,408-410,412-414,458 10 3

いわのたいら 岩ノ平 下久堅 南原 164,221-231 4 106

いわのつか 岩ノ塚 龍江 今田 7151

いわばた 岩畑 竜丘 長野原 642 17 79

いわばやし 岩林 千代 大郡 2887 19 147

いわまえ 岩前 下久堅 知久平 687 3 92

いわもと 岩本 川路 1951-1958 6 23

いわもと 岩本 三穂 立石 83-88 12 90

いわもと 岩本 竜丘 時又 490-496,530 14 59

いわやま 岩山 鼎 名古熊 1102 16 5

いわやま 岩山 下久堅 稲葉 1620 8,9 125

いわやま 岩山 龍江 今田 3849  

いわやま 岩山 南信濃 南和田 847

いわんさわ 岩ノ沢 下久堅 下虎岩
58,346-350,352-363,365,403-407,411,415-
422

10 3

いんきょだ 隠居田 千代 荻坪 548 16 16
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いんきょのまえ 隠居ノ前 千代 下村 1439

いんきょばた 隠居畑 飯田 羽場 896 8 18

いんきょばた 隠居畑 伊賀良 中村 １７５２－１７５３ ###

いんきょばた 隠居畑 千代 法全寺 3572

いんきょめん 隠居免 飯田 羽場 811-812ｲ､813-815､845-846､849 8 17

いんきょやしき 隠居屋敷 龍江 石林 8746

いんげ 院下 上郷 飯沼 ２６６０，２６６２－２６６５，２６７０－２６７３ 14 64

いんげぼら 院下洞 上郷 飯沼 ２６６６－２６６９、２８７６－２８７７、２８７２ 14 64

いんで いんで 山本 久米 631､652-654,657-662ｲ､663,665 31,32 126

いんでん イン田 龍江 今田 4546-4547 8 51

いんでん 隠田 上郷 別府
１４９９－１５２５，１５３１－１５３２，１５３６－１５
４１、１９３４－１９６９

16 98

いんでん いんでん 上郷 南条 ３６６５ 15 80

いんでん インデン 竜丘 駄科 55-71,73-74,76-96,378-382,384,386 9 84

いんでんはば ｲﾝﾃﾞﾝ羽場 竜丘 駄科 383-385 9

いんのじょう インノ城 下久堅 下虎岩 1872-1875 14 31

うえおおみち 上大道 下久堅 下虎岩 2755 2 43

うえかいと 上垣外 山本 箱川 806

うえがいと 上垣外 山本 久米 2117-2118,2123 151

うえくみだ 上組田 座光寺 共和 3926ﾉ3-3927 12 7

うえしみず 上シミズ 下久堅 下虎岩 1666-1667

うえだいら 上平 下久堅 下虎岩 835,1293-1296,1297 13 20

うえづか 上塚 上村 上町 887,888

うえにし 上西 三穂 立石 1087ロ-1096 6 96

うえの 上ノ 山本 山本 1961-1968､2029-2039,2044-2049 6 20

うえの 上野 座光寺 宮ノ前 2747-2750 10 7

うえの 上野 座光寺 上野
2778-2780,2790-2807ﾛ,2808-2809,2810-
2824ﾉ6,2807-2835,2837-2873,2883-2888

10,11 7

うえのいけ 上ノ池 千代 下村 544

うえのかいと 上ノ垣外 山本 箱川 791-792,904,909,914-915,930-933,988 16 104

うえのがいと 上野垣外 座光寺 上野 2784-2789 10 7

うえのくぼ 上ノ久保 上久堅 原平 1118-1129,1134 12 14

うえのじょう 上ノ城 松尾 上溝 2701 5 13

うえのたいら 上ノ平 下久堅 南原 885,913-914 5 115

うえのたいら 上ノ平 南信濃 和田 1191～1197,1200～1207 31 9

うえのだいら 上ノ平 上村 下栗 1250-1,2,ﾛ､ﾊ､　1251 23 6

うえのだん 上ノ段 山本 久米 2124ﾛ-2125

うえのはた 上ノ畑 飯田 羽場 867-875､880-885､891-894 8 17

うえのはた 上ノ畑 千代 野池 1270､1274 18

うえのはた 上ノ畑 南信濃 和田 88

うえのはら 上ノ原 伊賀良 三日市場
１２７０－１２８３，１２８８－１２９０，１２９３，１３０６－
１３１２ 37

うえのはら 上ノ原 上郷 黒田 ３２２３－３２３５、３２４４，３２７６－３２７７ 3 27

うえのはら 上ノ原 川路 10 37
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うえのはら 上ノ原 下久堅 柿ノ沢 788-789,772 7 57

うえのはら 上ノ原 山本 久米 546-557,559-560,623 31 124

うえのはら 上ノ原 山本 山本 5211-5215,5245-5253,6102-6104 10 45

うえのはら 上の原 伊賀良 中村
３５９－３６４，３７７－３７８，３９１，８５１，８１９
－８２１，８４８，８５０，８６８、９７３，１２２６－１
２２８

97

うえのはら 上ノ原 竜丘 桐林 2275-2288 2 139

うえのぼう 上ノ坊 下久堅 南原 1313-1316,1329-1352 4,6 120

うえのやま 上ノ山 南信濃 木澤 1477～1479 15,21 9

うえまつ 上松 千代 下村 1044-1046,1050-1053,1059-1062 5 106

うえまつ 上松 下久堅 稲葉 1431-1440,1443-1444 7 122

うえまつ 上松 下久堅 南原 1408-1413 7 122

うえまつもと 上松本 伊賀良 大瀬木 １５８４－１５８９ 81

うがえだ ウガエ田 川路 1027-1052 2 15

うきめだ 有木目田 千代 米峰 4027 9 177

うくりはた ウクリ畑 南信濃 木澤 1350～1352 13 10

うけじ 請井地 伊賀良 大瀬木
２８１９－２８２２，２８４７－２８７０，２８９７－２９
２４，３１３６－３２９０

86

うけじり ウケジリ 上村 下栗 998 31,32 6

うけほうだ 受法田 上郷 飯沼 １８０２－１８０７、１９７３ 15 52

うこんだ 右近田 竜丘 時又 918-941 14 55

うさぎ 兎 伊賀良 中村
８０－８２，８４－９２，９７，１０１，１０８，１１３－
１２４，１２７－１２９，１９３

91

うさぎくぼ ウサギクボ 下久堅 下虎岩 19191924 16 32

うさぎばた うさぎ畑 千代 大郡 3358-3359ｲ 10 163

うさぎばた 兎畑 千代 大郡 3355-3357 10 163

うさぎぼら 兎洞 川路 3697-3698 11 37

うしあらし 牛荒シ 鼎 名古熊 1181-1183 10 5

うしあらし 牛荒シ 龍江 大屋敷 9629-9631

うしがくぼ 牛ヶ久保 山本 山本
5714-5717,5722-5727､5750,5849-5865,6078-
6080

10 49

うしがねどこ 牛ケ寝所 三穂 立石 1186ロ-1190ロ 6 107

うしがほら 牛ヶ洞 三穂 伊豆木 5766-5806 71

うじがみ 氏神 鼎 上山
1732-1739,1748-1749,1751-1753,2711-
2714,2717-2721,2736-2739

8 5

うじがみのもと 氏神ノ元 山本 久米 1553,1555-1556 32 144

うしくさ 牛草 鼎 下山 798-801,814-832,1402-1406 12 6

うしくび 牛首 龍江 今田 7596-7723 5 64

うしくび 牛首 三穂 下瀬 294 21 84

うしくび 牛首 山本 山本 6395-6404,2726-2739 5,6 28

うしごろし 牛殺 山本 山本 5035-5166､5071-5189 7,9 44

うしころび 牛コロビ 上久堅 下平 7992-7995,7998、8005-8010 5 70

うしころび 牛ころび 三穂 伊豆木 5011-5020 4,10 62

うしなくぼ ウシナクボ 下久堅 下虎岩
575-576,578-580,584,587-588,596-599,2827-
2833

2,13 45

うしなくぼひかげ ウシナクボ日カゲ下久堅 下虎岩 581-582,591-592 13 8
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うしなくぼひなた ウシナクボ日向下久堅 下虎岩 583,586,594-595 13 8

うしみち 牛道 千代 毛呂窪 3675-3677 10 169

うしろ 後 千代 毛呂久保 2566､2636-2658,2770ﾛ 7 142

うしろ 後 千代 下村 1405,1490 3 116

うしろ ウシロ 飯田 羽場 1076

うしろ 後 下久堅 柿ノ沢 924-950,956-958,963-973,976-979 6,7 59

うしろ ウシロ 下久堅 柿ノ沢 994 7 59

うしろ ウシロ 下久堅 上虎岩 1554-1600,1606-1608 24

うしろがほら 後ｶ洞 千代 田力 98-116 16,19 3

うしろぐち 後口 山本 久米 673-682 31 127

うしろじょう 後城 千代 下村 1406 3 116

うしろだ 後田 伊賀良 上殿岡 ８３９－８４０ 23

うしろだ 後田 龍江 今田 4929-4930 12 54

うしろだ 後田 千代 芋平 1602-1607 18 43

うしろだ 後田 千代 大郡 2975,3552-3554 8 168

うしろてらだ 後寺田 千代 芋平 1595 17 42

うしろぬま 後沼 三穂 立石 89-95 12 91

うしろはた 後畑 千代 芋平 1667

うしろばた 後畑 千代 大郡 3560-3563 8 168

うしろひらうえ 後平 下久堅 小林 776-778 7 80

うしろひらうえ 後平上 下久堅 小林 775 7 80

うしろぼら 後洞 山本 箱川 1008-1013 14,16 107

うしろやま 後山 南信濃 南和田 1118～1121 36,37 10

うすい 臼井 伊賀良 中村
３３６２－３３７１，３３７４－３３７９，３３８１－３３
８９，３４１８，３４３２－３４４６

###

うすい 臼井 伊賀良 三日市場

９０３－９０５，１５４０－１５７８，１５８４－１５８７，１５
９１－１６０１，１６１８－１６３３，１６４３－１６４７，１６
５４－１６５９，１６７９，１６８７－１６９８，１７０２－１７
６１，１７６７－１７

39

うすい 臼井 竜丘 上川路 105-109,143-153,158-164,201 12 139

うすい 臼井 竜丘 桐林 2 147

うすい 臼井 竜丘 駄科 2472 2 139

うすいあぶらでん 臼井油田 竜丘 桐林 2383 3 140

うすいおおなぎぼ
ら

臼井大ﾅｷﾞ洞
竜丘

桐林 2364-2370 3
139

うすいおけぼら 臼井桶洞 竜丘 桐林 2327-2329 3 139

うすいかいばだいら 臼井飼葉平 竜丘 桐林 2397-2399 3 140

うすいざか 臼井坂 竜丘 駄科 2326-2327 7 112

うすいざか 臼井坂 竜丘 駄科 1632-1633 8 112

うすいさかした 碓井坂下 竜丘 駄科 2270-2271 112

うすいさかした 臼井坂下
竜丘

駄科 2325,2328-2329,2332-2333,2335-
2336,2343,2350,2350-2351,2391

7 112

うすいななまわり 臼井七廻り 竜丘 桐林 2379-2382,2384-2385 3 141

うすいばら 臼井原 竜丘 駄科 2480 2 112
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うすいばらさかし
た

臼井原坂下
竜丘

駄科 2349  112

うすいひかげ 臼井ﾋｶｹﾞ 竜丘 上川路 203-206,210-212 5 149

うすいほこらほら 臼井祠洞 竜丘 桐林 2410-2412 3 140

うすいぼら 臼井洞 竜丘 駄科 2484 2 112

うすいまつぼら 臼井松洞 竜丘 桐林 2350-2351 3 139

うすいまむしほら 臼井反鼻洞 竜丘 桐林 2400-2409 3 140

うすいやまのかみ 碓井山ﾉ神 竜丘 駄科 2690,2692

うすいやまのかみ 臼井山ノ神 竜丘 駄科 2691

うすばた 薄畑 上久堅 堂平 9351 16 87

うたいら ウ平 南信濃 和田 1662 20 10

うちおおなぎ 内大ナギ 伊賀良 北方 ２９１９－２９２０ 70

うちがいと 内垣外 山本 山本 5051-5059 9 44

うちがいと 内垣外 飯田 羽場 307-312 13 7

うちがいと 内垣外 山本 箱川 1046-1048ﾉ1

うちかわ 内川 松尾 明
8277-8281,8275-8292,8300-8393,8450-
8465,8503-8521

8

うちくぼ 打窪 千代 米峰 4183-4207､4209-4220,4228-4234 9 179

うちくぼじり 打窪尻 千代 米峰 4178-4182､4221-4227 12 179

うちこし 打越 三穂 下瀬 377-386 18 86

うちこし 打越 千代 下村 993-995,997,1002 5 104

うちこし 打越 三穂 伊豆木 5186-5225 11 65

うちだ 内田 飯田 羽場 601-602 8 13

うちだ 内田 上久堅 中宮 1849-1851 3 21

うちだ 内田 千代 大郡 2878ﾛ､2880ﾛ､2883ﾛ

うちぬま 内沼 竜丘 駄科 351-356,404-406 10 92

うちのせ 内ノ瀬 上村 下栗 1324 32 7

うちはぎ 内萩 上久堅 堂平 11751-11767 8 89

うちはら 内原 三穂 下瀬 334-371イ 20 85

うちみどう 内御堂 下久堅 知久平 769-779,781-784,787-796,865-884 3 94

うちやしき ｳﾁﾔｼｷ 竜丘 上川路 1000-1001 12 161

うちやま 内山 竜丘 桐林 988-1014 10 128

うづき 卯月 上久堅 小野 4815-4816 19,20 41

うつやま ウツ山 南信濃 南和田 819

うど うど 竜丘 時又 174-177 14 56

うど うど 三穂 伊豆木 5983-5990 ×

うど 鵜戸 竜丘 駄科 2662 14 57

うど 鵜戸 竜丘 長野原 722-730,817-830,837 14 57

うとう 欝陶 竜丘 時又 907-2 14 56

うとうとう ウトウトヲ 上村 程野 242-ﾊ､　19,20 9 7

うとうぼら ウトウ洞 上村 中郷 340-ﾊ

うとうぼら 欝陶洞 竜丘 時又 905-907,908-913 14 56

うとぼら ウトボラ 下久堅 上虎岩 2437-2449 18 146

うどほら うど洞 三穂 伊豆木 2334-2342 2 29
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うながし ウナガシ 伊賀良 中村
３１３０，３１５５－３１７３，３１８３－３１８４，３１９２，
３１９４ ###

うながし 促シ 龍江 安戸 7936-7942 14 68

うなぎさわ ウナギ沢 竜丘 上川路 592-600,602-608 5 155

うなきだ ウナキ田 上久堅 中宮 1588 13 14

うなきだ ウナキダ 上久堅 中宮 1484-1485､1644-1645,1657 13 14

うなぎた ウナギタ 上久堅 中宮 1486 13 14

うなぎだ ウナギ田 上郷 飯沼 １８１９ 15 52

うなぎだ ウナギ田 上久堅 中宮
1569-1597,1602-1638,1643､1646-1649､
1652-1656,1661

13 14

うなぎだ 鰻田 上久堅 上平 1571,1606,1640-1642,1650-1651 13 14

うなりいし ウナリ石 伊賀良 北方 １３８０－１３８２ 59

うなりいわ うなり岩 三穂 伊豆木 2159-2164 8 27

うなりだ ウナリ田 上久堅 蛇沼 6563-6571 10,11 58

うなりだ うなり田 上久堅 蛇沼 6542-6560 10,11 58

うばあし 乳母足 千代 大郡 2863 19 146

うばがいり 姥ヶ入 千代 米川 2316-2329 22,23 60

うばがざる 姥ヶ猿 下久堅 柿ノ沢 79,82-83,86-91 6 47

うばかふところ ウバカフトコロ 下久堅 下虎岩 1007-1008 11

うばがふところ 姥カフトコロ 山本 箱川 374,376-381,387-390 18 96

うばがふところ 姥ヶ懐 千代 米川 1816-1822,1824 21 50

うばがふところ 姥ｹふところ 山本 箱川 1071,1073-1078 14,16 96

うばがほところ 姥ケ懐 三穂 伊豆木 1181-1217 14 17

うばがほら 姥ヶ洞 伊賀良 三日市場 １４６７－１４９２，２０３８－２０４３ 38

うばかみ ウバカミ 上久堅 堂平 9256-9257 7 85

うばこせ うばこせ 上久堅 蛇沼 7316-7321 11,23 65

うばこぜ ウハコゼ 千代 米川 870-873 16,17 20

うばた ウバ田 龍江 宮沢 8859-8862 20,23 87

うばた 姥田 三穂 伊豆木 4835-4857 11 57

うばた 乳母田 山本 山本 957-960 22 9

うばた 姥母田 山本 山本 1338-1343 3,22 9

うばだ 姥田 三穂 伊豆木 5991-6048ロ 17 73

うばのふところ 乳母ノ懐 竜丘 長野原 692 17 80

うばばた 姥畑 千代 毛呂久保 2519-2521 7

うばはやし ウバ林 南信濃 和田 2

うばふところ ウハフトコロ 下久堅 下虎岩 2538-2543,2892-2894 2 40

うばふところ 姥懐 下久堅 知久平 563

うばふところ 姥懐 山本 山本 6369-6370 57

うばふところ 乳母懐 龍江 尾林 8507-8521 22 79

うばふところ 乳母懐 千代 大郡 2861-2862,3023 19 146

うばふところ 乳母懐 千代 下村 1793-1795 36 123

うばやしき 乳母屋敷 千代 米峰 3971 9 175

うばやすみ ウバヤスミ 南信濃 和田 3

うぶすなやま ウブスナ山 下久堅 柿ノ沢 1743 21
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うぶみざわ 産水沢 三穂 下瀬 42028 12

うぶみざわ 産水沢 上久堅 下平 1-55ﾛ 2 1

うまさか 馬坂 山本 久米 1232-1237,1242,1247-1251 135

うまざか 馬坂 上久堅 中宮 1830-1831

うますてば 馬捨場 千代 米川 1887-1892

うまだし 馬出 下久堅 知久平 90

うまだし 馬出シ 下久堅 知久平 980994 3 96

うまのせ 馬ノ瀬 南信濃 木澤 677 9 11

うまみち 馬道 上久堅 下平 7740-7750、8196-8197 3,4 68

うまみち 馬道 龍江 安戸 7954-7956 15 68

うまみち 馬道 千代 法全寺 2722-2732ﾛ 25 68

うめいり 埋入 山本 山本 4484-4518,6372-6374 9 41

うめがくぼ 梅ヶ久保 伊賀良 大瀬木 ２６０４，２６０９－２６１３ 85

うめがくぼ 梅ヶ久保 下久堅 南原 1424-1428 7 122

うめがくぼおおまき
梅ヶ久保大
牧

伊賀良 大瀬木 ２６０７－２６０８ 85

うめがだいら 梅ヶ平 山本 山本 6728-6735 1,5 63

うめがつぼ 梅ヶ坪 龍江 雲母 9163-9170 13 96

うめがほら 梅ヶ洞 山本 箱川 1410

うめがほら 梅ヶ洞 千代 米川 878-880 16,17 21

うめがほら 梅ヶ洞 三穂 伊豆木 2979ロ-3029イ 4,10 36

うめがほら 梅ヶ洞 山本 箱川 1199-1200,1226-1228,1410 12 113

うめきばた 梅木畑 上郷 別府 ６０８

うめくぼ 梅久保 上久堅 蛇沼 7114 11 61

うめくぼ 梅窪 上久堅 蛇沼 7115-7155ｲ 11 61

うめこうだ 梅香田 上郷 飯沼 ２２２６－２２２７ 15 57

うめた 梅田 三穂 立石 620-635 12 100

うめだ 梅田 上郷 飯沼 ２７０１－２７０２ 14 64

うめたいら 梅平 南信濃 八重河内
328～337ﾛ,338～343,349～422ﾛﾆ,423～
512

30,43 11

うめだいら 梅平 南信濃 和田 426～452

うめだいら 梅平 南信濃 八重河内 344～349 44,46 11

うめのき 梅ノ木 龍江 今田 1512-1515,4520-4544 6,11 15

うめのき 梅ノ木 千代 下村 678､679ﾛ､696-697 4 97

うめのき 梅の木 上久堅 平栗 6104

うめのきだ 梅ノ木田 山本 箱川 323-325,328-332,336,339,346 18 95

うめのくぼ 梅の久保 南信濃 木澤 1309～1319 12,13 11

うめのこし 梅ノ越 南信濃 南和田 1290 28 11

うめのた 梅ノ田 南信濃 木澤 691～692-1～3,18～25 7,14 11

うめまえだ 梅前田 下久堅 柿ノ沢 1507-1515 19 65

うめやしき 梅屋敷 鼎 上山 1975-1982 12 6

うら ウラ 下久堅 下虎岩 766-768,897 11 11

うら ウラ 龍江 雲母 9043 20 93

うら ウラ 竜丘 長野原 190,262,516 13 71
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うら ウラ 千代 荻坪 608 16

うら 裏 座光寺 宮ノ前 2650,2653-2654 8 7

うらきど 裏木戸 川路   

うらきど 浦木戸 竜丘 桐林 284-298,1749-1751 13 122

うらさわ 裏沢 三穂 伊豆木 4967-4991 11 60

うらばた 裏畑 飯田 山 7601-7604

うらぼら ウラ洞 下久堅 稲葉 1603-1604,1606-1609 8,9 125

うらやま 浦山 南信濃 南和田 821,825 41 11

うりかご 瓜籠 上郷 南条 ３７０５－３７０６ 15 81

うりがほら 瓜ヶ洞 龍江 雲母 9131 19 95

うりだ ウリダ 下久堅 南原 1160,1166-1167 4 118

うりはた 瓜畑 鼎 一色 571 9 6

うるしがくぼ 漆ヶ久保 千代 法全寺 3601 13 85

うるしがくぼ 漆ヶ窪 千代 野池 1306-1319 18,21 34

うるしがつぼ 漆ヶ坪 龍江 今田 3969-3979 4 44

うるしがほら ウルシガ洞 川路 2893-2904,2914-2915 6,7 30

うるしくぼ ウルシ久保 山本 竹佐 258 19 67

うるしくぼ うるし久保 山本 竹佐 457 19

うるしざわ ウルシ沢 座光寺 高岡 5108-5110,5112-5115,5124-5125,5139 11,12 8

うるしだ うるし田 三穂 伊豆木 6263-6273 16 75

うるしだ 漆田 上郷 飯沼 １４６２－１４８６ 14 47

うるしだ 漆田 伊賀良 上殿岡 ５７７－５８０ 16

うるしとりば 漆取塲 上村 下栗 1031 26 7

うるしばた 漆畑 飯田 飯田 591-594

うるしばた 漆畑 下久堅 竜江村 9418-9420

うるしばた 漆畑 千代 下村 1089-1091 5 107

うるしばた ウルシ畑 竜丘 駄科 2567-2571,2574-2580 17 78

うるしばた 漆畑 竜丘 駄科 2572-2573,2581 17 78

うるしばた 漆畑 竜丘 長野原 527-532  78

うるしぼら ウルシ洞 下久堅 小林 589,613 6 77

うるしぼら うるし洞 三穂 伊豆木 1780-1784イ 1,8 23

うろ ウロ 龍江 雲母 9026-9027 20 93

うわい 上井 川路 2 15

うわぎり 上切 川路 1968-1971 6 24

うわだいら 上平 上村 程野 111,129-2,ﾊ

うわだいら 上平 川路
3426-3434,3448-3551,3647-3677,3737-
3738

7 32

うわだいら 上平 飯田 大平 7614-7686

うわだいら 上平 飯田 大平 8061-8069

うわだいら 上平 上村 下栗 1250,1250-ﾆ

うわだいら 上平 下久堅 下虎岩 503-566 10 7

うんけん ウンケン 上久堅 越久保 3431-3437ｲ､3437ﾆ-3437ﾍ 16 30

えいふくじ 永福寺 上久堅 上平 2098-2099 13 22
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えげた エゲ田 千代 米川 883 17 22

えげはら エゲ原 竜丘 時又 1249-1250,1261-1271,1286-1320 12 145

えげはら 家下原 竜丘 時又 1248,1320-ﾛ 12 145

えだほら 枝洞 三穂 伊豆木 1176 14

えだほら 枝洞 山本 竹佐 472-474 18

えだぼら 枝洞 山本 箱川 233-238

えどまち 江戸町 飯田 飯田 236-258,260-264,273-295,309-314,328,33117 39

えどまちうら 江戸町裏 飯田 飯田 235

えどまちげきやしき
江戸町外記
屋敷

飯田 飯田 332,334 17 39

えどまちじり 江戸町尻 飯田 飯田 267,269,272,322 17 39

えのき ゑの木 龍江 尾林 8594-8595 15,21

えのきだ 榎田 龍江 今田 1537-1542 6 17

えのきだ 榎田 山本 竹佐 809-810 20,28 79

えのきだ 榎田 伊賀良 大瀬木 ２２９－２５５ 74

えのきだ 榎田 下久堅 小林 1-37,140-148,151-157 7 69

えのきだとうげ 榎田峠 千代 法全寺 2359-2360 23 61

えのきだにした 榎谷下 飯田 飯田 532,538,544,548-550 18 40

えのきつぼ 榎坪 山本 久米 565-567 31 124

えのきど 榎戸 上郷 黒田 １４５３－１４６１ 4 14

えのきど 榎戸 上郷 別府
１７４７、２０５１，２０９２，２０９６－２０９７，２０９９－
２１０３，２１３８－２１５０，２１７５、２１７８－２１９８ 11 99

えのきぼらみちした 榎洞道下 下久堅 小林 183 7 72

えのこ ゑのこ 三穂 下瀬 468 20 89

えのこぶち ゑのこぶち 三穂 下瀬 469ロ-473イ 　

えのころぶち エノコロ渕 川路 6133-6146 13 13

えのた 衛ノ田 千代 法全寺 2470,2473-2477,2481,2484 23 64

えのた 恵ノ田 千代 法全寺 2469 23 64

えのたざか 衛ノ田坂 千代 法全寺 2471-2472,2485 23 64

えのもと 榎本 鼎 切石 4013-4048,4068-4071 5 6

えびすだ ヱビス田 上久堅 堂平 7505

えびた 海老田 上郷 別府 ２１７６－２１７７ 11 100

えぼしいわ 烏帽子岩 龍江 石林 8701-8726 21 85

えぼしいわ 恵ぼし岩 千代 法全寺 3707 11 88

えぼしいわ ゑぼしいわ 上久堅 堂平 8531 5 73

えぼしいわ ヱボシ岩 上村 下栗 1303 23 7

えんしょう 円正 上郷 黒田 １２３９－１２４１ 9 12

えんづか 円塚 飯田 羽場 347ﾉﾛ

えんどうざか エンドウ坂 川路 3070-3118 6 32

えんのはな ゑんの花 山本 竹佐 507,511-516 29 72

えんぶしょした 演武所下 飯田 飯田 496-502 18 40

えんまご エンマ王 川路 931-961 2 14

えんろくやま 圓六山 山本 箱川 30 12,18 87

おいがね おいがね 川路   
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おいだいら 老平 千代 米川 1943-1944､1981-1982 21 52

おいだいらだ 老平田 千代 米川 1954-1956 21 52

おいだいらはた 老平畑 千代 米川 1984

おいのはやし 老ノ林 上村 中郷 482～485,488～490,494～499､501,502 17,18 14

おいのほら をいの洞 千代 法全寺 3718-3719 23 89

おうえ 尾上 下久堅 小林 217-220

おうぎだ 扇田 川路 511-521 2 23

おうぎだ 扇田 座光寺 南市場 3636-3639,3641-3646 11 8

おうぎだいら 扇平 上村 上町 518,534～536 19 8

おうぎだいら 扇平 南信濃 木澤 1166～1170 15 12

おうぎだいら 扇平 南信濃 南和田 281 26 12

おうぎだいら 扇平 竜丘 長野原 709-715,751-754 17 63

おうぎひら 扇平 山本 箱川 257,409 17 94

おうぎひら 扇平 竜丘 時又 116-120,131-140 17 63

おうぎひら 扇平 竜丘 駄科 2653 14 63

おうぎぼら 扇洞 山本 久米 1463-1464 32 140

おうぎまち 扇町 飯田 飯田 734-754,762ﾛ-783

おうぎや 扇屋 千代 大郡 3161ｲ 20 155

おうぎやま 扇山 三穂 伊豆木 5089 　

おうぎやま 扇山 山本 山本 6064､6108-6109,6111-6116 8,11 52

おうざき 王崎 上村 程野 13-ﾎ 4 7

おうちのき 樗ノ木 上久堅 蛇沼 7329ﾛ

おうばいいんうら 黄梅院裏 飯田 飯田 266

おうりょうじ 王龍寺 飯田 羽場 93-128 13,20 1

おおあらし 大阿らし 千代 米川 1766 30 49

おおあらし 大嵐 上村 程野 63-65 6 8

おおあらし 大嵐 山本 山本 6365-6366 5,7 56

おおい 大井 座光寺 原 1310-1319 1 8

おおいいげた 大井々桁 竜丘 駄科 1264

おおいうえ 大井上 龍江 尾科 9499 19 106

おおいぐち 大井口 上郷 黒田 ３４７２、３７６９－３７７１ 3 29

おおいし 大石 千代 毛呂久保 2637,2549-2553 7 141

おおいし 大石 千代 法全寺 3603-3604 13 85

おおいし 大石 松尾 新井 6101-6150 6 13

おおいぞい 大井添 竜丘 長野原 116,428-430,548 13 69

おおいだ 大井田 竜丘 長野原 173 13 69

おおいなば 大稲場 三穂 伊豆木 269-271 15 7

おおいなば 大稲場 三穂 伊豆木 786-788イ 14 7

おおいなば 大稲葉 山本 久米 180-183,195,197-200,170-173,201ｲ-201ﾆ 31 117

おおいなば 大稲葉 龍江 今田 459-481 6 5

おおいなば ヲヲイナバ 下久堅 上虎岩 1313-1333 17 138

おおいにし 大井西 竜丘 長野原 68  69

おおいにし 大井西 竜丘 長野原 174-176,183-184  69
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おおいにしぞい 大井西添 竜丘 駄科 2540 13

おおいば 大井場 上郷 黒田 １５９４－１５９９ 9 15

おおいばた 大井バタ 竜丘 駄科 1160-1162 68

おおいばた 大井端 竜丘 長野原 85-87,93,97,117,259,263-268,344 13 68

おおいり 大入 千代 大郡 3129ｲ

おおいり 大入 山本 久米 293-294,313-322,325-326,339-351 27,31 121

おおいり 大入 山本 箱川 968-969,972-973,976,978 14,15 107

おおいり オオイリ 下久堅 上虎岩 1862-1877 20 140

おおいり 大いり 山本 久米 2067-2078,2081-2082 33 150

おおいりきただに 大入北谷 山本 久米 282ﾛ､293ﾆ

おおいわ 大岩 竜丘 上川路 681-720 5 157

おおいわうなぎさわ 大岩ｳﾅｷﾞ沢
竜丘

上川路 601
5 7

おおいわした 大岩下 上郷 飯沼 ２６６１、５０９５－５１２６ 14 65

おおいわだいら 大岩平 上久堅 大鹿 8896-8900,8910-8916 5,22 79

おおいわだいら 大岩平 下久堅 柿ノ沢 1748-1750,1835-1844,1846 8 67

おおうえ 大上 川路 2709,2716-2732 6 29

おおうえ 大上 三穂 伊豆木 796-800 14 14

おおうしろ 大後 上久堅 下平 85-103 3 2

おおおさだ 大長田 千代 荻坪 247､248 19 9

おおおさだやま 大長田山 千代 荻坪 241,244-246 19 8

おおがいと 大垣外 伊賀良 三日市場 １２６２－１２６９，１３０５ 36

おおがいと 大垣外 川路 4201-4223 10 36

おおがいと 大垣外 千代 大郡 2902､2989,2991-2995 19 148

おおがいと 大垣外 千代 下村 1114-1118 5 107

おおがいと 大垣外 千代 法全寺 2495-2498 24 65

おおがいと 大垣外 三穂 立石 636-642 12 100

おおがいと 大垣外 山本 山本 4651-4656 10 43

おおがいと 大垣外 伊賀良 中村 ２００２－２００３，２００９，２０２７ ###

おおがいと 大垣外 上郷 飯沼
２３５４、２３７３－２３８２，２３８５－２３９３，２４０８－
２４１０、２４１６－２４２１ 10 59

おおかみ 大上 竜丘 桐林 1172-1215 8 129

おおかめがほら 大亀ヶ洞 伊賀良 中村 ３２４７－３２４８，３２５０ ###

おおかめばた ヲカメ畑 上村 下栗 937 31 8

おおからさわ 大カラサワ 南信濃 和田 1645ﾛ

おおからさわ 大カラ沢 南信濃 和田
2287～2295,2297,2299～2300,2302,2300,2305
ｲﾛ

33 12

おおからさわ 大カラ沢 南信濃 和田 2302～2303,2035ｲﾛ､2307 31 12

おおからさわ 大柄沢 南信濃 和田 2303ﾊ

おおからさわ 大川原沢 南信濃 和田 2286,　2296,2298,2301,2304､2306ｲﾛ

おおかわばた 大川端 飯田 大平 8103-8104,8106 21 37

おおかわばた 大川端 鼎 一色 330-332,335-337,344-362,383-391,554,6008 7

おおかわばた 大川端 鼎 名古熊 601-602,630-631,1309-1312,1329-1332 9 7

おおかわらさわ 大河原沢 南信濃 和田 2306ｲﾛ
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おおきつねぼら 大狐洞 伊賀良 三日市場 １９０９ 39

おおきもと 大木本 鼎 上山 2801-2805,2806,2816-2831 7 7

おおくち 大くち 上村 中郷 259-1,3,4,7,12,13,14,ｲ､ﾊ､ﾆ 10,15 9

おおくち 大口 座光寺 原 1335-1336,1341,1373 6 8

おおぐち 大口 座光寺 上野 3061-3063,3069 6 8

おおぐな 大ウナ 上村 中郷 259-5,6,11 10,15 9

おおくぼ 大久保 飯田 飯田 上2532-2546 14 48

おおくぼ 大久保 伊賀良 下殿岡 ５９８－６８１ 1

おおくぼ 大久保 上久堅 小野 4701-4738 19 41

おおくぼ 大久保 上村 中郷 253､255-19～21,,ﾁ､ﾇ､ﾙ､407 10,14 9

おおくぼ 大久保 下久堅 小林 1109

おおくぼ 大久保 千代 野池 1280-1282､1283ﾉ4,1484-1487 18 32

おおくぼ 大久保 千代 法全寺 2914-2929 25,26 72

おおくぼ 大久保 南信濃 木澤 1160～1165 15 12

おおくぼ 大久保 南信濃 南和田 76ﾛ～79

おおくぼ 大久保 南信濃 南和田 11,171,129 36 12

おおくぼ 大久保 南信濃 和田 1730, 1731, 1735 22 12

おおくぼ 大久保 南信濃 和田 873

おおくぼ 大久保 三穂 伊豆木 4936ロ-4948ト 11 59

おおくぼ 大久保 山本 久米 967-968,1020-1021,1077 27,28 132

おおくぼ 大久保 座光寺 原 1307-1308 2 8

おおくぼじり 大久保尻 上村 中郷 255-ﾄ､ﾘ 10 9

おおくぼまつがほ
ら

大久保松ヶ洞 千代 野池 1483 21,32 39

おおくま 大熊 鼎 名古熊 1380-1381 9 7

おおくま 大曲 鼎 名古熊 1364,1396-1399 9 7

おおくら ヲヲクラ 南信濃 木澤 303～305 3,6 13

おおくり 大栗 南信濃 和田 2209

おおぐりばた 大栗畑 南信濃 木澤 1344～1345､1349 12,13 10

おおくりやま 大栗山 南信濃 八重河内 1871

おおぐるみ 大久留見 山本 箱川 1107-1109,1131 12,14 110

おおぐるみ 大ぐるみ 山本 箱川 1117-1122 14 110

おおくろかわ 大黒川 上村 中郷 347 14 9

おおくろかわ 大黒川 上村 程野 330,331-2,　336-7,9,　344,345,347-357 13,14 43

おおくろざか 大黒坂 上村 中郷 397,398 14 10

おおこうや 大高野 竜丘 上川路 662-672 5 157

おおごや 大古（小）屋 上村 程野 236-1,3,4,5,6,7,9,12,13,ﾀ､ﾈ､ﾚ､　237 11,15 10

おおごや 大古ヤ 下久堅 南原 808,889-890,892-912,1947,1909 5 114

おおごや 大古屋 下久堅 南原 1373-1376 7 114

おおこやじり 大古屋尻 上村 程野 241-ﾊ､ﾍ 10 10

おおさか 大坂 上村 上町 581 21 10

おおさき オオサキ 下久堅 上虎岩 2450-2453,2518 18 146

おおざくら 大桜 千代 芋平 1627-1628 18 40

おおざくら 大桜 千代 野池 1509-1515 18 40
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おおざくら 大桜 山本 久米 1425-1427 28,32 138

おおさらだ 大さら田 上久堅 平栗 6291-6292,6294-6295 10 55

おおさらだ 大皿田 上久堅 蛇沼 7162 11 62

おおさわ 大沢 南信濃 木澤
854,858,859,862～864,866～870,886～
890,895～904,906～920,922,924～938､941
～944

12 13

おおさわ 大澤 南信濃 木澤 840､860,861,865,870､905､921,923

おおさわがいと 大沢垣外 上郷 別府 １７１４－１７１６ 16 99

おおさんかくだ 大三角田 上郷 別府 ３２８ 16,17 86

おおしか 大鹿 上村 中郷 294-1

おおじか 大鹿 山本 箱川 783 16 103

おおじくて 大ジクテ 山本 久米 1447-1449 32 139

おおじくて 大熟手 三穂 伊豆木 2343-2344 2 29

おおじくての 大ジクテノ 山本 山本 6573-6576

おおした 大下 上郷 飯沼 ２３２０－２３２１ 10 59

おおした 大下 上郷 黒田 １７９８－１８１１、１８１６ 8 17

おおじばた 大字畑 上郷 飯沼 ２７８９－２７９０ 13 65

おおしばはら 大芝原 上久堅 堂平 11768 8 90

おおしばはら 大芝原 千代 米川 2065-2068

おおしばら 大シバラ 上久堅 下平 7976 2,5 69

おおしばら 大芝羅 上久堅 下平 7977-7978ﾉ2 5 69

おおしま 大シマ 南信濃 和田
1816,1819，1849，1865，1868，1869，1877，
1882，1884～1887，1889，1892,1899ﾛ,1931～
1937,1945

21,22 13

おおしま 大しま 南信濃 和田

1792～1809,1811,1813,1814,1818,1820～
1848,1850～1858,1860～1864,1866～1867
ﾆ,1870～
1876,1878,1880,1881,1883,1910,1911,1942
ﾛ,1943,1960～1965,1968～1982,2003～2005

20,22 13

おおしま 大島 上郷 黒田 ３８４２

おおしま 大島 上村 程野 8

おおしま 大島 川路 127-220 1 2

おおしま 大島 南信濃 和田
1785～1787,1789～
1791,1810,1812,1815,1817,1894,1895

おおしま 大嶋 南信濃 和田
1817,1859，1891，1896～1909，1912～
1930，1938～1942ｲ，1944，1946～1959，
1966，1967

21,22 13

おおしま 大嶌 鼎 上山 1923-1926 12 7

おおしま 大嶌 南信濃 和田 1817ﾛ，1854ﾛﾆ，1879，1888，1890,1893

おおしま 大シマ 竜丘 駄科 724 100

おおしま 大島 竜丘 駄科 717-718,721-723 16 100

おおしま 大嶌 竜丘 駄科 719-720,724,727 16 100

おおしまがわ 大島川 座光寺 河原 5889-5890 14 8

おおしまがわ 大島川 座光寺 高岡 4792-4794,4797 10 8

おおしまがわ 大島川 座光寺 上野 3369,3410ｲ 10 8

おおしまど 大島渡 座光寺 高岡 4901 14 9
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おおしまにし 大しま西 南信濃 和田 1983～1986､1998～2002 21 14

おおしまにし 大嶋西 南信濃 和田 1997 21 14

おおしまや 大島屋 千代 下村 1514-1520 6 118

おおしょうじ 大正寺 三穂 下瀬 262-269イ 20,21 83

おおじろ 大白 南信濃 南和田 303 26 9

おおす 大須 山本 箱川 282 18 94

おおずい 大ズイ 上村 中郷 366 14 11

おおずいもん 大水門 上郷 飯沼

７､19-20,２９－３０，35-36,48-49,60-61,63,66-
6７ﾉ1,69-70,72-73,75,78-79,81-82ﾉ２，８４－８
５，８７－８８，９０－９１，９３，９６，１０７，１０
９，１１２－１１３，１０８、１１８－１２２

19 33

おおずいもんうち 大水門内 上郷 飯沼 ３１３－３２５，３２８－３２９，３３１－３３６

おおずいもんぐち 大水門口 上郷 飯沼 ８－１０、１６，５７－５８，３２６－３２７，３３０19 33

おおずいもんどお
りみちした

大水門通り
道下

上郷 飯沼
１３６－１３７，１４２－１４３，１４５－１４６，１４８－１
４９，１５１－１５３，１５５－１５６、２７８１－２７８２ 19 34

おおすいもんなか 大水門中 上郷 飯沼 ３４０－３４７ 19 34

おおずいもんみ
ちした

大水門道下 上郷 飯沼 １２５，１２７－１２８ 19 34

おおすぎ 大杉 上村 程野 232 9 11

おおすな 大砂 千代 下村 1113 5 107

おおすなば 大砂場 川路 2829-2844 7 27

おおすみ 大隅 竜丘 時又 473

おおぜまき 大畝蒔 伊賀良 上殿岡 ８０－８１ 7

おおせまち 大瀬町 伊賀良 北方 １４ 41

おおせまち 大畝町 飯田 羽場 433-435､616 8 10

おおせまち 大畝町 上郷 別府 ５７６

おおせまち 大畝甼 竜丘 駄科 1317

おおぜり 大ゼリ 南信濃 南和田 330 38,41 14

おおた 太田 上郷 別府 ５９９ 17 87

おおた 太田 山本 山本 3618-3623 20 35

おおた 大田 伊賀良 三日市場 ２４６－２４８ 29

おおた 大田 上郷 別府 ３６３、７７２ 16,21 87

おおた 大田 上郷 別府 ７７２ 16 87

おおた 大田 龍江 今田 7041-7076 4 63

おおた 大田 山本 山本 1028-1038 21 10

おおだいら 大平 上村 上町 826 20 12

おおだいら 大平 上村 程野
9-1,3,13,16,　10-1～３，10,12～15,22,23,ﾊ､ﾙ、　11-
1,8～10,ﾛ、　12-1､2,13､　13-1～3,ﾊ､ﾍ､チ～ﾖ､　14-
4,5,ﾛ～ﾆ､　16-ﾛ

4,7 12

おおだいら 大平 下久堅 柿ノ沢 483 18 51

おおだいら 大平 龍江 今田 686-693,7452-7591 11,4 7

おおだいら 大平 千代 下村 1738-1747,1792ﾛ 36 122

おおだいら 大平 山本 山本 6170-6184 7 54

おおだいら 大平 山本 山本 6738

おおだいら 大平 下久堅 上虎岩 1078-1079,1085-1086,1850-1852 17 134
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おおだいら 大平 千代 米川 1832-1833,1835,1837､1845 21 51

おおたおおなわば 太田大縄場 上郷 別府 ５８７ 17 88

おおたした 大田下 下久堅 下虎岩 774  

おおだて 大ダテ 上村 程野 155 9 12

おおたに 大谷 上久堅 下平 8230-8246,8248-8292 4 72

おおちょうぼら 大丁洞 竜丘 駄科 72,75 9 90

おおつか 大塚 飯田 羽場 348-352 8 8

おおつか 大塚 伊賀良 中村
７６－１７８，２０６－２１０，２１２－２１７，２１９－２２
４，２２６ 94

おおつか 大塚 鼎 下山 1580-1593,1595,1621ﾛ 12 7

おおつか 大塚 山本 竹佐 629-631,704-709 20 75

おおつか 大塚 座光寺 上野 3500 11 9

おおつか 大塚 竜丘 桐林 2023-2031 11 137

おおつかした 大塚下 鼎 下山 1577-1579 12 7

おおつぼ 大坪 伊賀良 上殿岡 ７１７－７２０，７２６－７２７，７２９－７３１，７３５ 19

おおつぼ 大坪 伊賀良 北方
２７６－２８７，２８９－２９７，３７８－３８４，３８６，４３
７－４３８ 43

おおつぼ 大坪 鼎 一色
286-288,291-298,300-304,308-313,317-
321,341

8 8

おおつぼ 大坪 三穂 伊豆木 6501ハ 11

おおつぼあと 大坪後 伊賀良 上殿岡 ７１７－２ 19

おおつるね 大ツルネ 伊賀良 中村 ３４１７，３４２２－３４３０ ###

おおてばた 大手畑 上郷 飯沼 ２９７６－２９８２，３００１－３０１０ 9 104

おおてばた 大手畑 上郷 黒田 １６２９－１６３５ 9 16

おおてばた 大手畑 上郷 黒田 ５４６５－５４８３ 9 104

おおてまち 追手町 飯田 飯田
680-684,689-692,695,697,707,710-
712,714-716,718

おおてみちうえ 大手道上 上郷 飯沼 ３０３０ 10 60

おおてみちした 大手道下 上郷 飯沼 ３０３１ 10 60

おおてよこみちした 大手横道下 上郷 飯沼 ２３８４ 10 60

おおとい 大樋 上久堅 原平 687,714,784-785

おおとちやま 大栃山 南信濃 南和田 74

おおとちやま 大栃山 南信濃 南和田 855 39 15

おおとちやま 大栃山 南信濃 南和田 280 28 15

おおとや 大鳥ヤ 千代 下村 1302-1312､1375 6 112

おおなか 大中 上村 下栗 1330-1331 25 12

おおなかお 大中尾 下久堅 下虎岩 98-126 12 2

おおなぎ 大奈木 伊賀良 中村 ３３７２ ###

おおなぎ 大ナギ 飯田 羽場 2023-2028 5 28

おおなぎ 大ナギ 伊賀良 北方 ２９２６－２９５１，２９５３－２９５４，３２４６ 70

おおなぎ 大ナギ 伊賀良 中村 ３３９０ ###

おおなぎ 大ナギ 南信濃 和田 1750 22,24 15

おおなぎ 大ナギ 竜丘 駄科 2213

おおなし 大ナシ 山本 箱川 1081-1082,1091,1093-1097,1101-1104 14 110
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おおなわばなか
じま

大縄場中島 上郷 飯沼 ５３、８０，８３，９９、１１４，１２３ 19 33

おおなわばのうちなかじま
大縄場の内
中島

上郷 飯沼
５９，６２，６５，６８，７１，７４，７７、８６，８９，９２，９
５，１０２，１０５、１０８，１１７，１２９－１３５，１４７，１
２６，１４４，１５４，１１１，１３８－１３９，１５０

19 33

おおなわばむこうじま 大縄場向島 上郷 飯沼 １－６、１５，１８，２５，２８，３４，３７－３８，４１，４２，４５，５０19 33

おおにし 大西 飯田 東野 4815-4831 12 53

おおにし 大西 上村 上町 815 22 12

おおにし 大西 南信濃 南和田 1121ﾛ

おおにし 大西 三穂 立石 1078 　

おおにわ 大庭 三穂 伊豆木 3482-3521 16 41

おおぬま 大沼 伊賀良 上殿岡 １－６，１０１－１２４，１５２－１６３ 4

おおぬま 大沼 伊賀良 下殿岡 １５９１－１６１８ 4

おおぬま 大沼 伊賀良 中村

２７４６，２７５７－２７６１，２７６３－２７６７，２７
６９－２７７２，２７７５－２７７７，２７８０－２７９
６，２７９９－２８２５，２８３８－２８４２，２８４６－
２８５１，２９２９－２９３６

###

おおぬま 大沼 伊賀良 三日市場 ９０－９３，９６－１０４ 26

おおぬま 大沼 三穂 伊豆木 4011-4066 16 47

おおぬま 大沼 山本 竹佐 1142,1147-1148 21 86

おおぬまひら 大沼平 伊賀良 中村 ２８５７－２８６５ ###

おおぬまふちだ 大沼淵田 伊賀良 中村 ２７９８ ###

おおの 大ノ 南信濃 南和田 799，803～804 41 15

おおの 大ノ 南信濃 南和田 789～793 40 15

おおの 大野 上村 下栗
901-908,911-918,920-ﾆ,921,922-ﾛ～936､
945-951,955-957,971-978,986～
997,1009-1014,1019-1021

30,33 13

おおの 大野 川路
4583-4589,4592-4618,4625-4646,4688-
4755,4759-4767

10 40

おおの 大野 千代 大郡
3360､3369,3373-3385,3387-3414,3418-
3420，3431-3435，3515-3517

10 163

おおの 大野 南信濃 南和田 805 41 15

おおの 大野 南信濃 南和田 781ｲ～788 40 15

おおのがいと 大ノ垣外 川路 4619-4624 10 40

おおのした 大野下 川路 4756-4758 40

おおのま 大ノマ 下久堅 上虎岩 1067-1077,1080-1084 17 134

おおのみね 大野峯 上村 下栗 920-7 29,30 13

おおはし 大橋 上郷 飯沼 １３６４－１３６６ 13 46

おおはし 大橋 上郷 飯沼 ２７９４－２７９９ 13 65

おおはし 大橋 座光寺 共和 4111-4113 8 9

おおはし 大橋 座光寺 上野 3367-3368 10 9

おおはた 大畑 伊賀良 大瀬木 １９３４－１９６０ 83

おおはた 大畑 上郷 黒田 ５３７３－５３８８ 9 104

おおはた 大畑 川路 4547-4563,4647-4687 10 40

おおはた 大畑 千代 芋平 1678 18 44

おおはた 大畑 千代 法全寺 3674-3676 11 87
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おおはた 大畑 三穂 伊豆木 2295ハ-2322イ 2,8 28

おおはた 大畑 山本 久米 1885-1891,2168 32 147

おおはた 大畑 山本 竹佐 242 19 66

おおはた 大畑 山本 山本 2919-2921 6 30

おおはた 大畑 竜丘 上川路 508-588 4 155

おおばた 大畑 三穂 伊豆木 390-401 9 9

おおばた 大畑 三穂 立石 514-517ロ 12 98

おおばた 大畑 伊賀良 中村 ３２６８－３３０５，３３２５－３３３６ ###

おおはたさわ 大畑沢 川路 10 10

おおばたじり 大畑尻 伊賀良 中村 ３４１９－３４２１ ###

おおばたたなり 大畑田成 伊賀良 中村 １３１ 92

おおはたどて 大畑土手 山本 久米 1844 32 147

おおばたびら 大畑平 伊賀良 中村 ３３１４－３３１８ ###

おおばたやま 大畑山 川路 4224-4234,4247-4250,5545-5562 10

おおはつ 大ハツ 上村 下栗 1026 26,28 13

おおはっけ 大ハッケ 南信濃 和田 1733 22 15

おおはぶち 大葉淵 上村 程野 14-1,3,6～8､ﾍ 4 13

おおはまや 大浜屋 千代 大郡 3098 19 153

おおばやし 大林 上郷 黒田 ３３１９－３３２４、３４３４ 3 28

おおばやし 大林 南信濃 和田 1712～1715ﾛ 21,22 16

おおばやし 大林 伊賀良 中村 ３２２２，３２２５，３２３６－３２４６ ###

おおばやし 大林 千代 毛呂久保 2364-2365,2367-2368 9 137

おおばやし 大林 三穂 下瀬 271-272イ 　

おおばやし 大林 山本 山本 6727

おおはら 大原 伊賀良 北方
２９２０－２９２２，３２５０－３２６８，３３３７－３３
４２，３４４２－３４６２

71

おおはら 大原 伊賀良 下殿岡 ３７７－５１２ 1

おおはら 大原 伊賀良 三日市場
１９３３－１９３９，１９４６－１８７４，１９８１－２０
１４，２０２１－２０３７，２０４４－２０７９，２０８６
－２１２１

40

おおはら 大原 上久堅 堂平 9144

おおはらじり 大原尻 伊賀良 北方 ３３３２－３３３８，３３４３ 71

おおひがいと 大鞁垣外 上郷 飯沼
２５７５－２５７９，２６０８－２６１０、２９３２－２９
３４、５３３４－５３３７

14 63

おおひかげ 大日（ヒ）カゲ 上村 中郷 491,492 17 14

おおひかげ 大日蔭 千代 法全寺 3711-3712,3717,3720-3722 11,23 88

おおひかげ 大日影 飯田 山 7460ﾛ

おおひかげ 大日影 上村 上町 533 16,19 14

おおひがし 大東 下久堅 柿ノ沢 468-469,471-482 18 50

おおひがし 大東 千代 大郡 3200-3209,3211-3212,3225-3030 20 159

おおひがしうえの
きりふたつあい

大東上ノ切
二ツ合

下久堅 柿ノ沢 448-450 18 50

おおひがししたのきり 大東下ノ切 下久堅 柿ノ沢 432-433 18  
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おおひがししたの
きりふたつあい

大東下ノ切
二ツ合

下久堅 柿ノ沢 427-428  

おおひなた 大日向 千代 米川 1768-1772 29,30 49

おおひのきぼらいした大樋洞井下 下久堅 南原 619-620 8 113

おおひら 大ヒラ 下久堅 下虎岩 1752-1758 14 30

おおひら 大ひら 鼎 名古熊 1007

おおひら 大平 伊賀良 三日市場
７８８－７８９，８０１－８３４，８４０－８６６，８７２－８
９８，９０２ 31

おおひら 大平 三穂 立石 1140ロ-1146 106

おおひら 大平 山本 箱川 742-743,745,817-818 16,17 103

おおひら 大平 山本 箱川 846-847,850,856-861,863-864,1237

おおひら 大牧 千代 毛呂久保 2245-2246､2256-2269,2277ﾛ､2338-2345 9 136

おおひら 大牧？ 千代 毛呂窪 3700-3705 10 169

おおひら オホヒラ 下久堅 上虎岩 1900-1907 20 140

おおひら 大平 竜丘 上川路 142,154-157,165-167 12 119

おおひら 大平 竜丘 駄科 2487,2490-2492 8 119

おおびら 大平 上久堅 大鹿 8764-8766,9132-9143 6 77

おおびら 大平 上久堅 堂平 11905 7 90

おおびら 大平 下久堅 下虎岩 1794-1801 14 30

おおびら 大平 南信濃 南和田 313 26 16

おおびら 大平 三穂 伊豆木 1020-1074 14 15

おおびら 大ビラ 千代 野池 1472､1474-1476 32 38

おおびら 大ビラ 千代 法全寺 2961-2963

おおひらきたむき 大平北向 下久堅 下虎岩 593 13

おおひらさわ 大平サハ 南信濃 和田 1738 22 16

おおひらした 大ひら下 鼎 名古熊 1004

おおひらひなた 大ヒラ日向 下久堅 下虎岩 572,574 13 7

おおひらまただ 大平又田 三穂 伊豆木 6101-6107 17 74

おおびらみちうえ 大ビラ道上 千代 野池 1473 32 38

おおひらむかい 大牧向 千代 毛呂久保 2354-2255 9 136

おおひらやま 大平山 川路 4394 11 42

おおぼつ 大ボツ 上村 下栗 1034 26,28 14

おおほった 大ホッタ 上久堅 小野 5178,5260,5268,5275,5277-5281,5283 20 44

おおぼら 大洞 上郷 黒田 ５００８－５０２３ 13 103

おおぼら 大洞 上久堅 越久保 3259-3313 16 28

おおぼら 大洞 上久堅 堂平 11685-11705 9 89

おおぼら 大洞 川路 2974-3000 7,8 30

おおぼら 大洞 下久堅 柿ノ沢 1745 21

おおぼら 大洞 下久堅 下虎岩 1373-1376 13 22

おおぼら 大洞 千代 下村 1261-1264､1267,1270,1317,1321 3 112

おおぼら 大洞 山本 箱川
1161,1163-1164,1167-1172,1223,1230-
1237,1239-1250

12,13 112

おおぼら 大洞 山本 山本 5740-5749 10 50
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おおぼら 大ﾎﾞﾗ 下久堅 下虎岩 1371-1372

おおぼら 大洞 伊賀良 中村
１４５１，１４５４，１４６８，１４７１，１４７４，１４７６，１
４８０－１４８１ ###

おおぼら 大洞 座光寺 唐澤 2277-2280 5,8 9

おおぼらうえ 大洞上 龍江 尾科 9526-9532 24 107

おおほらぐち 大洞口 三穂 伊豆木 5817 16 72

おおぼらざわ 大洞沢 伊賀良 中村
１３７９－１３８０，１３９８－１４００，１４２８，１４
３５－１４３６，１５０６－１５０７

###

おおほりた 大堀田 上久堅 小野
5261-5265,5267,5269-
5274,5276,5282,5289-5295,5296

8,20 44

おおまえ 大前 上郷 飯沼 ２３２４－２３２６ 15 59

おおまき 大牧 川路 1439-1440 4 21

おおまき 大牧 千代 米峰 3806-3810 10 172

おおまち 大町 南信濃 南和田
850ﾛ，870ﾛ，928～931，932ﾛ，940～943，
949ﾛ，955ﾛ～958，960ﾛ～963

40,41 16

おおまどめ 大馬留 山本 山本 6459-6461

おおまるやま 大丸山 三穂 伊豆木 1375-1396 7 18

おおまわり 大廻り 山本 山本 4534-4535,6371 9 42

おおみずだ 大水田 上久堅 小野 5520-5531 7,8 47

おおみぞぐち 大水口 伊賀良 上殿岡 ７７－７９ 7

おおみぞぐち 大水口 伊賀良 北方
１０４９－１０５５，１１１１－１１１３，１１９７，１２４０－
１２４３ 51

おおみち 大道 下久堅 上虎岩 2423,2425-2428 18 145

おおみちうえ 大道上 南信濃 木澤 1327～1329 13 17

おおみちうえ 大道上 南信濃 和田 2253～2256 20 17

おおみちうえ 大道上 南信濃 和田 190 18,20 17

おおみちした 大道下 伊賀良 中村
３３，３７－３９，４１，４６－５５，５８，１９１－１９
２，２００，２３２，２３５

90

おおみちした 大道下 南信濃 和田 1655～1659ｲ,1660～1661 20 17

おおみちした 大道下 南信濃 和田 1028ﾛ 20 17

おおみちした 大道下 千代 田力 30,33 14 2

おおみちした 大道下 竜丘 駄科 560,566-567

おおみちばたお
おちょうぼら

大道端大丁
洞 竜丘

駄科 52

おおみどう 大御堂 山本 山本 2786-2813,2824-2834､2837-2862 6 29

おおみなみ 大南 上郷 飯沼 ２２８５－２２９０ 10 58

おおみなみだいら 大南平 上郷 飯沼 ３０８１－３０８５，３０９１－３０９５ 10 69

おおみね 大峰 千代 荻坪 511-532,549-554,590-594,561-567 16,19 16

おおみね 大峰 三穂 伊豆木 2345 　

おおみね 大峰 山本 箱川 393-395,400 18 96

おおみね 大峯 南信濃 木澤 1158～1159 15 17

おおみねくろいわ 大峰黒岩 三穂 伊豆木 2929-2968 3,9 36

おおみねとうげ 大峰峠 山本 箱川 ４０３ 17,18 96

おおみや 大宮 龍江 今田 3459 3 36

おおみやだ 大宮田 座光寺 南市場 3640,3685-3691 8 9

おおむかい 大向 千代 大郡 3271-3272 20 161



47

おおむぎだ 大麦田 山本 山本 2279-2288 21 24

おおもちひらやま 大持平山 南信濃 南和田 862 39 17

おおもり 大森 千代 大郡 3274-3276 20 161

おおもり 大森 山本 山本 6722 2223 62

おおや 大屋 千代 大郡 3042-3049 19 157

おおやぐら 大屋倉 千代 毛呂久保
2517ｲ,2542ﾛ､2543ﾛ-2544,2562ｲ､2563-
2565,2567-2571,2574-2586，2589，2593-
2635

6,7 141

おおやぐら 大屋倉 千代 下村 307-342,1930,28,628-636,639-644,646-6474,7 92

おおやしき 大屋敷 南信濃 和田 2330 31,32 18

おおやなぎ 大桺 南信濃 和田 2541～2545,2547,2557 28 18

おおやま 大山 上久堅 原平 1502 13 18

おおやま 大山 千代 野池 1342 21 35

おおやまぐち 大山口 下久堅 柿ノ沢 1833

おおやまずみしゃ 大山住社 千代 毛呂久保 2118 7

おおやまずみひがし 大山住東 千代 毛呂久保 2119

おおやまづか お山塚 山本 久米 196,211-216,222-228 31 119

おおゆわざわ 大岩沢 南信濃 八重河内 1457ﾛ,1458

おおよけ 大ヨケ 南信濃 木澤 1178～1179 15 18

おおよけさわ 大除澤 南信濃 南和田 880

おおよこちょう 大横町 飯田 飯田 1180-1200,1259-1269,1332-1335

おおよせ 大寄 龍江 今田 3320 35

おおれんえ 大レンエ 南信濃 南和田 1150

おおわたり 大渡り 上村 中郷 255-1,2,6～14,18,35,36,42～52,54,55、ﾎ､ﾄ､ﾇ10 14

おかあだ 岡和田 南信濃 南和田 266～268,　272 28 18

おかざわ 岡澤 南信濃 南和田 1291～1292 27,28 19

おかだ 岡田 伊賀良 中村
２６１４－－、２６１９，２６５６－２６６０，２６８６
－２６８８

###

おかだ 岡田 山本 久米 842-844 32 129

おかだとうげ 岡田峠 上久堅 堂平 9231 17 85

おかだはたたなり 岡田畑田成 伊賀良 中村 ２６２５－２６２７ 95

おかま ヲカマ 上久堅 下平 7825-7831,7833-7836,7865-7870 3 68

おかみ 岡見 上郷 別府 ２５－４４、４６，５９，６１－６２ 16 83

おかみ おかみ 龍江 石林 8266-8267

おかみ おかみ 三穂 伊豆木 3206-3223 9,10 39

おかみ ヲカミ 竜丘 上川路 113-130 12 147

おがみ 御神 上久堅 蛇沼 68,316,841

おかもと 岡本 山本 竹佐 334-335 20 69

おがもと 尾賀本 山本 竹佐 582,572-580 20 74

おがわさわ 小川沢 上村 上町 892

おがわさわ 小川沢 山本 山本 6329

おがわじとうげ 小川路峠 上村 上町 893-1,2,ﾛ､ﾊ

おき 沖 伊賀良 大瀬木 ３６２６－３６８１ 88

おき 沖 伊賀良 北方 ６５０－６７２，６７４，６８４－７０４ 49
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おき 沖 伊賀良 三日市場 １１９－１２６ 27

おき 沖 下久堅 知久平 969-979 3 96

おき 沖 龍江 今田 4507-4516 8 50

おき 沖 竜丘 長野原 478 13 76

おきい オキ井 竜丘 長野原 498-504 13 76

おきがぼら 起ヶ洞 下久堅 柿ノ沢 542-552,559,562-564 19 52

おきがぼらなか
のきり

起ヶ洞中ノ切 下久堅 柿ノ沢 560-561 19 52

おきがぼらひかげ 起ヶ洞日影 下久堅 柿ノ沢 553 19 52

おきがぼらひなた 起ヶ洞日向 下久堅 柿ノ沢 531 19 52

おきじま 沖島 松尾 明 7707-8100,8528-8540 8,13 8

おきた 沖田 伊賀良 三日市場 １０８－１１０，１１２－１１５ 26

おぎのたいら 荻ノ平 上村 中郷 340-8,ﾙ 13 14

おきのはら 沖ノ原 竜丘 駄科 523  76

おきみょう 沖明 伊賀良 北方 ９０６－９１２，１０２３－１０２４，１０４２－１０４８ 50

おきょうやま 御経山 下久堅 南原 948-957 4 108

おくで 奥出 伊賀良 三日市場 １２３０ 36

おくで 奥出 鼎 切石 5006-5009 3 8

おくで おくで 川路 18-20,57-79 1 8

おくで 奥出 山本 山本 5273-5275

おくで ヲクテ 鼎 切石 5112-5113 3 8

おくのしま ヲクノ島 上村 中郷 400 13 15

おくのそら 奥ノ空 上村 程野 138-1～5,ﾍ､ﾄ､ﾁ､ヌ､ｹ 6 15

おくはら 奥原 三穂 下瀬 298ロ-310ホ 20,21 85

おぐら 小倉 伊賀良 北方 ２１４３－２１４４，２１４６－２１５１ 68

おぐらだ 小倉田 上久堅 堂平 9367-9368

おぐらだ 小倉田 上郷 別府 ５８１－５８３ 17 89

おぐらだ 小椋田 山本 山本 5398-5402

おくらまえ 御藏前 上郷 飯沼 １７７０－１７７４ 14 51

おくわだいら 御鍬平 上郷 飯沼 ２９８３，２９９３－２９９４

おけくるわ 桶クルハ 上郷 飯沼
２１６０－２１６５，２１６９－２１７５ﾉ４、２１４８－２１５
３ 15 56

おけのうえ 桶ノ上 上村 程野 75-ﾆ 6 15

おけや 桶屋 千代 下村 812-819,855 4 100

おけやもり 桶屋森 千代 下村 853-854 4 100

おこし ヲコシ 南信濃 和田 866,886,889 29 19

おこじ ヲコジ 南信濃 和田 887～888,890～893 29 19

おざき 尾崎 三穂 伊豆木 4192-4235 16 49

おさだ 他田 山本 山本 2292-2293 21 24

おさだ 長田 上久堅 堂平 9369 16 88

おさだ をさ田 龍江 尾林 8032 15 70

おさめ ヲサメ 上久堅 大鹿 8977-8982 5 81

おしきりだ ヲシキリ田 山本 竹佐 333

おしざわ 押沢 上村 程野 157 9,10 11
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おしだし 押出シ 上郷 飯沼 １７３２－１７３９，１７５７－１７６１、２６９０－２６９２ 14 50

おしだし 押出シ 松尾 城 3816-3830,3849-3904 7,8 5

おしで 押出 南信濃 和田 96～99,154,157～161,166～167,175,176 18,20 19

おしでざわ 押出沢 南信濃 和田 23ｲ,34,37～41,70～79 13,19 19

おしでざわ 押出澤 南信濃 和田 24 19 19

おしでやま 押出山 南信濃 木澤 1476 21 20

おしでやま 押出山 南信濃 和田 23-5～7,23ﾛ,35～36ﾛ､67～69 19,20 20

おしな 尾科 下久堅 柿ノ沢 1755-1756

おしな 尾科 龍江 今田 1159 18 12

おしな 尾科 龍江 尾科 9412-9424 18 104

おしな ヲシナ 下久堅 下虎岩 1737 14 29

おしなざわ 尾科澤 下久堅 南原 510-513,538 5 111

おしなとうげ 尾科峠 下久堅 柿ノ沢 1831-1832

おしなわ ヲシナワ 下久堅 柿ノ沢 1757-1760

おしのき 押ノ木 飯田 羽場 940-941､991,1029-1032 7,8 19

おしのさわ 押ノ沢 山本 山本 6704-6706 2 62

おしのた 押ノ田 南信濃 和田 269

おしば 押場 千代 下村 1040 5 105

おしば 押場 山本 久米 1303,1327,1330-1336 28,29 136

おしば 押場 山本 山本 6544

おしぼら 押洞 飯田 丸山
5519-5615,5626-5674,5748-5816,6967-
6972,7463-7464

11 31

おじま 小島 上村 程野 8-1～5,ﾆ､ﾍ､ﾄ

おしまわし 押廻シ 千代 米川 2246-2248 20 58

おしむら 押村 南信濃 和田 162～165 18 20

おじゅもく 御樹木 三穂 伊豆木 3902-3909 16 46

おすのた 押田 上村 上町 513-1,2,3 16 16

おすのた 押ノ田 上村 上町 891-ﾛ､ﾊ

おだいら 大平 上久堅 蛇沼 6693-6694

おたひら 小田平 下久堅 南原 636-648,653-655 8 114

おち 落 下久堅 南原 342-348 4 109

おち 落 千代 荻坪 226-227 16 8

おち 落 千代 下村 677 4 97

おち 落 南信濃 和田 1627

おち 落 三穂 伊豆木 3782ロ 　

おち おち 鼎 名古熊 2076-2083,2104-2108,2110 13 8

おち 尾知 鼎 名古熊 2384-2385 13 8

おち おち 龍江 宮沢 8820-8832 21 80

おち 尾地 三穂 伊豆木 3205 9 39

おち おち 山本 久米 577-579

おち ヲチ 鼎 名古熊 2372-2373,2378-2383 13 8

おち をち 龍江 石林 8601 21 80

おち ヲチ 竜丘 駄科 362,367-373 9 92
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おち ヲチ 千代 荻坪 327-328,366,411-413､415 19 8

おち ヲチ 南信濃 和田 1611～1626,1627ﾊ～1629 18,31 20

おち 尾池 竜丘 長野原 390 13 74

おちあい 落合 川路 1099-1110,1296-1298 2,3 9

おちい 落井 上村 下栗 965,999 30,31 16

おちい ヲチイ 南信濃 和田 1631ｲ 31 20

おちこみ 落込 南信濃 和田 1646ﾛ 33 20

おちじり 落尻 千代 大郡 2809-2811 8 145

おちだ 落田 千代 米峰 3954-3955 9 175

おちだ 落田 竜丘 桐林 1797-1833 11 134

おちつかこし ヲチツカコシ 竜丘 駄科 364

おちつかのこし ヲチツカノコ
シ 竜丘

駄科 366

おちまえだ ヲチ前田 竜丘 駄科 365

おちまえだ ヲチマエダ 竜丘 駄科 363

おちやま ヲチ山 南信濃 木澤 704 7,14 21

おちゃやだい 御茶屋台 上郷 南条 ３２０４，３２０７，３２５２－３２５５ 11 69

おちゃやつるね 御茶屋ツル根 飯田 山 8146

おちんのたいら 御亭之平 飯田 飯田 629 18 41

おっつき 追付 南信濃 和田 1764～1765 23 21

おとこやま 男山 南信濃 南和田 1126

おとだいら 弟平 山本 山本 6306-6318 9 56

おとぶりばた をとぶり畑 上郷 南条 ３５５９－３５６０ 15 77

おとぼら ヲト洞 下久堅 下虎岩 903-906 11 14

おとみぞ 弟溝 川路 12

おとりだ ヲトリ田 飯田 羽場 296 13 7

おとわぎ ヲトワギ 南信濃 木澤 1472～1473 21 21

おにいし 鬼石 龍江 石林 8695-8696 21 84

おにいわよりいぬ
もどし

鬼岩ﾖﾘ犬戻
ｼ迄 竜丘

長野原 681

おのうえ 尾上 千代 大郡 3585-3590 8 165

おのうえ 尾上 千代 米峰 4345

おのがいと 斧垣外 三穂 立石 867-876 12 102

おのがわさわ 小ノ川沢 山本 山本 6344-6345､6350-6359 5 56

おのくぼ 尾の久保 南信濃 木澤 819､1019 7 21

おのくぼ 斧久保 龍江 宮沢 8871

おのこざわ 小の子沢 上久堅 小野
5297,5301-5302,5305-5307,5309-
5313,5318-5327,5532-5561,5563-
5565,5587

7,8

おのこざわ 小野子沢 上久堅 小野
5299-6300,5303-5304,5308,5314-
5317,5328

8

おのしま 尾ノ島 南信濃 和田
2454,2455,2458～2460,2478～2481,2484
～2494,2498～2499,2500～2502

30 21
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おのしま 尾の島 南信濃 和田

2339～2342,2367～2369,2374,2378～
2382,2403～2413,1415,2418～2423,2425
～2439,2441,2442,2445～
2453,2456,2477,2482,2483

おのしま 尾の嶋 南信濃 和田 2495～2497 30 21

おのしま 尾野島 南信濃 和田
2343～2366,2370～2373,2375～2377,2383
～2402,2413～2417,2424,2439,2440

おのしま 尾野嶋 南信濃 和田 2443～2444,2452,2456,2457,2491 28,30 21

おのしまじょう 尾野嶋城 南信濃 和田 2478

おのとぎ 斧磨 山本 山本 4298-4304 6 40

おばた 小畑 上久堅 大鹿 9056-9064 5 83

おばた 小畑 上久堅 下平 7984-7991 5 70

おばた 小畑 上村 下栗 1036 28 16

おばた 小畑 上村 程野 17-ﾄ､78-1 6,7 16

おばた 尾畑 竜丘 桐林 572-579,581-597 13 124

おはち 御拝地 川路 5037-5041 12 45

おばね 伯母根 南信濃 南和田 814～815 40,41 22

おひがし 尾東 山本 竹佐 892 20 81

おびやま 帯山 上村 下栗 1210～1215,1220,1227,1229,1230-ﾛ､ﾊ､ﾆ 18,21 17

おびやま ヲビ山 上村 下栗 1197～1198 24 17

おびら をびら 龍江 尾林 8031 15 70

おほひら オホヒラ 下久堅 上虎岩 1849

おもいかわ 思川 鼎 西鼎 639ﾉ11-639ﾉ14,648-649 11 9

おもいかわぐち 思川口 鼎 西鼎 639ﾉ1-639ﾉ10,639ﾉ15-647 11 9

おもて 表 三穂 伊豆木 3913 　

おもてきど 表木戸 川路

おもてほっき 表発起 竜丘 駄科 917,954-956,958-959 16 101

おやしき 尾屋敷 南信濃 和田 2326～2329 31 22

おやのたいら 親ノ平 千代 下村 381､388-416 3 93

おやまざか お山坂 山本 久米 1029-1031,1061 28,32 132

おやましろ お山城 山本 久米 516

おりがね 折金 川路 4847-4958 9 41

おりくぼ 折窪 千代 米峰 4029ﾛ 9 177

おりじ ヲリチ 千代 法全寺 3201 24 76

おりしきだ 折敷田 山本 山本 3766-3792 20 36

おりしきめん 折敷面 山本 久米 745-747,751-753 31,32 128

おんだし 恩出シ 川路 3382-3402 6 13

おんだし ヲンダシ 南信濃 南和田 831 39 22

おんでんだ 御殿田 龍江 今田 1747-1773 11,12 21

おんなざわ 女沢 上村 上町 589-593､601,625 18,20 17

おんぬま 温沼 伊賀良 中村 ２５０９－２５１０ ###

かいくらがふち かいくら渕 川路 41-51 1 6

かいこひがし 蠶東 千代 米川 1104,1107-1116 20 27

かいさわ 貝沢 三穂 伊豆木 1817-1819 8 24
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かいずけ 貝付 下久堅 小林 2977-2979,2991-3003,3010-3013 6 81

かいぜんじけいだい 開善寺境内 竜丘 上川路 992,998-999 12

かいち 開地 南信濃 南和田 800～802 41 22

かいつけ カイ附 山本 箱川 1123-1125,1129-1130,1133ﾛ 14 111

かいつけ 飼付 千代 米川 1100-1103 20 27

かいつけがほら 飼付洞 三穂 伊豆木 5890ロ-5968 16 73

かいと 可いと 上久堅 落倉 5794 20 50

かいと 垣外 飯田 羽場 317,517､856-864､913､919 8,13 7

かいと 垣外 伊賀良 大瀬木 ７９８－８０５ 76

かいと 垣外 伊賀良 下殿岡 １４９－２５８ 1

かいと 垣外 伊賀良 中村
８３１，８９８－８９９，１０５８－１０６１，１０６８，
１０７０，１０７２－１０７３，１０８１－１０８２

###

かいと 垣外 伊賀良 三日市場 １２３２－１２６１ 36

かいと 垣外 鼎 名古熊 1542,1566-1570,1581-1583,1586-1600,1601-160414 9

かいと 垣外 上郷 黒田 １７１３－１７２３ 9 16

かいと 垣外 上郷 別府 ３４３、１１０６－１１０７，１２３８，１２４６－１２６０，１２６７16 87

かいと 垣外 上郷 別府

２４４２ﾉ２－２４４２ﾉ３、２４４７－２４４９、２６０３
－２６０４，２６０７，２６０９－２６１５，２６５７－２
６６６，２６６９－２６７３，２６９５－２６９７，２６９
９－２７０２

6 87

かいと 垣外 上久堅 落倉 5793,5796-5797 20

かいと 垣外 上久堅 小野 5204-5212,5219-5230 20 42

かいと 垣外 上久堅 越久保 2697ﾛ､2697ﾆ

かいと 垣外 上久堅 原平 841-843､866-879 1,12 12

かいと 垣外 上久堅 平栗 6105、6110-6116、6199-6210、6411-6412

かいと 垣外 上久堅 蛇沼 7354-7360,7364-7377,7393-7409,7413-742011

かいと 垣外 上久堅 森
4360,4412,4414-4416,4437-4438,4939-
4940,4943-4954,4966,4971,4973

17,18 37

かいと 垣外 川路 80-89 1 6

かいと 垣外 下久堅 小林 515-519,726-730 6 76

かいと カイト 下久堅 下虎岩 769-773,802-806,1206-1208 11 11

かいと 垣外 下久堅 知久平

639,703,1652,1683-1684,1686-1695,1698-
1699,1732-1733,1746,1749-
1759,1761,1767-1768,1770,1773-
1780,1801-1806,1974-1976

3 101

かいと 垣外 下久堅 南原 460-474,482-488 5

かいと 垣外 龍江 石林 8240-8241 15

かいと 垣外 龍江 今田 2325-2334 6 28

かいと 垣外 龍江 尾林 8327-8328 21,22

かいと 垣外 千代 芋平 1675 18 44

かいと 垣外 千代 大郡 2893

かいと 垣外 千代 荻坪 217-221 19

かいと カイト 千代 荻坪 417,433,449,466-467 19

かいと 垣外 千代 下村 569､572-574 4 95

かいと 垣外 千代 野池 1327

かいと 垣外 千代 米峰 3969-3970 9 175
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かいと 垣外 千代 法全寺 2490,2494､2506 24 65

かいと 垣外 千代 米川
1122-1126,1128-1130,1146-1149,1960-
1962

20,21 28

かいと 垣外 三穂 伊豆木 158-162 15 4

かいと 垣外 山本 竹佐 662,676-678,702,1008 20,21

かいと 垣外 山本 箱川
102-104,106,111,276-280,283-284,290-291，
297

13 91

かいと 垣外 山本 箱川 643,1041-1045,10482-1049,1055 13,18 101

かいと カイト 山本 箱川 647

かいと 垣外 座光寺 下羽場 5227-5231ｲ 11 10

かいと 垣外 座光寺 宮ノ前 2618,2623 8 10

かいと 垣外 座光寺 共和
3913-3915,4040,4302-4306,4314-
4331,4334-4353,4358

11 10

かいと 垣外 座光寺 欠野 5111-5112,5116-5117,5119-5123 12 10

かいと 垣外 座光寺 清水 4652-4655 11 10

かいと 垣外 座光寺 中市場 3508 8 10

かいと 垣外 座光寺 萬才 1782-1784,1791

かいと 垣外 竜丘 桐林 1921,1926-1941 11 134

かいと 垣内 座光寺 河原 5713-5717,5731-5733

かいどうした 街道下 飯田 飯田 上3778ｲ

かいどうした 街道下 上郷 飯沼 １６５０－１６５６，１６８５－１６８９、１６６２－１６６６ 14 50

かいどうばた 街道端 竜丘 駄科 1073-1074,1077-1078,1089-1092 10 102

かいとじり 垣外尻 伊賀良 中村 ８７７，９８７－９９２，９９４ ###

かいとじり 垣外尻 千代 米川 2222-2228 20 58

かいとじり 垣外尻 上郷 飯沼 ２８７３－２８７５ 14 104

かいとじり 垣外尻 上郷 黒田 ５０８５－５０９３

かいとだ カイト田 下久堅 下虎岩 1540-1561 11

かいとだ 垣外田 上久堅 小野 5231 17 39

かいとだ 垣外田 上久堅 森 4424,4426、4429-4431、4441 17 39

かいとだ 垣外田 龍江 今田 5872-5888 13 60

かいとだ 垣外田 千代 法全寺 3207-3211,3639-3642 11,24 76

かいとだ カイトダ 下久堅 下虎岩 1569-1574,1591-1605 11

かいとたうえ 垣外田上 千代 法全寺 3636 11

かいとだざか 垣外田坂 千代 法全寺 3190 24 76

かいとばたたなり 垣外畑田成 伊賀良 中村 ２４６３ 95

かいとばら 垣外原 伊賀良 北方 ２８０６ 69

かいとやしき 垣外屋敷 伊賀良 中村 ２３９６ ###

かいもと カイモト 南信濃 和田 278ﾊ～280 29,31 22

かえもんつくり 嘉右エ門作リ 南信濃 和田 1143ﾎ

かがさわ 加ゝ沢 上郷 別府
１９７０－１９９０，２００１－２０３５，２０４４－２０４７、
２３４６－２３６０，２３６７ 10,11 99

かがさわ かが沢 飯田 飯田 上3327-3348 20 47

かがさわ 加々澤 飯田 飯田 上3408-3412 20 47

かがさわ 賀ゞ沢 上郷 別府 １９９１－２０００

かがら カゞラ 上村 下栗 1328-1,2 25 17
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かがらぶ カゝラブ 上村 下栗 1325-３～5 25,26 17

かきがつぼ 柿ヶ坪 山本 久米 530,532 31 123

かきがほら 柿ヶ洞 千代 米峰 4031-4032,4287-4294 9 177

かききたぼら 柿北洞 龍江 宮沢 8884 20 88

かきせ カキセ 山本 箱川 87-88 13 91

かぎせまち 限畝町 座光寺 宮ノ前 2553-2554 8 10

かきぞえ 柿添 伊賀良 大瀬木 ８６０－８８７，９１４－９４７ 77

かぎた 鍵田 竜丘 時又 36-38 13 74

かぎだ かぎ田 伊賀良 北方 １２３７ 56

かぎだ 鍵田 上郷 別府 ２１８－２２３ 16 85

かぎだ カギ田 竜丘 駄科 298  96

かぎだ 鍵田 竜丘 桐林 1952-1970 11 74

かぎだ 鍵田 竜丘 長野原 391-396 13 135

かきたいら 柿平 南信濃 八重河内 1250ﾛ

かきち 嘉吉 伊賀良 上殿岡 ７８５－７８６ 21

かきの 柿の 龍江 今田 4931-4933 12 54

かきのきした 柿木下 南信濃 和田 104 20 23

かきのきした 柿ノ木下 南信濃 和田 105～109

かきのきじま 柿木島 松尾 上溝 2906 5,6 14

かきのきじま 柿木島 鼎 東鼎 11-43,46-73,79-94 15 9

かきのきだ 柿ノ木田 伊賀良 上殿岡 ５３－５４ 6

かきのきだ 柿ノ木田 千代 下村 1330-1331､1335-1338 3 113

かきのきだ？ 柿田 千代 下村 1332ｲ

かきのきばた 柿木畑 上郷 別府 ６０９

かきのきばた ｶｷﾉｷ畑 竜丘 駄科 102,156, 9 85

かきのきほった 柿木堀田 千代 芋平 1560 17 41

かきのくぼ 柿久保 南信濃 南和田 329 38,40 23

かきのくぼ カキノクボ 南信濃 和田 265-1,2

かきのくぼ 柿ノ久保 南信濃 和田 268

かきのくぼ 柿ノ窪 南信濃 和田 266

かきのさわ 柿ノ沢 下久堅 柿ノ沢
3379-3389,1411-1425,1428-1430,1483-
1506,1526

19 63

かきのさわ 柿の沢 伊賀良 北方 ９３８－９４１，９７２－９８６，１０８６－１１０４ 50

かきのさわ 柿之沢 下久堅 柿ノ沢 3393-3043 19 63

かきのしま 柿ノ島 上村 下栗 10,281,030 26,27 18

かきのたいら 柿平 上村 程野 234-235 9,10 18

かきのたいら 柿ノ平 三穂 伊豆木 2495-2506 8 33

かきゅうやしき 可休屋敷 飯田 飯田 259,265,268,270-271 17 39

かくえん かくえん 川路

かくがいと 角垣外 下久堅 南原 265-267 4 108

かくがいと 各垣外 伊賀良 中村 １７６５－１７６７ ###

かくす 角須 下久堅 小林 3023,3026-3031 19 83

かくだ 角田 上郷 別府 ３４７ 17 87

かくだ 角田 座光寺 南市場 3734-3752 11 10
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かくばた カク畑 千代 法全寺 3360-3364,3385 23 80

かくばた 角畑 伊賀良 上殿岡 ３５１ 12

かぐらめん 神楽免 伊賀良 中村 ９７４－９７７ ###

かくりょう 角領 下久堅 小林 3025,3151-3242 18 83

かくりょうしろやま 角領白山 下久堅 小林 3246 18 83

かけ 欠 座光寺 中羽場 4452 12 10

かげくぼ カゲ（影）久保上村 程野 93,93-10～13 8 18

かげした カゲ下 上村 程野 106,107,127 6,8 18

かげした 影下 千代 荻坪 479-480 16 14

かけた 欠田 三穂 伊豆木 27 　

かけだ カケ田 鼎 一色 88,108-111 6 9

かけだ カケ田 伊賀良 中村 ２４１２－２４１３ ###

かけだ カケ田 座光寺 上野 3077ﾛ

かけだ 欠田 座光寺 共和 3902-3912 11 10

かけの 欠野 座光寺 欠野 5127-5128,5136-5138,5140-5143 12 10

かけの 欠野 座光寺 中羽場 4528-4529,4567 12 10

かけのがいと 欠野垣外 座光寺 欠野 5118 11 10

かけのさわ 欠ノ沢 座光寺 下羽場 5481-5482 12 10

かけのさわ 欠ノ澤 座光寺 下羽場 5400-5402 12 10

かけのさわ 欠ノ澤 座光寺 中河原 5493-5495

かけのさわ 欠野沢 座光寺 欠野 5168-5176 12 10

かけのさわうえ 欠ノ沢上 座光寺 中河原 5496-5497 12 10

かけのさわした 欠ノ澤下 座光寺 下羽場 5414-5419,5428-5435 12 10

かけのした 欠ノ下 座光寺 欠野 5146-5167 12 10

かけのだいら 欠野平 座光寺 欠野 5126  

かけのまえ 欠ノ前 座光寺 下羽場 5477-5479 12 10

かけのまえ 欠ノ前 座光寺 河原

5804-5812,6012-6052,6059-6063,6129-
6132,6135-6137,6144-6152,6159-6198,6205-
6220,6225-6227,6394-6399,6611-6618,6622-
6623

12,15 10

かけのまえ 欠ノ前 座光寺 高岡 5100-5107 11 10

かけのまえ 欠ノ前 座光寺 中河原
5582-5583,5589-5601,5605-5608,5611-
5617

12 10

がけやま 崖山 山本 久米 2207-2208 33 152

かごた カゴタ 飯田 羽場 400-401､404-405 8 9

かごた カゴ田 飯田 羽場 406 8 9

かごだ 篭田 千代 下村 680,688-689 4 98

かごはた カゴハタ 下久堅 下虎岩 1446-1450 16 23

かごばた カゴ畑 下久堅 下虎岩 1851-1856 16 23

かごばた カゴ畑 下久堅 下虎岩 1893-1894 14 23

かごばた カゴバタ 下久堅 下虎岩 1864-1868,1876-1890 14 23

かごめ 篭目 三穂 伊豆木 3666-3691 10 44

かざおれ 風折 上村 上町 537～541-ﾛ､ﾊ､,549～550 18,19 18

かさかけ 笠掛 南信濃 南和田 10～12 42 23
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かざこし 風越 伊賀良 中村 ３１９９－３２００，３２３４ ###

かざこし 風越 飯田 羽場 1929,1931-1936 1 26

かざこし 風越 竜丘 上川路 612-624 5 155

かざこしほんぼら 風越本洞 竜丘 上川路 589 5 155

かざこしやま 風越山 飯田 山 7462 2 26

かさだ 笠田 飯田 羽場 199-200 13 3

かさなりいわ 重り岩 三穂 伊豆木 6112-6117 17 74

かざはら 風原 千代 米峰
3908､3909ﾛ-3914,3916-3917,3925-3926
ﾛ、3927

9 174

かざはら 風原 南信濃 和田 2317～2318, 31,32 23

かざはら 風原 三穂 伊豆木 5103-5104 5,11 64

かさはり 笠張 鼎 上山 1942-1943 12 10

かざはり 風張 下久堅 小林 3014-3016,3024 18 82

かざはり 風張 上久堅 風張 2198-2201 13,16 23

かざはり 風張 上久堅 風張
3627-3630,3635-3640,3659,3670,3694-
3697､3700-3754,3759-3834,3837,3999-
4030

16 23

かさまつ 笠松 千代 法全寺 2424

かざまつり 風祭 上久堅 堂平 9346 4 87

かざむけほんた
にやま

風向本谷山 南信濃 木澤 593

かじ 鍛冶 千代 毛呂久保 1971 7 126

かしあな カジ穴 三穂 伊豆木 4742-4758 10,11 56

かしがいと カシ垣外 上郷 黒田 ３１００－３１０１、３１１０－３１２９ 4 26

かじがいと 梶垣外 川路 3821-3834,3851-3853 10 34

かじがいと 鍛冶垣外 伊賀良 北方 １４４５－１４５１，１４７７－１４８４，１４８６ 60

かじがいと 梶垣外 上郷 黒田 １２７６－１２８５、１６０４－１６１１、１６３６－１６９７ 9 12

かじがいと 梶垣外 竜丘 桐林 3185-3194,3202,3207-3215 11 144

かじがいとした 梶垣外下 川路 3835-3850 10 34

かじかさわ 鰍沢 飯田 大平 8094-8098 21 37

かじがじょう かじが城 山本 久米 2302,2304 33 154

かじぐるま 梶車 下久堅 知久平 941-951

かじさく 鍛冶作 座光寺 南市場 3808-3810,3822-3823 8 10

かしだ カシダ 鼎 一色 74-76 6 10

かじた 梶田 上郷 黒田 １７４、１６７－１７０ 10 3

かじた 梶田 下久堅 小林 112-121 7 70

かじた 梶田 山本 竹佐 7 12 64

かじた 鍛冶田 龍江 石林 8651-8652 21 83

かじた かじた 山本 竹佐 459-460 12,29 64

かじだ 鍛冶田 鼎 一色 84,416 6 10

かじたやま 梶田山 下久堅 小林 125 7 70

かしづくり カシツクリ 上村 中郷 405 13,14 19

かじつくり カジツクリ 南信濃 南和田 284 26 24

かしばた カシ畑 竜丘 駄科 105,108-109,152,154-155, 9 85
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かじばた 梶畑 上郷 黒田 ３１４１－３１５６ 4,7 26

かじぼら カジ洞 千代 荻坪 263-266 19 9

かしまがいと カシマ垣外 上郷 黒田 ３３８４－３３８５、３３８８，３３９０，３３９２ 4 29

かしや カシヤ 飯田 羽場 340-341 8 8

かしや 菓子屋 千代 大郡 2925 8 149

かじや カジヤ 飯田 羽場 318-322 8,13 8

かじや 梶屋 千代 下村 1066-1080ﾉ2,1080ﾛ 5 106

かじや 梶谷 上久堅 中宮 585-589 3 9

かじや 梶谷 南信濃 八重河内
1514～1617,1620～1641､1670～1801,1803～
1805,1919

46,48 24

かじや 鍛冶屋 伊賀良 上殿岡 ４７１ 13

かじや カジヤ 上郷 黒田 ２８８２－２８８５、２８８７－２８９１、３５５８ 4 9

かじや カジヤ 龍江 今田 3409-3430 3,7 36

かじや 鍛冶屋 千代 下村 668ｲ､679ｲ 4 97

かじや カジヤ 千代 法全寺 2667-2670 24 68

かじや 鍛冶屋 三穂 伊豆木 5825-5829 16 72

かじや 佳治屋 座光寺 上野 2925-2937 10 11

かしやうえ カシや上 上久堅 中宮 594-595

かじやうえ 梶谷上 上久堅 中宮 590-593

かじやがいと カジヤ垣外 下久堅 下虎岩 2377-2385 2 38

かじやがいと ｶｼﾞﾔ垣外 竜丘 上川路 948-955 5 160

かじやがいと 梶屋垣外 竜丘 上川路 970-988,1111-1121 5 160

かじやざか 鍛屋坂 上郷 黒田 ９０２－９０５、９１６－９１７ 4 9

かじやしき 梶屋敷 伊賀良 北方 ３８３０－３８３８ 73

かじやしき 梶屋敷 千代 毛呂久保 2404,2406-2410 7 138

かじやしき 鍛冶屋敷 上郷 飯沼 ２７８３－２７８４ 13 65

かじやしき 家治屋敷 鼎 上山 1954-1961 12 10

かじやだ カジヤ田 千代 荻坪 331ﾉ2,364-365 19 9

かじやち 梶谷地 南信濃 八重河内 1896ﾛ

かじやはた カジヤ畑 千代 荻坪 277､279ｲ 19 9

かじやばた カジヤ畑 伊賀良 大瀬木 ３００９－３０３２ 87

かじやばた カジヤ畑 千代 法全寺 3287 24 78

かじやばた かじや畑 山本 竹佐 461 12 64

かじやばた かじ屋畑 伊賀良 中村 ２０３，２２５，２３０ 94

かじやはただ カジヤ畑田 飯田 羽場 323 13 8

かじやばやし かしや林 龍江 尾科 9289 19 100

かじやぼら カジヤ洞 下久堅 上虎岩 933-940,949-952 15 133

かしやま カシ山 山本 箱川 1126-1128,1142,1156 13,14 111

かしやま 樫山 南信濃 和田 32～33 20 24

かじやま かじ山 山本 竹佐 1-2 12 63

かじやま 梶山 竜丘 桐林 2655,2661-2662 11 142

かじややま 梶屋山 千代 下村 1083ﾉ3,1081 5 106

かしらなし カシラナシ 下久堅 下虎岩 1459ﾛ,1462-1467,1469-1480 13 24

かしらなし 頭ナシ 下久堅 下虎岩 1487-1489
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かしらなし 頭ナシ 山本 山本 6720,6726 23

かしらなしひなた カシラナシ日向下久堅 下虎岩 1468 16 24

かしわばら 柏原 飯田 東野 4667-4679 12 52

かしわばら 柏原 上郷 黒田 ５６８８－６７２７，６８２６－６８４５ 1,2 103

かしわばら 柏原 上郷 別府 ２８２６－３１６２，３２９２ 1,2 103

かずおれむこう カズヲレ向 上村 上町 580 18,19 19

かすが 春日 龍江 今田 2027-2032 6 24

かすがいじょう カスガイ城 山本 山本 289 25,26 2

かすがした 春日下 下久堅 稲葉 1590,1600 9 125

かすがまえ 春日前 下久堅 稲葉 1572-1575 9 125

かずた 数田 三穂 伊豆木 1091-1143 8,14 13

かずたまえ 数田前 三穂 伊豆木 752ロ-775 14 13

かすだれ カスダレ 千代 法全寺 3367-3384 23 80

かすだれじり カスダレ尻 千代 法全寺 3365-3366 23 80

かぜがさき 風ヶ崎 千代 大郡 3160ﾛ 20 155

かぜきり 風伐 座光寺 唐澤 2511 8 11

かぜふきはら 風吹原 伊賀良 三日市場 ９１２－９１４ 32

かぞだ カゾ田 龍江 今田 2053-2058 6 24

かぞはた 楮畑 上久堅 森 4428 17 39

かたなうち 刀打 上郷 飯沼 １９０９－１９２０，１９２８ 15 39

かたは 片羽 鼎 名古熊 1605-1643,1657-1662,1664-1667 14 10

かたは 片羽 松尾 八幡原 800-840ﾉ２､909-943,956ﾛ-995 3 3

かちだ かち田 上郷 南条 ３６４８－３６４９ 15,19 39

かちだ 勝田 上郷 飯沼 ７１２－７１４ 15 39

かちづくり カチ作リ 伊賀良 中村 １９１９，１９２１ ###

かちつね カチツネ 南信濃 和田 7,22 19 25

かちはた カチ畑 千代 芋平 1668-1669,1676-1677 18

かちはた カチ畑 千代 野池 1348-1349 18,21 35

がっこうにし 学校西 飯田 飯田 713

がっせんほら 合戦洞 竜丘 駄科 2479 2 119

がっち ガッチ 上郷 飯沼 ２０９０，２０９６－２１１０ 15 55

かつらざか 桂坂 上村 程野 199､207 8,9 19

かつらだいら 桂平 山本 山本 6545-6546,6570

かつらぼら カツラ洞 龍江 大屋敷 9663-9664 25 109

かつらぼらとうげ 葛洞峠 龍江 大屋敷 9700-9703 25 109

かど カド 上郷 飯沼 ２３０１

かど 角 三穂 伊豆木 3914 　

かど かど 山本 箱川 793-794 104

かど カド 山本 箱川 802-803,807-808,927-928 16 104

かどいしがほら 角石ヶ洞 伊賀良 中村 ３３９１－３３９５ ###

かといしざか ガド石坂 上村 下栗 1248～1249 23 19

かどいしたに 角石谷 山本 山本 6528 3,4 60

かどいしなぎ 角石薙 山本 山本 6530-6531 3,4 60
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かどいしはら 門石原 千代 田力 685､688 14 19

かとうつ カトウツ 上村 中郷 288

かどぐち 門口 伊賀良 北方 ２０７５－２０７９ 66

かどさき 門先 千代 芋平 1683

かどさき 門先 千代 野池 1283､1284-1285

かどた 門田 川路

かどだ 角田 伊賀良 上殿岡 ６８５－６８６ 19

かどだ 門田 座光寺 恒川 4568 11 11

かどだ 門田 座光寺 中羽場 4565-4566 11 11

かとなき カトナキ 南信濃 木澤 1036-1,6,7 14 25

かどばた 角畑 龍江 今田 3800-3803 3 42

かどま 角間 上久堅 大鹿 8577-8579,8597-8600 5 75

かどまつ 門松 千代 下村 362-371,380,382-387 3,35 92

かないど 金井戸 座光寺 共和
4154-4155,4181-4205,4229-4245,4257-
4294,4354-4357

12 11

かないばら 金井原 座光寺 宮ノ前 2751-2756,2758-2759 7 11

かないばら 金井原 座光寺 上野 2783 7 11

かなくぼ カナクボ 千代 法全寺 3125-3126 24,27 75

かなとこいわ カナトコ岩 上村 下栗 910 33 20

かなぼう 金棒 松尾 上溝 3221-3300 6 15

かなほりづか 金堀塚 山本 山本 2752-2758 6 29

かなや 金谷 伊賀良 北方 １２７６－１２７８ 57

かなやま 金山 伊賀良 中村 ４０６－４１５，４１７－４１９，４２２ 97

かなやま カナヤマ 下久堅 上虎岩 1228-1233 17 136

かなやま 金山
竜丘

上川路 1-2,6-59,73-ﾛ,77-ﾛ,79-85,1203-1211,1225-
1227

12
74

かなやま 金山 南信濃 木澤 692-16～17～697,702,703 7,14 25

かなやま 金山 南信濃 八重河内 1441ﾛ 46 25

かなやま 金山 南信濃 和田 2276ﾊ～ﾎ 33 25

かなやま 金山 山本 山本
4315-4316､4321-4353､4394-4404,4426-
4427

6,9 40

かなやま 金山 千代 下村 1487

がにがじょう 蟹ヶ城 座光寺 高岡 4960-4968,4980-4983 11 12

がにがじょう 蟹ヶ城 座光寺 清水 4718-4722 11 12

かにがら カニガラ 下久堅 南原 1377-1378,1382,1398-1399 7 121

かにくぼ 蟹久保 上村 程野 321-323 13 20

かにさわ 蟹沢 下久堅 知久平 1466-1482 3 100

かにざわ カニ沢 龍江 今田 2033-2050 6 24

がにさわ 蟹澤 座光寺 下羽場 5290-5292 12 12

かにた カニ田 上郷 別府
７３１－７３２、７３５，７３７－７３８，７４４，７４８，７５
４－７５５，７６２－７６３，７６７－７６９，７７３－７７６ 16,17 92

かにた 蟹田 山本 久米 269,293ﾊ

かにた 蟹田 山本 山本 3966 9 37

かにだ カニ田 上久堅 風張 7507-7522 16 66

かにだ かに田 龍江 尾林 8505-8506 22 79



60

かにだ 蟹田 千代 下村 417,443-444 3 93

かにだ 蟹田 三穂 立石 678-682 12 101

かにだ 蟹田 伊賀良 北方 ５０６－５１０ 47

かにたまえ 蟹田前 山本 山本 3948-3964 9 37

かにとう カニトフ 上村 程野 3 1,2 20

かにはら 蟹原 三穂 立石 999-1007 6,12 104

かにほりば 可に堀場 三穂 下瀬 102-110 18,19 78

かにほりば 蟹堀場 下久堅 小林 668-669 6 78

かにまた カニ又 山本 山本 5190 7,9 45

かにまた 蟹又 山本 山本 6117-6126,6128-6129 8 45

かにやくぼ カニヤ久保 上村 程野 317,321,324-325 13 20

かにやま カニ山 山本 箱川 73-74 13 90

かねいばら か祢い原 上郷 別府 ２７１６－２７２８ 5 102

かねいばら 鐘鋳原 飯田 羽場 1207ﾛ、1208ﾉ1､1212-1218､1229ﾛ､1234､12417 24

かねすりば カ子スリバ 千代 野池 1434 21 38

かねだ 兼田 上郷 別府 ３３２－３３５ 17,21 86

かねのめん 金ノ面 上郷 飯沼
１２３１－１２３７，１２３９－１２４８，１２８７，１２９４－
１２９９，１３０１－１３０４，１３０８－１３１１ 14 45

かねやま 金山 竜丘 長野原 382 13 146

かねやまめん 金山免 千代 芋平 1600-1601 17,18 43

かのくぼ カノ久保 南信濃 南和田 771

かはら 化原 三穂 伊豆木 1479-1497 7 19

かばら 賀原 竜丘 桐林 1103-1120 8,10 129

かぶろ かぶ路 千代 法全寺 3677-3680,3685-3688､3699 11 87

かぶろ 禿 千代 米峰 3825-3830 11 172

かべくろ かべくろ 川路 21-40 1 6

かま 釜 竜丘 時又 48-62 17 56

かま 釜 竜丘 長野原 683-691 17 56

かまいわ 鎌岩 松尾 清水 8541-8588 6

かまがほら 鎌ヶ洞 千代 法全寺 3226,3229-3234 24 77

かまがほら 釜ケ洞 三穂 立石 410-418 6 96

かまくぼ 釜窪 上久堅 蛇沼 6911-6938 11 60

かまこうじ 釜小路 上郷 黒田 １７５－１７６、１８３－１９９ 10 4

かまた カマタ 飯田 羽場 402-403､414 8 9

かまた 鎌田 上郷 飯沼 ２０２２－２０２９、２１２１－２１２７ 15 54

かまた 鎌田 上郷 南条 ３７２３ 15 82

かまた 加満田 三穂 伊豆木 2717-2859 2,8 35

かまど 釜土 飯田 丸山 6667-6680 7 33

かまとりだいら 鎌取平 伊賀良 三日市場 ７９０－８００ 31

かまとりば 鎌取場 三穂 伊豆木 5058-5064 4,5 63

かまとりば 鎌取場 山本 箱川 948-949,957,970-971 15,16 106

かまとりばさるつなぎ 鎌取場猿つなぎ三穂 伊豆木 5065-5088 11,5 63

かまのくち 釜ノ口 上郷 飯沼 １１５３－１１５８,1627-1638、１６４３－１６４９ 14 44
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かまのくち 釜ノ口 龍江 尾林 7960-8003 15 68

かまのやま 釜ノ山 竜丘 駄科 2638-2641 17 79

かまのやま 釜ノ山 竜丘 長野原 643,665-680 17 79

かまのやまてん
りゅうばた

釜ﾉ山天竜端
竜丘

長野原 682

がまぼら 蒲洞 千代 下村 1109-1111

かまほりやま 釜堀山 山本 竹佐 1053

かみ カミ 千代 野池 1273 18 32

かみ 加美 三穂 立石 335-352 12 95

かみ 上 千代 米峰 3756 10 170

かみあだか 上アダカ 竜丘 駄科 1322,1324 10

かみあだか 上阿高 竜丘 駄科 1319-1321

上石原田 上石原田 山本 竹佐 1135-1136 21 85

かみいちば 上市場 三穂 伊豆木 3535-3540 16 42

かみいど 上井戸 上村 下栗 922-ﾊ､ﾆ,940 33 20

かみいどほら 上井戸洞 千代 米川 1773 29 49

かみおおくぼ 上大久保 南信濃 南和田 78

かみおおじか 上大鹿 山本 箱川 795

かみおおぬま 上大沼 山本 竹佐 1149-1152 21 86

かみおくりつか ｶﾐｦｸﾘﾂｶ 竜丘 駄科 1109 102

かみおくりづか カミ送塚 竜丘 駄科 1110-1113 10 102

かみおくりづか 神送塚 竜丘 駄科 1107-1109,1110-1113 13 102

かみおさ 上ヲサ 千代 芋平 1756 18 47

かみかいと 上垣外 千代 法全寺 3573-3577,3597 24 84

かみかいと 上垣外 龍江 今田 5007-5027 12,13 54

かみがいと 上垣外 上久堅 越久保 2672-2687,2700-2713 18 23

かみがいと 上垣外 上久堅 原平 844-865 1,12 12

かみがいと 上垣外 下久堅 小林 234-239

かみがいと 上垣外 千代 米川 1127ﾛ､1131-1138 20 28

かみがいと カミガイト 下久堅 上虎岩 1307-1312 17 138

かみかき 上カキ 南信濃 木澤 659    

かみがみぞ 上ヶ溝 千代 大郡 3312-3314

かみかわら 上河原 山本 久米 1836

かみかわら 上川原 飯田 羽場 2028ﾉ17-2030,2035ﾛ,2038ﾛ,2050-2051,2110ﾛ5 27

かみかわら 上川原 下久堅 知久平 1836,1889-1971 2 103

かみかわら 上川原 千代 米川 1975-1979,2229-2231,2235-2236 21 53

かみかわら 上河原 座光寺 河原 5745-5751 14 6

かみかわら 上川原 座光寺 河原
5888,5891-5922,6629-6659ｲ,6694-6696,6708-
6709

11,14 7

かみがわら 上川原 千代 野池 1469 32 27

かみかわらだ 上河原田 上郷 黒田 ８５３－８６０ 5 9

かみきただいら 上北平 下久堅 南原
1192-1197,1201-1204,1237-1239,1243-
1245,1247,1258-1262,1269-1270

4

かみけが 上ケガ 松尾 毛賀 517-683,726-743,751-794 3,8 10
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かみげんだ 上ゲンダ 上久堅 越久保 3553-3601,4122-4151 16 31

かみこぐり 上こぐり 千代 大郡 3601､3612 10 165

かみこざわ 上小沢 上久堅 大鹿 8751-8755 6 77

かみさらし 紙栖 伊賀良 北方 ５２５－５３１ 47

かみさわやま 上澤山 南信濃 木澤 452～453 6,7 26

かみしちくぼ 上七久保 上村 中郷 260-1～7,１１～25,27,28,29,ﾎ､ﾇ､ﾙ､ｦ 10,15 37

かみしま 上しマ 南信濃 木澤
409,423,424,427,428,,433,434,439,441,442,4
47

かみしま 上島 龍江 今田 3010-3058   

かみしま 上島 南信濃 和田 2078ﾛ 25 26

かみじま 上島 上村 程野 77,83 6 21

かみじま 上嶋 南信濃 木澤 364～342,348～356 6 26

かみじま 上ジマ 南信濃 木澤
361～362､361,362,370,381～385,389,425､
426

かみじま 上島 南信濃 木澤
292､336～339､343～347,357～360,363～369,371～
378,386～408,410～422,429～432,435～738,448～
451､457～467

3,6 26

かみじままえ 上島前 上村 程野 93-14,15,ﾊ 6 21

かみじまむこう 上島向 上村 程野 93-1～9,ﾛ 6 21

かみしもだ 上下田 山本 箱川 1323 12 88

かみじり 上尻 千代 大郡 3609-3610 10 166

かみしんかわ 上新川 竜丘 桐林 1393-1406 1 54

かみしんかわ 上新川 竜丘 時又 650-651,655-677,678-697,698-718 13 54

かみしんかわ 上新川 竜丘 駄科 2149-2115,2125-2133,2283-2284,2368-23737 54

かみしんでん 上新田 川路 221-239 1 8

かみじんでん 上神田 上久堅 蛇沼 7029-7038,7062 11 61

かみしんぶ 上新府 伊賀良 中村 ２３１４ ###

かみすきだ 紙漉田 千代 下村 1256-1258,1359ｲ 3 111

かみすきやま 紙漉山 千代 下村 1259-1260 3 111

かみぜがんぼ 上ゼガンボ 千代 法全寺 2501-2505 23 65

かみそうろく 上總六 飯田 大平 7960,8075-8078 21 36

かみだ 神田 下久堅 小林 80-111,126 7 70

かみだ 神田 下久堅 南原 1390-1394,1396,1402-1407,1414-1423 7 121

かみだ 神田 竜丘 駄科 297 9 95

かみだいもん 上大門 伊賀良 中村 ６－１１ 89

かみだいら 上平 下久堅 南原 1240-1243 4

かみたかまち 上高町 南信濃 和田 2214

かみちくわ 上地鍬 三穂 立石 42009 11 90

かみちゃや 上茶屋 鼎 上茶屋 3328-3481 7 11

かみとりや 上鳥屋 伊賀良 大瀬木 ３４７３－３４８６，３５１３－３５４３，３７８３－３８５４ 87

かみなかだ 上中田 千代 大郡 3086-3087 20 152

かみなし カミナシ 下久堅 下虎岩 1456-1459ｲ 13,16 24

かみなりだ 雷田 鼎 一色 381-382 9 11

かみの 神野 飯田 飯田 上2701-2703,2568-2569,2571 14 45

かみのいし 神石 上村 中郷 337 14 21
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かみのおち 上之落 千代 米川 889 18 22

かみのおち 上ノ落 千代 米川 892 18 22

かみのき 神ノ木 飯田 丸山 6466-6563,6992-6994 7 32

かみのき 神ノ木 伊賀良 中村 １０８４－１０８８，１０９３－１０９５ ###

かみのき 神ノ木 上郷 飯沼 １１３３－１１４０ 14 44

かみのき 神ノ木 千代 毛呂久保 2110-2117 7,9

かみのきだいら 神ノ木平 山本 山本 6516-6524,6537 3,4 60

かみのしま 上ノシマ 南信濃 和田

940～943,946,947,956,962～979,980～
983,988～997,1002～
1007,1012,1013,1020,1024,1064,1065,1068
～1082,1084～1085,1088～1091,1093

31 26

かみのしま 上ノ島 南信濃 和田 1771

かみのしま 上ノ島 南信濃 和田

934～939,944～945,948～955,957～961,968
ﾛ,969ﾛ,973ﾛ,979,984～987,998～1001,1008～
1011,1014～1019,1021～1023,1025,1026～
1063,1066～1067,1083,1086～1088
ﾛ,1092,1094,1145,1148,1152,1170,2596

18,31 26

かみのしま 上ノ島 三穂 立石 1250ロ 　

かみのじょう 上ノ城 下久堅 下虎岩 1729-1736 14 29

かみのたいらばた 上ノ平畑 上村 中郷 475 17

かみのつぼ 上ノ坪 龍江 今田 8-32 6 1

かみのはしば 上ノ橋場 竜丘 長野原 550-562 13 78

かみのぼう 上ノ坊 龍江 今田 3667-3672 3 39

かみのぼう 上ノ坊 竜丘 上川路 255-322 12 150

かみのやま 上ノ山 南信濃 和田 59

かみのやま 上山 南信濃 和田 28～29 20 27

かみはしば 上橋場 鼎 上山 3300-3303,3308-3315,3320-3327 5,7 11

かみはっちょうじま上八町島 上村 程野 1

かみはば 上ハバ 竜丘 長野原 41-42 65

かみはば 上羽場 竜丘 駄科 2594 10 65

かみはば 上羽場 竜丘 長野原 63-67,563-566,568-570 13 65

かみばやし 上林 座光寺 原 1235-1236 2 12

かみはら 上原 上久堅 小野 4572-4574,4577-4656 19,20 40

かみばら 上洞 座光寺 原 723-728,731-777 3 7

かみばら 上洞 座光寺 松林 2191 3,5 7

かみひかげ 上日陰 山本 久米 259,454-457,462-463,465,758 31 120

かみひすえ 上日末 南信濃 和田 2206 35 27

かみふくろまち 上袋町 飯田 飯田 72-74

かみぶめん 上ぶめん 龍江 石林 8621-8622

かみほそだ 上細田 上久堅 風張 7512-7513

かみみぞ 上溝 千代 大郡 3295-3296

かみみついし 上三石 下久堅 知久平 718-719,736-739,741-751,756-763 3 92

かみみね カミミ子 下久堅 上虎岩 533-536,549-551,538-546 15 128

かみみね 上ミネ 下久堅 上虎岩 537

かみみね 神峯 上久堅 下平 8167-8168 4 71
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かみみやのはら 上宮ノ原 上久堅 上平
1943-1957,2015-2038,2040-2045,2057-
2063､2082-2097,2100-2111

13 20

かみむかはた 上向畑 千代 法全寺 2412 23 62

かみむら 上村 上村 上町
649,651～739,751～
794,809,810,814,815,821,823,872～886,889～
893

20,22 22

かみむらかわどおり 上村川通り 上村 上町 512 18,22 22

かみむらかわどおり 上村川通り 上村 程野 167 9,20 22

かみや 紙屋 伊賀良 三日市場 １１１３－１１２４ 34

かみや カミヤ 鼎 上山 2018-2029 11,12 11

かみや カミヤ 竜丘 時又 480 14 62

かみや 紙屋 千代 大郡 3058 19 158

かみやきざわ 神燈沢 上村 中郷 343,346 15 23

かみやさか カミヤサカ 下久堅 上虎岩 2487-2488 18 146

かみやざか カミヤ坂 下久堅 上虎岩 2489-2497,2510-2513 18

かみやざか カミヤザカ 下久堅 上虎岩 2470-2474,2475-2478 18 146

かみやしき 紙屋敷 山本 山本 852-862 22 8

かみやしき 上屋敷 千代 芋平 1690

かみやだ 紙屋田 千代 田力 175 16 5

かみやね 上ヤ根 千代 法全寺 3509-3511 11 83

かみやね 紙屋 千代 毛呂久保 2561 7,19 142

かみやばた 紙屋畑 山本 山本 1237-1244 22 12

かみやまなか 上山中 千代 法全寺 3197,3212-3221､3227-3228 24 76

かみやまはら 上山原 山本 山本 6407-6413,6417-6420､6489-6490 5 58

かめおか 亀丘 龍江 今田 3776-3777

かめがふち 亀ヶ渕 上久堅 堂平 11866-11869,11875-11881 7 90

かめがほら 亀ヶ洞 下久堅 下虎岩 324-336 13 4

かめくぼ 亀久保 南信濃 和田 2006～2020 22 27

かめざわ 亀沢 龍江 今田 3772-3745 3 41

かめたいけ カメタイケ 下久堅 下虎岩 1224-1225ﾆ,1226-1228 11 19

かめたいら カメタイラ 下久堅 下虎岩 1215-1223,1229,1245-1248,1252,1523 11 19

かめだいら カメダイラ 下久堅 下虎岩 1237 11 19

かめだいら 亀平 下久堅 下虎岩
1218,1225ﾛ,1230,1238-1239,1249-
1251,1253-1268,1520,1524-1525

11 19

かめや 亀屋 千代 毛呂久保 1995-1996 7 127

かめや 亀屋 三穂 伊豆木 4518-4533 10,16 53

かもめ 鴨目 三穂 伊豆木 4534-4560 10

かもんだ かもん田 山本 久米 1500 32 143

かもんばた 家門畑 山本 久米 2047

かもんやしき 加門やしき 山本 久米 2012 32 150

かもんやしき 嘉門屋敷 山本 久米 2044-2046 32 150

かやがき 萱垣 鼎 上山 1639-1781,1750,2722-2727 8 11

かやがきひら 萱垣平 三穂 立石 1233-1250イ 6 107

かやだいら 茅平 千代 米川 2083
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かやま 加山 上郷 飯沼 ２６８４－２６８９ 14 64

かやま 加山 上郷 別府 １０５０，１０６４－１０６６、１２４３－１２４５ 16 64

かやま 嘉山 伊賀良 北方 １３６５－１３６７，１４２７－１４３６ 59

かやんば カヤンバ 南信濃 南和田 42 42 27

かよいつくり 通作 南信濃 南和田 342

からうまくぼ 柄馬久保 千代 米川 1872-1875

からさわ カラ沢 南信濃 南和田 283 26 12

からさわ カラ沢 南信濃 和田 2305ｲﾛ

からさわ カラ澤 南信濃 木澤 19，20 2 12

からさわ 唐沢 伊賀良 北方 １３４３－１３４７，１３６８－１３７４，１４２１－１４２６ 58

からさわ 唐沢 南信濃 和田 874～876 29 27

からさわ 唐沢 三穂 伊豆木 4992-4994 11 60

からさわ 唐沢 三穂 立石 675-677 12 101

からさわ 柄沢 南信濃 和田 2308～2316 31,33 12

からさわ 唐沢 座光寺 唐澤 2349 8 12

からさわ 唐沢 竜丘 桐林 26-35

からさわ 唐澤 座光寺 唐澤
2384-2393,2409-2426,2435-2449,2454-
2457,2459-2462,2464-2465,2469,2477-
2478,2509

8 12

からすだ カラス田 上郷 飯沼 １９２９－１９３３、２４３３－２４３７ 15 53

からすだいら 烏平 三穂 伊豆木 1402-1461 7 19

からすのつつ カラスノ筒 南信濃 木澤 607～608 5 28

からすぼら カラス洞 川路 5192-5193 10 41

からで カゝラブ 上村 下栗 1328-3,4,5 25 17

からのた 柄ノ多 上村 上町 829 20,21 23

からぼら カラ洞 上村 程野 8ｰ7

からぼら 唐洞 上村 程野 8ｰﾘ

からまつ 唐松 伊賀良 上殿岡 ７７０ 21

がらん ガラン 千代 荻坪 211-213,223-225 19 7

がらんざか ガラン坂 下久堅 下虎岩 1568 11 25

かりがいと カリ垣外 下久堅 下虎岩 1 10 1

かりでやま カリデ山 南信濃 南和田 17～18

かりまた カリマタ 鼎 一色 299?,306-307,315-316 8 12

かりまた 厂マタ 竜丘 駄科 1440 10 109

かりまた 厂俣 竜丘 駄科 1441-1442 109

かりまた 厂又 竜丘 駄科 2279-2280,2285-2292,2315-2324 7 109

がりまた ガリマタ 竜丘 駄科 2312

がりまた ガリマタ 竜丘 駄科 1443

かりやすはら 苅安原 伊賀良 大瀬木 ２０７６ 83

かりやすぼら カリヤスボラ 上久堅 原平 1468-1471､1473 13 17

かりやたいら 苅安平 伊賀良 大瀬木 ２０７０－２０７５ 83

かりやま カリ山 山本 箱川 326-327,337-338,340-343,345,348 18 95

かりわけ 苅分 座光寺 共和 4032-4039,4072-4075 9,12 13
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かわい 川井 南信濃 木澤

1052～1054,1056,1059～
1065,1073,1077,1080,1089,1092,1093，
1095，1099ﾛ～1101,1103～
1109,1128,1129

14 28

かわい 川合 南信濃 木澤

1032,1038～1051,1055,1057,1058,1066～
1072,1074～1076,1078,1079,1081～
1088,1090,1091,1094,1096～1099,1102,1110～
1115､1116ﾛ､1117～1127,1130～1144,1146､
1184ﾛ～1149,1151～1154

14,15 28

かわうえ カワ上 上久堅 蛇沼 7391-7392 11 65

かわお 川尾 千代 大郡 2849

かわがいと 川垣外 伊賀良 中村 １７５４，１７７２，１７７５，１７７７ ###

かわかみばやし 川上林 三穂 伊豆木 4948チ-4949 11 59

かわかり 川狩 龍江 今田 3331-3334 7 35

かわぐち 川口 上村 下栗 1024 28,29 23

かわくぼ 川久保 山本 山本 4755-4775,4820-4833 10 43

かわざか 川坂 三穂 伊豆木 5706-5765 16,17 71

かわじざか 川路坂 三穂 伊豆木 5887ロ-5890イ 16 73

かわじだいら 川治平 伊賀良 中村 ３１２４－３１２６ ###

かわしま 川島 南信濃 木澤 820 7,14 28

かわじり 川尻 上郷 別府 ２７０４ 5 102

かわじり 川尻 下久堅 稲葉 1535,1621-1633 8,9 123

かわじり 川尻 龍江 今田 1085-1120 11,17 12

かわじり 川尻 千代 大郡 3273

かわじり 川尻 千代 米峰
3857-3859ｲ､3860-3863,3872,3877-
3880,3882

11

かわじり 川尻 千代 法全寺 2439-2444,2454,3700,3723-3724 11,23 88

かわじり 川尻 千代 米川 1062-1066,1070 20 26

かわじり 川端 龍江 尾科 9410-9411

かわじりむこう 川尻向 千代 法全寺 3701-3704,3708-3710 11 88

かわそこ 川底 上郷 別府

２３６１－２３６５，２３６８－２４１３，２４２３－２４３０，
２４６３－２４６９，２４７２，２４８９－２５２７，２５３０－
２５４０、２５４２，２５５３，２５５８－２５９９，２６０２，２
７０５－２７０６

6,10 101

かわたけだいら 川竹平 上村 程野 4 4 23

かわちぼら 河内洞 竜丘 桐林 2210-2215 11 138

かわばた カハバタ 竜丘 駄科 459472 10 94

かわばた 川ハタ 鼎 一色 470-474,480,565-568 9 12

かわばた 川バタ 山本 箱川 1106 14 110

かわばた 川端 飯田 羽場 2342-2344 9 29

かわばた 川端 伊賀良 中村
１５８，２４０，２６３－２６４，３３３－３３４，３８９，７０
８，８７５ 94

かわばた 川端 鼎 一色 8-10,86,89,555,598-599 9 12

かわばた 川端 鼎 上山 2653-2666 8 12

かわばた 川端 上郷 別府 ６６８－６８０、８４７－８５１，８５９、２２５７ 17 91

かわばた 川端 下久堅 知久平 1493-1511,1515-1519,1526,1624-1625 1 100

かわばた 川端 三穂 伊豆木 1632-1635 7 21
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かわばた 川端 三穂 伊豆木 3385-3397 10

かわばた 川端 山本 山本 2009 20

かわばた 川端 竜丘 時又 466-ﾛ,518,545,547-555 14 60

かわばた 川端 竜丘 駄科 473-475 10 60

かわばただいら 川端平 飯田 大平 7699-7728 21 36

かわばただいら 川端平 飯田 山 7598

かわはらだ 河原田 竜丘 駄科 1398-1399,1401-1413,1415-1419 10 109

かわはらだ 川原田 竜丘 駄科 1350-1351,1400,1414 10 109

かわべ 川辺 下久堅 小林 563-564 6 76

かわむかい 川向 飯田 羽場 2214-2215 5 29

かわむこう 川向 三穂 伊豆木 66-67 　

かわむこう 川向 竜丘 駄科 1281-1283 10 107

かわら 川原 上久堅 上平 1552-1565 13 19

かわら 川原 三穂 下瀬 188-202 19 80

かわら 河原 伊賀良 大瀬木 １４５２－１４５３ 80

かわら 河原 伊賀良 上殿岡 ８９２，８９８－９０２ 23

かわら 河原 伊賀良 北方 ３４４０－３４４１，３４８７，３４９０－３４９７ 72

かわら 河原 山本 久米
1388-1391,1460-1462,1598-1600,1595-
1596,1839,1843

32 137

かわら 川原 飯田 飯田 上2367,3159,3190-3197,3206-3210,3244-325114 44

かわら 川原 飯田 羽場

2013-2019,2031-2035,2039-2049,2059-
2076,2080-2109,2114-2126,2132ﾄ,2134-
2144,2150ﾛ,2159-2177,2184-2213,2216-
2224,2235-2255,2259-2337,2347ﾛ,2354-
2362,2364ﾛ,2367ﾉ4-6,2367ﾛ1-4

5,8 27

かわら 川原 伊賀良 大瀬木
２７２３－２７３０，２７８３－２７９９，２８０２－２８
０５，２８７１－２８９６，３４８７，３４９０－３４９
５，３４９７，３５００

80

かわら 川原 伊賀良 北方 ９９９－１００１，１０７２－１０８５ 50

かわら 川原 伊賀良 北方 １１９８，１２０３－１２０４，１２０８－１２０９ 55

かわら 川原 伊賀良 中村

１１１，１４４，１５９，１７５，１９７－１９８，２５７－２６
０，２７６－２８０、３００－３０１，３０８，３２９，３４０－
３４２，３４６，３５６－３５７，３６５，３７０－３７１，６５
５－６５６，６９７－６９８，７０９－７１１，７１３，７２３，
７３３－７３５，８２７－８３０，８３３－８３６，８３８－８
３９，８４１－８４４

91

かわら 川原 上郷 黒田 ３６２９､3632,3667-3670,3672-3677ﾉ１，３６７８－３６８８，３６９６4 31

かわら 川原 上郷 別府 ８５２－８６０、２７０７ 17 93

かわら 川原 上郷 別府 ２７０７ 5 93

かわら 川原 上久堅 森 4358,4373-4390 18 37

かわら 川原 下久堅 知久平
1036,1512-1514,1524-1525,1527-
1529,1626-1642,1735-1745,1747-
1748,1973,1977-2004

1 100

かわら 川原 千代 大郡 3088ﾛ

かわら 川原 千代 野池 1430,1444-1446,1448-1449 21 27
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かわら 川原 千代 法全寺

2457-2459,2486-2487,2568-2570,2572-
2574,2646-2652,2744乙ﾓ､2844丙ｲ､2930-
2951,3036-2938,2949-2952ｲ､3035ﾛ,3278-
3283

23,26 64

かわら 川原 千代 米川 1805-1815,1847-1848,2237-2240,2250-225421 53

かわら 川原 山本 久米
1765-1768,1484-1485,1529-
1532,1591,1808-1811,1829-1833

32 137

かわら 河原（川原） 伊賀良 北方 ９１３－９２２，９８７－９９７ 50

かわらけぼら 土器洞 伊賀良 三日市場 ８６７－８７１ 31

かわらざわ 川原沢 龍江 今田 5989-5999 8 58

かわらざわ 川原沢 上久堅 平栗 6526-6529 10 58

かわらだ カハラダ 下久堅 上虎岩 1286-1287,1288-1289 17 137

かわらだ カハラダ 竜丘 駄科 1342-1345 10 109

かわらだ 河原田 三穂 伊豆木 2045-2060 8 26

かわらだ 川原田 龍江 今田 3431-3440 3,7 36

かわらだ 川原 山本 竹佐 1098-1104 21 85

かわらだ 河原田 三穂 伊豆木 2708-2712 9

かわらだ 川原田 上郷 黒田 ３５７８－３５８１､3677ﾉ２ 4 31

かわらだ 川原田 上久堅 落倉 5731-5737 20 50

かわらだ 川原田 龍江 尾科 9405-9407 18 104

かわらだ 河原田 伊賀良 大瀬木 １４３９－１４５１ 80

かわらだ 河原田 上郷 黒田 ８４７－８５２，３５９０－３５９１、３５９３－３６２８4,5 9

かわらだ 川原田 上郷 飯沼 １３３６－１３４２ 14 31

かわらだ 川原田 上郷 南条
３７３１，３７３６－３７５８､3762ﾉ２－３７６４、３７６６
－３７７０、３７７４－３７７８ 20 82

かわらだ 川原田 上久堅 蛇沼 7155ﾛ-7161 11 62

かわらだ 川原田 千代 下村 263-264,267-268,951-952 2 92

かわらだ 川原田 千代 野池 1462-1468 32

かわらだ 川原田 山本 山本
4709-4722,4724-4754,4834-4835,5004-
5005，5012-5022，5034-5035,2155-
2116,2126-2128,2468-2490

6,10 21

かわらだ 河原田 竜丘 上川路 1148-1157,1173-1175 109

かわらたきば 川原滝場 伊賀良 中村 ９７８ ###

かわらのさわ 河原ノ沢 下久堅 柿ノ沢 3371-3374 21 63

かわらばた 川原畑 龍江 今田 2488-2491

かわらばた 川原端 上郷 南条 ３７２８－３７２９ 16 82

かわらばた 河原畑 飯田 山 7608

かわらばた 河原畑 伊賀良 上殿岡 ８４１－８４５ 23

かわらばた 川原畑 山本 山本 2064-2067 6 21

かわらばたたなり 川原畑田成 伊賀良 中村 ３３２ 95

かわらばやし 川原林 座光寺 高岡 4902-4903 14 13

かわらひえた 河原冷田 山本 久米 1811

かわらやしき 川原屋敷 伊賀良 中村 １７１－１７２，３３０ 94

かわらやま 川原山 伊賀良 中村 ２０１８－２０２０ ###

かわらんだ カワランダ 下久堅 上虎岩 1338-1346 17 138
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かわれけぼら 河原毛洞 伊賀良 三日市場 １６３４－１６４１ 31

かんおはら カンヲハラ 下久堅 下虎岩 492-494 10 6

かんおん カンヲン 千代 荻坪 468 16 14

かんおんじ カンヲンジ 上郷 黒田 ２８７６－２８８１、２８９２－２９０６ 4 22

かんおんた カンヲンタ 下久堅 下虎岩 836  

かんおんはら カンヲン原 下久堅 下虎岩 495-500 10 6

かんおんもと カワンヲン元 南信濃 八重河内 1451

かんおんもと 観音元 南信濃 八重河内 1454

がんきし 鳫木シ 山本 久米 1849 32 147

がんくつ 岩屈 上郷 別府 ８６１－８９８ 17 93

がんくつ 岩窟 上郷 別府 １１４６－１１６０、１４０４－１４０６，１４４５－１４４７ 17 93

かんざえもんあらし 勘左ヱ門嵐 上村 程野 62,62ﾛ 4,5 24

かんざばやし かんざ林 山本 久米 2219-2220 33 153

かんじゅうろうはた 勘十郎畑 千代 田力 157

かんじょうた カンジョウ田 下久堅 下虎岩 1139-1144 11 18

かんじょうぼう 観定坊 伊賀良 北方 １３５９－１３６４ 58

かんだ 神田 伊賀良 上殿岡 ７４５－７４６ 20

かんだやま 神田山 千代 下村 1287-1288 3 112

かんち 観地 千代 米峰 3907 10 174

かんとうした 還頭下 飯田 飯田 上3778ﾛ-ﾆ

がんどぼら ガンド洞 竜丘 上川路 3-5 12 146

かんなだ 鉋田 千代 毛呂久保 2002-2016 7 128

かんのもり 観ノ森 山本 山本 1334-1337､1368-1382 22 13

かんのん かん音 上久堅 落倉 5801 20 50

かんのん 観音 鼎 一色 463,467-468 9 12

かんのん 観音 上郷 別府 ２４４４－２４４６ 10 101

かんのん 観音 上久堅 落倉 5798-5800、5802-5813 20 50

かんのん 観音 上久堅 中宮 606-611 3 9

かんのん 観音 下久堅 知久平 731-734,764 3 93

かんのん 観音 千代 下村 1360,1423,1430ｲ 3 117

かんのん 観音 三穂 伊豆木 788ロ-793 14 13

かんのんうえ 観音上 座光寺 上野 3018 7 13

かんのんうら 観音裏 上久堅 中宮 612-622ｲ､623-648 3

かんのんざか 観音坂 千代 米川 1073 20 25

かんのんさわ 観音沢 川路 3978-3989,3992ﾛ,3994-4023 10,11 10

かんのんざわ 観音澤 山本 山本 1282-1294 22 12

かんのんざわ 観音沢 飯田 羽場 658 8 14

かんのんさわいり 観音沢入 川路 3968-3971

かんのんざわばた 観音沢畑 山本 山本 1245-1246 22 12

かんのんじ 観音寺 三穂 伊豆木 2253 8 28

かんのんじうら 観音寺裏 山本 竹佐 850,867-867 20 80

かんのんした 観音下 上久堅 中宮 596ﾉ1-596ﾉ2

かんのんした 觀音下 竜丘 時又 450-455 14 62
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かんのんせ 観音背 上久堅 中宮 622ﾛ

かんのんだ 観音田 上郷 黒田 １０８１－１０８４、１０８６－１１１６， 5,9 10

かんのんだいら 觀音平 竜丘 時又 323-329,335-336,475-476 14 62

かんのんづばら 観音堂原 伊賀良 北方 ２８６８－２８７０，２９０１ 70

かんのんどう 観音堂 伊賀良 三日市場 １０９３－１０９８ 34

かんのんどう 観音堂 千代 野池 1073ｲ  

かんのんどう 観音堂 千代 米川 1054-1059 20 25

かんのんどうざか 観音堂坂 千代 米川 1072,1074 20 25

かんのんはた 観音畑 龍江 今田 3853 3 42

かんのんばた 観音畑 飯田 羽場 886-889､936-937 8 18

かんのんばら 観音原 下久堅 下虎岩 481-491  

かんのんばら 観音原 座光寺 原 24-27,29-31 2,3 13

かんのんはんば 観音半場 上久堅 中宮 604-605 3 9

かんのんまえ 観音前 伊賀良 中村 ２１２２，２４２４－２４４６ ###

かんのんまえ 観音前 鼎 一色 33-35 6 12

かんのんまえ 観音前 千代 下村 1425ﾛ 3 117

かんのんめん 観音免 山本 竹佐 941 21 82

かんのんやま 観音山 三穂 立石 1164 6 106

かんのんやま 観音山 山本 竹佐 38 19 64

かんのんよこて 観音横手 山本 山本 6556-6561

かんばく カンバク 千代 大郡 2930 8 149

かんばさわ 神馬沢 千代 下村 1823-1829 36 124

かんばざわ カンバサハ 千代 下村 1783

かんばざわ カンバザワ 千代 下村 1811-1821

かんばち カンバチ 下久堅 上虎岩 1693-1696

かんぺいつくり 勘平作リ 南信濃 和田 60ﾛ,ﾊ 17,18 28

きあげば 木上場 龍江 今田 3775 3 41

きおち 木落 下久堅 南原 290-333 4 109

きおとし 木落 山本 山本 6661-6663

ぎおんだ ぎほん田 山本 久米 1593-1594

ぎおんでん ギヲン田 竜丘 上川路 754-756,657-761,769,770-ﾛ 5 158

きかくぼう 亀角坊 千代 米川 1862-1871 21 51

ききょうがはら 桔梗ヶ原 山本 竹佐 354-355 20 69

ききりがさか 木切ヶ坂 千代 法全寺 3036-3040 24 74

きくなぎ キク崩 上村 下栗 1192-1,2 24,25 24

きくなぎ キクナギ 上村 下栗 1192-3,4～1196 25,26 24

きくなはら 菊菜原 山本 久米 1717,1719-1724,1728-1732 32,34 142

きくなばら 菊菜原 下久堅 知久平 207-212,224-226,259-275 3 88

きくのはら 菊ノ原 三穂 下瀬 78-92 18 77

きくぼ きくほ 山本 竹佐 1137

きさえもんやしき 喜左エ門屋敷三穂 伊豆木 1722-1740 1 22

きさくだ 喜作田 三穂 伊豆木 2470-2481 8 33

きざわ 木澤 南信濃 木澤 750-766､789，1025 14 29
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きじがはら 金治ヶ原 龍江 今田 4767-4771 7 51

きじだいら 雉子平 飯田 大平 7864-7866,8089 21 36

きじぼら 雉子洞 鼎 名古熊 1460-1469,1482-1486,1520-1527,1559-156110 12

きじぼら キジ洞 竜丘 上川路 763-765,766-2,766-ﾊ 5 158

きじや キジヤ 伊賀良 北方 ４４４－４４８ 46

きじや 木治ヤ 龍江 今田 3291-3295 7 34

きじや キジヤ 千代 米峰 3805 10 172

きじやだ キジヤ田 伊賀良 北方 ４３３－４３６ 46

きじやま 雉子山 千代 下村 1206-1207 6 110

きじやまのかみ きじ山神 三穂 伊豆木 1746-1747イ 1,8 22

きすけがなぎ 喜助ｹ崩 上村 下栗 899 33 24

きすけやま キスケ山 下久堅 下虎岩 1506-1510,1512

きそえだ 木曽右田 三穂 伊豆木 6255-6257 　

きた 北 上郷 黒田 ６０－６４ 10 2

きた 北 竜丘 駄科 135-136 9 88

きだ 木田 千代 大郡
2863,2868-2875,2878ｲ､2879-2880ｲ､
2881,2883、2884-2885

19 147

きたいり 北入 龍江 今田 530-583 10 6

きだいり 木田入 千代 大郡 2882

きたうら 北ウラ 下久堅 下虎岩 1664-1665,2791-2793 14 27

きたうら 北浦 伊賀良 中村
２３－２６，１３３，１６４－１６５，１９０，２１８，２
８７－２８９

90

きたうら 北浦 伊賀良 中村 １７３０－１７３１，２０１５－２０１７，２０２１－２０２３ ###

きたうら 北浦 上郷 飯沼 ７６９、２６５３，２７４１－２７４２，２７４９，２７６４－２７７１14,15 40

きたうら 北浦 上郷 南条 ３５５１、３５５４－３５５６ 15 77

きたうら 北浦 上久堅 大鹿 9054-9055 5 82

きたうら 北裏 飯田 丸山 4980ﾉ4-5002ﾉ4 13 30

きたうら キタウラ 下久堅 下虎岩 2290-2295,2344-2346,2350-2352 10 27

きたかいと 北垣外 山本 竹佐
881,895,900-904,913-917,926-935,937，
1001-1002，1004-1007，1025-1027

20 81

きたがいと 北垣外 飯田 羽場 942-943､945-947,948-950,954-957 7 19

きたがいと 北垣外 鼎 一色 17 6 12

きたがいと 北垣外 上郷 黒田 ５２－５９、７０ 6 2

きたがいと 北垣外 下久堅 知久平 1661-1662 3 101

きたがいと 北垣外 下久堅 南原 71-79,95-96,98-99 4 104

きたがいと 北垣外 千代 大郡 2876-2877､2891-2892ｲ､2895ｲ 19 147

きたがいと 北垣外 千代 毛呂久保 1975-1994､2003 7 127

きたがいと 北垣外 千代 野池 1302 21 33

きたがいと 北垣外 山本 山本 780-790,796-801 22 5

きたがいと 北垣外 上郷 飯沼 ２７４５－２７４８ 13 65

きたがいと 北垣外 上郷 別府
１０１８－１０１９，１０２４－１０２５，１０３５，１０３９，
１０４８－１０４９、１２６８－１２９６ 16 95

きたがいと 北垣外 山本 箱川 1267-1268,1270ﾛ 13 113

きたがいと 北垣外 竜丘 駄科 117,122-128 9 86

きたがわら 北河原 松尾 新井 6092-6100,6301-6466,6494-6593 6,14 12
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きたがわら 北川原 千代 野池 1426 21 37

きたかわらだ 北川原田 千代 野池 1422 21

きたきど 北木戸 山本 山本 2491-2498 6,21 26

きたくにだ 北国田 伊賀良 北方 ２－８，４１７ 40

きたくぼ 北久保 山本 箱川
691-692,695,701-705,710,748-755,757-759，
762

16,17 102

きたごや 北小屋 上久堅 下平 8165-8166,8169-8182ｲ､8183-8188 4 69

きたざ 北座 千代 下村 1342 3 114

きたざわ 北沢 南信濃 八重河内 562ﾆﾛ,566ﾛ

きたざわ 北沢 飯田 羽場 588-589,876-877,958 8 13

きたざわ 北沢 伊賀良 大瀬木 ５６３－５９９ 73

きたざわ 北沢 伊賀良 大瀬木 １１０３ 79

きたざわ 北沢 伊賀良 中村
１５６０－１５６８，１５７１，１６０５－１６１０，１６
１４－１６２１，１６２３－１６４７，２０３８，２３１２
－２３４９

###

きたざわ 北沢 上久堅 下平 8388-8389 4 72

きたざわ 北沢 上久堅 原平 761-765､769-774 3,13 12

きたざわ 北沢 上村 程野 5,6-1～8 3,4 24

きたざわ 北沢 下久堅 小林 1281,3357-3385  

きたざわ 北沢 三穂 伊豆木 3605-3650 4,10 44

きたざわ 北澤 上久堅 小野
5033-5041,5044-5058,5065-5067,5074-
5082,5158-5166

20 43

きたざわ 北澤 千代 下村 1491

きたざわ 北沢 座光寺 上野 3217-3227 10 13

きたざわ 北澤 座光寺 上野
3162ﾛ-3162ﾍ,3164-
3165,3167,3168,3229,3232-3236

10 13

きたざわじり 北沢尻 伊賀良 大瀬木 １－３３，５２３－５４４，５４６，５６０－５６２ 73

きたざわひら 北澤平 伊賀良 中村 ３３０６－３３０９，３３４３－３３４７ ###

きたじょう 北城 上郷 飯沼 ２８７０－２８７５ 13,14 67

きたじょう 北城 上郷 黒田 ５０８５－５０９２

きたじろ キタジロ 上村 下栗 1254 23 24

きたせ 北背 上久堅 大鹿 8580-8589 5 75

きただ 北田 飯田 羽場 290,612,614,646 8 13

きただ 北田 伊賀良 上殿岡 ５２８－５４４，５５９－５６０ 15

きただ 北田 伊賀良 北方 ２９８－３１５ 44

きただ 北田 鼎 一色 435,440-448 9 12

きただ 北田 上郷 飯沼 １５２７－１５３４ 14 48

きただ 北田 上郷 黒田 ２０３８－２０４９、２０５５－２０７４、３２７５，３３１３－３３１４8 18

きただ 北田 上郷 南条 ３３７３－３３７６，３４１７－３４１９、３５５３ 15,16 72

きただ 北田 上久堅 原平
671-682､684-685,688-713,715-720,775-
783､786-787,781-808

1,3 9

きただ 北田 千代 下村
1237-1238､1242-1243ｲ､1248-
1249,1349,1353-1356，1388ﾉ2

3 111

きただ 北田 山本 山本 4226-4236 9 39

きただいら 北平 伊賀良 北方 １６１１－１６１９，１６３０－１６４２ 62
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きただいら 北平 下久堅 柿ノ沢 758-769 19 56

きただいら 北平 下久堅 南原
42-43,1182,1184-1191,1205-1206,1213-
1218,1223-1227,1230-1236

4 104

きただいら 北平 鼎 名古熊 2045-2051,2089-2091 13 13

きただいら 北平 下久堅 知久平
448-454,461-471,474-492,497-544,576,586-
589,637-638,671,674-675,1140-1143,1148-
1151,1388

3 90

きたたなだ 北棚田 座光寺 萬才
1616-1618ｲ,1620-1625,1684,1686-1688,1692-
1693

7 13

きただに 北谷 山本 久米 230-233,235,268-277,279-285,705 27,31 119

きただやま 北田山 千代 下村 1387ｲ､1388ｲ 3 116

きたちからまち 北主税町 飯田 飯田 597-603,605

きたつはた 北ツ畑 伊賀良 大瀬木 １２６７－１２７２ 79

きたとよぐち 北樋口 上郷 飯沼 １９６９－１９７０，１９７２ 15 54

きたなかばた 北中畑 下久堅 下虎岩 856  

きたなみき 北並木 座光寺 原 1286-1287 6 14

きたなみき 北並木 座光寺 萬才 1413-1414,1418-1419ﾛ､1420-1421 6 14

きたなみきうえ 北並木上 座光寺 原 1303-1305,1309 6 14

きたぬま 北沼 伊賀良 中村 １７６３，１７６８－１７６９ ###

きたぬま 北沼 上郷 黒田 ２２６５－２２６７、２２９６ 8 20

きたの 北野 伊賀良 中村
１６４９，１６５１－１６７８，１６８０，１６８３，１６８７－
１６８８，１６９０－１６９５，１７０３－１７０６，１７０９－
１７１０，１７１２，１７１６，１７１８－１７１９

###

きたのいり 北ノ入 上久堅 蛇沼 6722-6728,6733-6821 11 60

きたのいり 北ノ入 上久堅 森 4266-4273,4281-4288 17 35

きだのいり 木田ノ入 千代 大郡 3024-3029 8

きたのかいと 北ノ垣外 千代 法全寺 3320,3331-3337 24 79

きたのさわ 北沢 下久堅 下虎岩 439-442 10

きたのさわ 北ノ沢 伊賀良 中村
１３２７，１３３２－１３４０，１３５３－１３５７，１３
５９，１３６１－１３６３，１８９５－１８９７

###

きたのさわ 北ノ沢 下久堅 下虎岩 16-18,431-438,443-457,459-466,477 10 1

きたのさわ 北ノ沢 龍江 今田 1494-1502 6,11 16

きたのさわ 北ノ沢 松尾 八幡原 956ｲ､1139-1144 3 3

きたのさわ 北ノ沢 山本 山本 6540､6552-6555 4 61

きたのさわひかげ 北ノ沢日カケ 下久堅 下虎岩 467-469 10

きたのさわひかげ 北ノ沢日カゲ 下久堅 下虎岩 478-480 10

きたのさわひかげ 北ノ沢日影 下久堅 下虎岩 470-476 10

きたのたいら 北ノ平 龍江 今田 7432-7451 4 64

きたのはら 北ノ原 飯田 丸山 6982 7 34

きたのはら 北ノ原 上郷 黒田 ３１３４－３１４０、３１５７－３１８９ 7 18

きたのはら 北ノ原 上久堅 原平 1028-1117,1130-1133,1135-1139,1151 12 13

きたのはら 北ノ原 松尾 八幡原
1-35,38-63,69-78,86-200,383-
400,401-409ﾉ3

1,7 1

きたのはら 北の原 伊賀良 北方
１４６３－１７５８，１８９８－１８９９，１９０７－１９
３２，１９７３－１９７９，１９８７－１９９４，２０００
－２００６

62
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きたのはら 北原 上郷 黒田 ２０５０－２０５４ 8 18

きたのはらひがし
のまき

北ノ原東ノ牧松尾 八幡原 301ﾉ1-382ﾉ2 5,7 2

きたのほら 北洞 龍江 雲母 9065-9090 19 94

きたのほり 北ノ堀 竜丘 駄科 1793

きたのむかい 北向 龍江 今田 3965-3968 4 44

きだのむかい 木田ノ向 千代 大郡 3017ｲ､3017ﾊ-3018 19

きたはし 北ハシ 下久堅 下虎岩 2770-2773 2 44

きだはし キダハシ 川路 5756-5766 13 43

きだはし キダハシ 下久堅 南原 1363-1372,1379-1381 7 121

きだはし きだはし 山本 久米 1852,1855 32 147

きだばし キダ橋 竜丘 桐林 2429-2433,2461-2462 5 141

きたばた 北畑 飯田 飯田 上2793 14 45

きたばた 北畑 飯田 羽場 984-987,604 8 20

きたはば 北羽場 竜丘 桐林 895-911？ 10

きたばやし 北林 上久堅 大鹿 9052-9053 5 82

きたはら 北原 伊賀良 大瀬木
１８５８－１９１４，１９２５－１９３３，２０６４－２０
６９，２０７７－２１３３

82

きたはら 北原 伊賀良 三日市場 ３００－４００ 30

きたはら 北原 鼎 一色 497-527,542-549,551-555? 8 13

きたはら 北原 鼎 名古熊 2502,2527-2546,2586-2589,2592-2594 13 13

きたはら 北原 上郷 飯沼 ２８８５－２８８７ 14 67

きたはら 北原 上郷 南条
３１５３－３１６３，３２２８－３２２９，３２３５－３２３６，
３２４１－３２４２ 10 69

きたはら 北原 上久堅 小野 5487-5490 17 46

きたはら 北原 下久堅 下虎岩 780-782 11 11

きたはら 北原 南信濃 和田 668～670 29 29

きたはら 北原 山本 山本 820-823 22 6

きたはら 北原 座光寺 原 1371-1372 6 15

きたはら 北原 座光寺 萬才
1135,1447,1584,1593-1601,1605-1607,1610-
1615

7 15

きたはんのき 北半ノ木 川路 2957-2973 7 31

きたひら 北ひら 鼎 名古熊 2092 13 13

きたひら 北平 下久堅 下虎岩 2753-2754,2765-2769 2 43

きたほうげ 北ホウゲ 鼎 一色 540-541 8 13

きたぼり 北堀 飯田 飯田 610

きたぼりあと 北堀跡 飯田 飯田 696,701-702,704

きたほんじょう 北本城 座光寺 宮ノ前 2761,2763 7 15

きたまえだ 北前田 山本 山本 1788-1796 6,21 18

きたむかい 北向 千代 下村 1616-1619

きたむきだ 北向田 伊賀良 上殿岡 ５８６－５８７ 17

きたむら 北村 伊賀良 下殿岡 ５５－１４８ 1

きたむら 北村 上郷 別府
１２６１－１２６６，１２９７－１３０５，１３１２－１３１３，
１３１８－１３１９、１６８２－１６９０，１６９７－１７１３，
１７１７－１７２０，１７２２

16 96

きたむら 北村 竜丘 桐林 884-893 13 126
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きたやま 北山 龍江 今田 2431-2433 6 31

きたやまかいどう 北山街道 山本 山本 2909-2911 6 30

きったいり キッタ入 下久堅 上虎岩 1750-1766 20

きったいり キッタイリ 下久堅 上虎岩
1700-1709,1713-1749,1767-1769,1713-
1749,1767-1769,1773-1779

17,20

きづち 木槌 山本 山本 5753-5833 8,10 48

きづちやま 木槌山 山本 山本 6034-6040,6042,6073-6077 8 48

きつなき キツナキ 南信濃 八重河内 1230ﾛ

きつねいし 狐石 上村 中郷 420 14 25

きつねじま 狐島 川路 1 2

きつねづか 狐塚 伊賀良 中村 １１７８，１１８０－１１８１ ###

きつねづか 狐塚 上村 中郷 333 15 25

きつねづか 狐塚 龍江 今田 1316-1435 11 15

きつねづか 狐塚 千代 法全寺 3191-3196,3468-3470 24 76

きつねづか 狐塚 三穂 伊豆木 4879-4481イ 11 58

きつねづか 狐塚 川路 5319-5322 12,13 45

きつねづか 狐塚 下久堅 知久平 545-546

きつねづか 狐塚 千代 荻坪 188-191 19 7

きつねづか 狐塚 千代 下村 458-462,1033-1039 3 94

きつねづか 狐塚 山本 山本 487-513,541-558 21,22 4

きつねひら 狐ヒラ 竜丘 駄科 1948 7

きつねひら 狐平 竜丘 駄科 1926,1939,1946-1947 7 115

きつねほら 狐洞 伊賀良 三日市場
１６０４，１６０７－１９１７，１８５１－１８６４，１９
０４－１９０８，１９４０－１９４５，１９７５－１９８０

39

きつねぼら 狐洞 伊賀良 上殿岡 ７９０－７９２，７９４－７９５ 22

きつねぼら 狐洞 伊賀良 中村 ２９４５－２９４６，２９９８－２９９９ ###

きつねぼら 狐洞 下久堅 小林 409-410

きつねぼら 狐洞 下久堅 南原 516-517,529-537,539-542,722-735 5

きつねぼら 狐洞 龍江 今田 4601-4603 7 52

きつねぼら 狐洞 千代 毛呂久保 2144､2164-2165,2174 9 132

きつねぼら 狐洞 三穂 伊豆木 1015-1019 14 15

きつねぼら ｷﾂﾈﾎﾞﾗ 竜丘 駄科 2103 115

きつねぼら 狐洞 山本 久米 748,766-767,770-794,796ｲ,800-803,1769 31,32 128

きつねぼら キツネ洞 竜丘 駄科 2104 7 115

きつねぼら 狐洞
竜丘

駄科 1892-1893,1927-1932,1935,1940-
1945,1961,2105-2108

7 115

きつねやま 狐山 伊賀良 中村 ３１１４ ###

きつねやま 狐山 上久堅 越久保 3497 16 30

きつねやま 狐山 三穂 伊豆木 2866 　

きづみば 木積場 飯田 羽場 2256-2258 9 29

きどがほら 木戸ヶ洞 三穂 下瀬 442-449 20 88

きどぐち 木戸口 上郷 黒田 ２７９４－２７９７ 4 22

きどざいけ 木戸在家 山本 山本 3060-3064,3094-3108 6,21 31
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きどざいけよはち
だ

木戸在家与
八田

山本 山本 3166-3169 21 31

きどのそと 木戸ノ外 千代 下村 1419､1450ﾛ-1462,1463ﾛ-1465 3,6 116

きどりば 木取場 上村 下栗 898 33 25

きとわき キトワキ 上久堅 下平 8228-8229 4 71

きどわき 木戸脇 飯田 羽場 1293-1294ﾉ1､1294ﾉ3-1297 7 25

きないだ 喜内田 座光寺 上野 3066-3038,3071 6 15

きぬた キヌ田 松尾 清水 4401-4406,4433-4500 8,11 5

きぬた きぬ田 三穂 伊豆木 5976-5982 　

きぬた 絹田 山本 久米 1523-1524

きぬたなかぶん 砧中分 三穂 伊豆木 5969-5975 　

きねくび 杵くび 山本 竹佐 366,369 19,20 70

きねはら 杵原 山本 竹佐
308,345-347,364-365,367-368,370-410，428-
441

19,20 68

きのこ キノコ 山本 竹佐 357-358,560 20 69

きのこ きのこ 山本 竹佐 603 20 69

きのした 木下 千代 野池 1177､1180-1182,1189-1200 20 29

きのした 木ノ下 山本 久米 1201-1203,1399 28,29 135

きのした 木下 千代 下村 1431ﾛ

きのねばし 木ノ根橋 千代 芋平 1743-1750 18 47

きのねばた 木ノ根畑 上郷 南条 ３６０６－３６０８ 15 78

きのねばやし 木ノ根林 千代 芋平 1731,1738-1742､1755 18 47

きのねばやし 木ノ根林 千代 法全寺 2850-2851

きのもと 木ノ元 上郷 飯沼 １３７３－１３８２，１３８４－１３８９、１４８７－１５０２ 14 46

きのもと 木ノ本 山本 竹佐 765-766 28 77

きのもと 樹ノ本 上郷 飯沼 ２７７３－２７８０ 14 46

きばやし 木林 南信濃 南和田 1143

きぶね 貴船 三穂 立石 504-510 12 98

きへいじつくり 喜平治作リ 南信濃 和田 1763～1763-4 15,21 28

きみがやしき 君ヶ屋敷 上村 下栗 1081～1094 26 25

きみさき キミサキ 上久堅 越久保 3221ﾛ-3221ﾆ 16 28

きみさき キミサキ 下久堅 下虎岩 1566,1631-1634 14 26

きみさき 君崎 三穂 伊豆木 5295 68

きみさきざん 木見先山 南信濃 南和田 866  

きめこし 木めこし 上郷 南条 ３５４５ 15 76

きやば 木屋塲 上村 下栗 1304-ﾛ

きやまいり 木山入 上久堅 堂平 9175,9191-9199,9203-9206,9214-9230 17 84

きゅうけいだい 旧境内 伊賀良 中村 １３２４－１３２５，１３２８－１３３１ ###

きゅうしちぼら 久七洞 上久堅 風張 7581-7582,7659-7675,7678-7685 16 67

きゅうすけやしき 九助屋敷 上郷 南条 ３５９５－３５９７ 15 78

きゅうぞう 久三 伊賀良 上殿岡 ６９－７１，７４ 7

きゅうぞうばた 久造畑 上郷 別府 ２０６９－２０７１ 11 100

きゅうみょうめ
ん？

宮明面 山本 久米 497 31 122
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きょうえんだ 教円田 伊賀良 上殿岡 ７７５－７７６ 21

きょうがさかやした 京ヶ坂屋下 山本 久米 934-936 27,31 131

きょうがやま 京ヶ山 山本 久米 441-446､819-824､898-901,819-824 27,32 121

きょうざき 京崎 龍江 尾林 8004-8006 15 69

ぎょうじゃゆわ 行者岩 南信濃 和田 1636ﾛ

ぎょうしんだ 行身田 千代 芋平 1597 18 43

きょうづか 京ヅカ 千代 芋平 1561 17 41

きょうづか 京塚 下久堅 南原 349-354 4 108

きょうづか 経塚 千代 下村 1721 36 122

きょうづか 經塚 上郷 飯沼 ２９９５－３００２，３０１７－３０２０、 10 68

きょうづか 經塚 上郷 黒田 ５４８９ 10 68

きょうづかだいら 京塚平 下久堅 南原 630-631 7 113

きょうづかはら 京塚原 千代 法全寺 2903-2913､2932-2935 25 72

きょうづかばら 経塚原 伊賀良 三日市場
１７９４－１８５０，１８６５－１９０３，１９１０－１６
３２，２０８０－２０８５

40

きょうづかやま 京塚山 下久堅 南原 943-947,958-968 5 108

きょうでん 京田 三穂 伊豆木 40-44 15 2

きょうでん 京田 伊賀良 中村 １８９４，１８９８－１９０１ ###

きょうでん 京田 下久堅 下虎岩 1009-1019,1043-1059,1023-1041 11 16

きょうでん 京田 龍江 今田 4054 4 45

きょうでん 京田 龍江 大屋敷 戊1658-戊1660  

きょうでん 京田 山本 山本
1712-1723,1734-1762,2120-2125,2129-
2138

6,21 18

きょうでん 京傳 上郷 飯沼 １５０８－１５１７ 14 47

きょうでん 経田 伊賀良 中村 ９９３ ###

きょうでん 京田 竜丘 桐林 1216-1240 8 109

きょうでん 京田 竜丘 駄科 1463-1464 10 129

きょうでん 経田 竜丘 時又 1-21 10 109

きょうでん 経田 竜丘 駄科 1474-1482,1484-1488 10 109

ぎょうにんづか 行人塚 鼎 名古熊 1404-1412,1414-1419,1424-1431,1442-14459 13

ぎょうにんばら 行人原 伊賀良 中村 １２－２２，２７－３２，３４－３６，４２－４５，７０－７１ 89

ぎょうにんやまがみ 行人山神 飯田 山 8130ﾊ

きょうのうえ 経ノ上 三穂 立石 189-196ロ 11 93

きょうめん 経免 千代 下村 1357

きょうやま 京山 下久堅 南原 254-264 4 108

ぎょうやわき 行屋脇 三穂 伊豆木 3542-3543 10,16 42

きよおか 清岡 千代 下村 564-565 4 95

ぎょぎょどうりょう
ほう？

魚漁道両方 千代 下村 1042-1043

きよさくだ 喜代作田 上郷 飯沼 ２０８３－２０８７ 15 55

きよし 喜代志 龍江 今田 4568-4580 7,8 52

きよのほら 清ノ洞 千代 法全寺 3455-3456 24 82

きよはた 清畑 龍江 今田 3607-3608 39

きらさか キラ坂 上村 程野 25 7 25



78

きらさわ きら沢 龍江 尾科 9288 19 94

きらら 雲母 龍江 雲母 9123 19 95

きらら きらら 山本 久米 1169 28 134

きららさわ 雲母沢 龍江 雲母 9106-9109 19 94

きららじり 雲母尻 龍江 大屋敷 戊1664-戊1904  

きららだ 雲母田 龍江 尾林 8072 15 71

きりいし 切石 鼎 切石
4617-4680,4687-4694,4715-4718,4749-
4750,4860-4875,4882-4883,4888-
4891,4895

5,2 14

きりいし 切石 上郷 黒田 ３３３７－３３４１、３３６４，３３６７－３３７１ 4 28

きりいし 切石 下久堅 南原 1198-1200 4 118

きりがほら 桐ヶ洞 下久堅 南原 926-927,931-938,940-942 5 116

きりだ 切田 龍江 今田 3619-3620 7 39

きりて 桐手 南信濃 南和田 1113 37 29

きりて キリテ 南信濃 南和田 343

きりど 桐戸 南信濃 南和田 1112

きりどおし 切通 飯田 羽場 2009-2012,2020 5 27

きりのき 桐ノ木 鼎 名古熊 2355-2371,2374-2377 13 14

きりのきだいら 桐ノ木平 飯田 山 8164-8165

きりのきぼら キリノキ洞 下久堅 下虎岩 871 　

きりのくぼ 初久保 南信濃 南和田 72ﾛ

きりはら 桐原 南信濃 和田 63～64 18 29

きりやま 桐山 上久堅 越久保 2401-2405 15 24

きりやま 桐山 三穂 伊豆木 332-342 15 8

きわたしろ キワタ代 南信濃 南和田 882～883

きわりば 木割場 三穂 立石 223ロ-225 5,11 93

きんさくつくり 金作作 南信濃 南和田 43～44 42 29

きんさくつくりだ 金作作田 南信濃 南和田 57

きんざだいら 金座平 山本 久米 1356 29 137

きんざんばやし 金山林 松尾 八幡原 1365-1402 3 3

きんじつくり 金治作 南信濃 南和田 68

きんじつくりだ 金治作田 南信濃 南和田 67

きんしはた キンシハタ 下久堅 下虎岩 2372-2376,2518-2519 2

きんじょううえ 金浄上 上郷 黒田 ５３８９ 9 104

きんぱちづくり 金八作リ 南信濃 和田 1605ﾆ

きんぺいつくり 金平作り 上村 程野 18-8～12､19,19-1,3～12,ﾊ 6 25

きんぺいやしき 金平屋敷 上村 程野 19-ﾆ､ﾎ

きんぽうじ 金法寺 上郷 飯沼 １０７３－１０７５，１１４１，１１４４－１１５０ 14 43

きんぼら 金洞 三穂 伊豆木 4950-4955ロ 11 59

くぎぬき 釘抜 上郷 別府 １１２３、１３１１，１３１５－１３１７ 16 96

くきばた くきばた 龍江 大屋敷 9636

くぐつ ククツ 山本 箱川 15,17-19,21,27-28 18,29 87

くさきだいら 草木平 上村 下栗 1041､1049～1058,1073～1080 23,26 26

くさきばやし 草木林 竜丘 長野原 799-807 13 81



79

くさぎばやし 草木林 竜丘 時又 173 14 81

くさばた 草畑 山本 箱川 934

くさやま 草山 上村 下栗 1225～1228 23 26

くした 櫛田 鼎 一色 376,406-414 8,9 14

くしろ クシロ 飯田 羽場 900-901 8 18

くすまき クスマキ 南信濃 和田 265ﾊ,ﾆ,271～278ﾛ 18,29 29

くずれいわ 崩岩 龍江 今田 833-837 11 9

くだり 下り 山本 箱川 902,907

くだり 下リ 上郷 飯沼 １１５２，１１６２ 14 44

くちあけづか 口明塚 座光寺 原 832-833 3 15

くちあけづか 口明塚 座光寺 松林
2113-2114,2139-2140,2150-2152,2187-
2190,2194-2200,2219-2222,2230-
2231,2232,2243-2253,2271-2272

5 15

くちあけづか 口明塚 座光寺 唐澤 2288-2289 7 15

くつうちば クツウチバ 上村 上町 556-3～13

くつかけ 沓掛 山本 山本 6651-6652

くつがた クツ形 松尾 毛賀 1744-1770 8,12 11

くぬぎだいら 椚平 龍江 安戸 6546-6942 4 62

くねが クネガ 下久堅 下虎岩 1581-1587 11 26

くねきわ クネキハ 千代 下村 1418 3 116

くねぎわ く祢ぎは 山本 久米 1914-1915 32 148

くねした クネ下 伊賀良 大瀬木 ４２９２－４３２２ 89

くねした く祢下 山本 久米 1610-1611,1623-1626,1632 32 140

くねそえ ク子ソヘ 伊賀良 中村 ２０８０－２０８２ ###

くねそえ クネソヘ 伊賀良 中村 ２５２７－２５２８ ###

くねぞえ 久祢添 三穂 伊豆木 2713-2716 9 34

くねぞえ く祢そへ 山本 久米 524-528 31 123

くねぞえ 久弥添 伊賀良 中村 ６９９－７００ 99

くねのそと ク子ノ外 山本 箱川 929,935

くねのはな ク子ノ花 山本 山本 514-525 22 4

くねやま 九根山 飯田 山 8133-8138

くのき 九ノ木 伊賀良 北方
１８８５－１８９７，１９００－１９０６，１９９５－１９９９，
２００７ 64

くぼ 久保 伊賀良 大瀬木 ４１８４－４１９５ 89

くぼ 久保 伊賀良 上殿岡 ５７３－５７６ 16

くぼ 久保 伊賀良 北方 ２９６８－２９７８ 71

くぼ 久保 鼎 上山 1983-2000 19 14

くぼ 久保 鼎 中平 2001-2011 12 14

くぼ 久保 鼎 名古熊
1651-1656,2206-2218,2614,2630-2641,2654-
2703

13 14

くぼ 久保 上郷 飯沼 2060ﾉ２－２０６５，２０９１－２０９３ 15 55

くぼ 久保 上郷 飯沼 ２９８８－２９９１

くぼ 久保 上郷 別府

７８２－７８３，７８６－７８７、１１００－１１０１，１１１５
－１１１６，１２２２－１２２３，１２２５－１２２７，１２３２
－１２３８、２４５０－２４５１，２５４１、２５４３－２５５
２，２５５４－２５５７

16 93
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くぼ 久保 上久堅 越久保 3641､3643-3658,3660-3661 16 32

くぼ 久保 上久堅 蛇沼 6896-6904 11 60

くぼ 久保 下久堅 柿ノ沢 1128,1130 7 61

くぼ 久保 千代 下村 1133､1153ｲ､1154-1157,1170 5,6 107

くぼ 久保 千代 米峰 3784-3785,3792-3794 9 171

くぼ 久保 千代 米川 2210-2221 21 58

くぼ 久保 三穂 下瀬 242ロ-249 18,19 82

くぼ 久保 山本 久米 512-513 31 123

くぼ 久保 山本 竹佐 641,644-645,647-648 20 74

くぼ 窪 飯田 羽場 1400ｲ､1401 4 26

くぼ 窪 上郷 別府 ７５６－７６１，７８８－７９２，７９９ 16 93

くぼ 窪 三穂 伊豆木 1502ロ-1516 7,1 20

くぼ 久保 座光寺 原 1238-1269､1271-1272,1337-1338 2 15

くぼ 久保 座光寺 高岡 4768-4771,4815-4817 10 15

くぼ 久保 座光寺 上野 3059-3060,3253,3433ﾆ,3434ﾆ 6 15

くぼ 久保 座光寺 萬才
1219ﾛ,1226-1230,1414ﾛ,1419ﾎ､1422-
1446,1461-1463

6 15

くぼ 久保 竜丘 時又 72-79,97-100 17 80

くぼ 久保 竜丘 駄科 2642-2645 17 80

くぼ 久保 竜丘 長野原 697-700 17 80

くぼがいと 久保垣外 伊賀良 北方
１３０２－１３０３，１３３１－１３３２，１３３６－１３
４２，１３４９－１３５１，１３７５－１３７６

57

くぼがいと 久保垣外 上郷 飯沼 ２０７９－２０８２ 15 55

くぼかわ 久保川 伊賀良 北方 １５４９－１５５４，２０８７－２０９７ 61

くぼざいけ 久保在家 竜丘 桐林 802-815 13 125

くぼじり 久保尻 上村 程野 312

くぼじり 久保尻 下久堅 小林 3006 6 82

くぼじり 久保尻 千代 下村 1489

くぼじり 久保尻 竜丘 桐林 677,688,692-716,729-783,816-845 13 125

くほだ クホ田 下久堅 下虎岩 1097-1106 11

くぼた 久保田 伊賀良 上殿岡 ３５０，３６４－３７３，３７９－３８２ 12

くぼた 久保田 伊賀良 北方 １２１２－１２１７ 55

くぼた 久保田 伊賀良 中村 １４６－１４８ 93

くぼた 久保田 上郷 飯沼
１１６８－１１８１，１２０１－１２０２，１２０８－１２１０，
１２１５－１２２１、１２８９－１２９３、３０１１，３０３７－
３０３８

14 44

くぼた 久保田 上郷 黒田
２５－２７５４９－５５９，５７７－５９７，１２６０－１２６
１，１６１２－１６１６，２７６７－２７６８，２７７３－２７８
１，２８１５－２８２５

9 1

くぼた 久保田 上郷 別府 １３１０

くぼた 久保田 上郷 南条 ３５２３－３５２４ 15 76

くぼた 久保田 上久堅 下平 221ﾉ5-221ﾉ6､649-690,935-968 1,3 4

くぼた 久保田 上久堅 堂平 9313-9316,9320,9382 4

くぼた 久保田 上久堅 蛇沼 6881-6884 11 60

くぼた 久保田 川路 841-897 6 14
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くぼた 久保田 下久堅 下虎岩 1083-1086,2076-2099 11

くぼた クボタ 下久堅 下虎岩 2825-2826

くぼた 久保田 下久堅 知久平 1018-1035,1037-1069 3

くぼた 久保田 下久堅 南原 217-220,232-237 4

くぼた 久保田 龍江 今田 3810-3841 3 42

くぼた クボタ 竜丘 駄科 786-788,1325  96

くぼた 久保田 千代 米川 2266-2270,2303-2304 20 59

くぼた 久保田 松尾 清水 4701-4783,4788-4790 11,13 7

くぼた 久保田 三穂 伊豆木 2274-2280 8 28

くぼた 久保田 三穂 伊豆木 3263-3270 9

くぼた 久保田 山本 久米
131-134,167-168,602-605,1883,2056,2127-
2129

31,33 117

くぼた 久保田 山本 竹佐 598,619-620,634 20 74

くぼた 久保田 山本 山本 4193-4208,5509-5514,5523,5982-5993 9,10 39

くぼた 窪田 飯田 羽場 1033-1034，1049,1052-1053,1393-1396 5 21

くぼた 窪田 飯田 丸山 4873-4902 12 30

くぼた クボ田 竜丘 駄科 785 96

くぼた 久保田 座光寺 共和 4376-4380 12 16

くぼた 久保田 座光寺 高岡 5032-5034,5086 11 16

くぼた 久保田 座光寺 中羽場 4404-4407,4411,4426-4429 12 16

くぼた 久保田 座光寺 南市場 3874-3877 12 16

くぼた 久保田 竜丘 上川路 420-422 5 153

くぼた 久保田 竜丘 桐林 264-278,1767-1774 13 153

くぼた 久保田

竜丘

駄科 311-313,612-,614-617,619,632-633,760,772-
777,789-793,796,800-812,814-824,828,830-
831,1326-1328,1332-1341,1352-1360

9

96

くぼだ クボダ 下久堅 上虎岩 1234-1237 17 137

くぼたこりえ 久保田仔リヘ 伊賀良 中村 ２６９３ ###

くぼたぬま 久保田沼 上郷 黒田 ２７６９－２７７２、２７８２ 4 21

くぼたぼら 久保田洞 竜丘 桐林 239-263 13 122

くぼたぼら 久保田洞 竜丘 時又 1186-1190 13 122

くぼはた 久保畑 上久堅 森 4289-4292ｲ､4407-4409 17 35

くぼはた 久保畑 三穂 伊豆木 3784-3785 　

くぼはた 久保畑 山本 竹佐 640,649,658 20 74

くぼばた 久保畑 山本 箱川 258-261,264-266,270 18 94

くぼばた 久保畑 山本 山本 2980-2982 9 31

くぼばた 窪畑 三穂 立石 938-939 　

くぼばた 久保畑 上郷 黒田 ５３９０－５３９５ 9 105

くぼばた 久保畑 下久堅 小林 840

くぼやま くほ山 山本 久米 2203 33 152

くぼやま 久保山 上久堅 中宮 363 1 6

くまぞうれ 熊造連 千代 法全寺
2330-2331,2334-2335,2338-2345,2348-
2351，2352-2357

22,23 61

くまの 熊野 飯田 飯田 636-638 18 41
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くまの クマノ 下久堅 上虎岩 713-714 15 130

くまのかわ 熊ノ川 上村 中郷 427～430,442～444,455-ﾛ 12,17 26

くまのかわ 熊ノ皮 松尾 明 5171-5179,5194-5200,5301-5347,5356-54237,9 8

くまのかわ 隅ノ川 竜丘 駄科 279,281,288,275 9 95

くまのかわ 能ノ川 下久堅 南原 1263-1267 4 120

くまのかわ 熊ノ川 竜丘 駄科 291,293-294 9 95

くまのした 熊ノ下 南信濃 木澤 1185～1186 15 30

くまのしゃ 熊野社 千代 米峰 3709 10 170

くまのたけ 熊ノ丈 南信濃 木澤 1005～1007 14,15 30

くまのち 熊ノ地 南信濃 和田 25～26ｲ,30～31 19,20 30

くまのち 熊野地 南信濃 和田 26ﾛ 19,20 30

くまのばやし 熊ノ林 下久堅 下虎岩 501-502 10 6

くまぶし 熊伏 南信濃 八重河内 902～905 55 30

くまぶし 熊伏 南信濃 八重河内 902 49,54 30

くまよけ 熊除 南信濃 南和田 1111ﾛ

ぐみがだいら グミｹ平 千代 法全寺 2844乙ﾋ,2849 34 71

くみだ 組田 座光寺 共和 4014-4017 12 7

ぐみだ グミ田 座光寺 南市場 3627-3634 11 7

くみたいら クミ平 上村 程野 236-6,7,ﾛ～ﾎ 4,6

ぐみのき ぐみの木 上久堅 蛇沼 7180-7329,7330-7348 11 62

ぐみのき グミノキ 山本 山本 2814-2823 6 29

くめがわばた 久米川端 川路 1299-1307 3

くめがわばた 久米川端 山本 竹佐
791-795,799,963,990-992,1037-1039，1075-
1076

21,28 78

くめはち 久米八 伊賀良 上殿岡 55 6

くもんじ 久門地 山本 山本 1407-1409 3 14

くもんじばた 久門地畑 山本 山本 2005 14

くもんじやま 久門地山 山本 山本 6617-6628 3 14

くもんじょ 公文所 伊賀良 中村 ２６１１－２６１３，２６２４ ###

くもんじょ 公文所 竜丘 桐林 931-942 13 126

くらがいと 倉垣外 座光寺 恒川 4602-4618,4621,4644-4648 11 16

くらがいと 倉垣外 座光寺 清水 4656-4660 16

くらがり クラガリ 上村 程野 16-2,13～15, 18,　18-1～7,ﾍ 4,6 26

くらがりぼら くらがり洞 伊賀良 中村 ６１９－６２０ 98

くらた 倉田 龍江 今田 2283 6 27

くらだいら クラ平 上久堅 越久保 2599-2601

くらにし 蔵西 鼎 下山 1165-1169 12 14

くらのいり 倉ノ入 上久堅 平栗 6394-6410 10 56

くらのさわ 倉ノ沢 南信濃 南和田 841 39 31

くらのした 蔵ノ下 竜丘 桐林 279-283,316-319 13 122

くらのたいら クラ平 上村 中郷 477 17 27

くらのだいら 蔵ノ平 竜丘 長野原 425-427 13 75

くらはた 鞍畑 龍江 今田 3369-3371 7 35
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くらぼね 鞍骨 鼎 下茶屋
1368-1370,1488ｲ,1489-1493,1503ﾛ,1507-
1517,1521-1528,1533-1544

12 15

くらぼね 鞍骨 鼎 下山 1521-1528,1533-1544 12 15

くらもと クラ本 龍江 今田 3609-3618 3 39

くらもと 蔵本 龍江 尾科 9395-9401 18 103

くらもと 藏本 千代 米峰 3950 9 174

くらやしき 藏屋敷 伊賀良 北方 １２５９－１２６０，１２６４－１２７０ 57

くらやしき 藏屋敷 上郷 飯沼 ２５４３ 14 61

くらやしき 藏屋敷 山本 久米 1455,1947-1948 29,33 140

くらやしき 藏屋敷 山本 山本 2071-2074 6 21

くりえだ 栗枝 三穂 伊豆木 6241-6254 　

くりからほら クリカラ洞 上久堅 小野 5562 8 47

くりきいり 栗木入 伊賀良 中村 ３６６ 97

くりさわ 栗沢 上郷 別府
１００８－１０１７、１６６９－１６７１，１７４４、１７４６，
１７６８－１７７３、２１０４－２１０９ 16 74

くりさわ 栗沢 上郷 別府 ２１０４－２１０９ 11 74

くりさわ 栗澤 上郷 南条
３４８１－３４８２、３５０３－３５０４、３６７６－３６８３、
３６８８－３６９３、３７７３ 16 74

くりした 栗下 上村 上町 832～841,846～848,851,852 20,22 27

くりしろ 栗城 上村 程野 52 7 27

くりのきだ 栗ノ木田 山本 竹佐 982-983,995-996,999-1000 21 82

くりばやし 栗林 上久堅 下平
8045-8068,8095､8099-8100,8127-
8138,8158,8160-8161

3 70

くりばやし 栗林 上村 上町 602-603

くりはら 栗原 山本 箱川 660-665,670-673 16,17 100

くりや クリヤ 上郷 飯沼 ２５８１－２５８７，２５８９－２５９０ 14 63

くりやばた 栗屋畑 上郷 飯沼 ２５７４ 14 63

くりやばた 栗矢畑 上郷 飯沼 ２５８０ 14 63

くりやもと 栗屋元 上郷 黒田 ３２－４８ 5 1

くりやもと 栗谷本 伊賀良 中村 ２２１７－２２１８ ###

くりわた 栗綿 伊賀良 北方 １２４７－１２５１ 56

くるまかわばた 車川端 鼎 中平 2521-2523 8 15

くるまだ 車田 上郷 別府 １３８５ 16 97

くるまば 車輪場 上郷 黒田 ２９１－２９８ 10 4

くるまや 車屋 伊賀良 上殿岡 ８３８，９０３－９０４ 22

くるまや 車屋 南信濃 和田 1849ﾛ

くるまわ 車輪 上郷 黒田 ２６９－２７１ 10 4

くるみ くるみ 山本 箱川 24,903 18 87

くるみ クルミ 山本 箱川 897-901 16 105

くるみ 久留見 山本 箱川 990-1000 16 105

くるみかいと 胡桃垣外 三穂 伊豆木 4505-4517 ,16 53

くるみくぼ 胡桃久保 南信濃 南和田 61～62 42 31

くるみくぼ 胡桃久保 南信濃 南和田 1114 28 31

くるみくぼ クルミクボ 南信濃 南和田 1115

くるみくぼ 胡桃久保 南信濃 南和田 269
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くるみざわ 胡桃沢 下久堅 知久平 1099-1108 3 97

くるみだ くるミ田 山本 久米 1397-1398 28 138

くるみとおり 胡桃通 南信濃 南和田 829 39,41 31

くるみとおり クルミ通リ 南信濃 南和田 827～828，830 39,41 31

くるみのき クルミノ木 飯田 羽場 1332-1333､1336 7 25

くるみぼら クルミ洞 山本 箱川 24ﾉ2-24ﾉ3 18 87

くるみやま クルミ山 南信濃 南和田 309 26 31

くるみやま 胡桃山 南信濃 南和田 779 40 31

くれぬま クレ沼 上郷 黒田 １２０９－１２１４ 5,9 11

くろいし 黒石 龍江 大屋敷 9588-9589 24,25 108

くろいし 黒石 千代 芋平 1558-1559 17 41

くろいし 黒石 千代 米峰
3708,3710,3803-3804,3811-3824,3839-
3842,3939ｲ

10 169

くろいわ 黒岩 飯田 羽場 1977-1984,1993-2004 4 27

くろいわ 黒岩 下久堅 柿ノ沢 739,770,1057 19 57

くろいわ 黒岩 龍江 今田 1060-1070 11 11

くろいわ 黒岩 山本 箱川 511,523-524,723-724,728-732,1165-1166 13,17 99

くろいわほら 黒岩洞 千代 荻坪 588-547 16 16

くろかわ 黒川 上村 中郷 503～508,521～529ﾛ 16,19 27

くろかわむかい 黒川向 上村 中郷 487 16,19 28

くろさわ 黒沢 下久堅 南原 1-7,15-40 1 103

くろさわばた 黒澤端 鼎 切石 4313-4327,4332-4335 5 15

くろさわばた 黒澤端 鼎 下山 3148-3150 12 15

くろさわばた 黒沢端 鼎 上山 2556-2557 8 15

くろさわばた 黒沢端 鼎 下茶屋 1220-1231,1235-1242,1284-1338

くろせがふち 黒瀬ｹ淵 竜丘 時又 110-114 17 81

くろせがふち 黒瀬ｹ淵 竜丘 長野原 703-707 17 81

くろのた クロノ田 南信濃 木澤 306 3 32

くろべえはた 九郎平畑 千代 下村 829-830 4 100

くろみぼら 黒見洞 下久堅 柿ノ沢 3348-3355,1527-1533 7,19 62

くわた 桑田 座光寺 中羽場 4475 12 16

くわのきばら 桑木原 伊賀良 北方 ３６９－３７７，４３９－４４３，５３２－５５１ 45

くわばら 桑原 上村 上町 579 19 28

くわばら 桑原 南信濃 南和田 832，843～845 39,41 32

くわはらた 桑原田 山本 竹佐 748-749 28 77

くわばらだ 桑原田 上郷 別府 ４９６，５００ 21 88

けいかいさん ｹｲｶｲ山 竜丘 駄科 1956-1957 7 115

けいかいざん 荊界山 伊賀良 北方 １０８５ 63

けいかいざん 境界山 竜丘 駄科 1955,1969,1975 7 115

けいし 桂子 飯田 丸山 6966

けいだいにし 境内西 竜丘 上川路 993-997 12 161

けいだいひがし 境内東 竜丘 上川路 1002-1006 12 161

けがさわ ケガ沢 鼎 名古熊 711-712
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けがさわ ケガ沢 松尾 毛賀
1-40,53-72,1430-1509,1534-1565,1329-
1409,1771-1793

4,12 9

けがさわ 毛賀沢 伊賀良 上殿岡
８０５，８２６－８２７，８５６－８８０，８８２－８９
１，８９３－８９７，９０５－９０７，９１７

22

けがさわ 毛賀沢 鼎 名古熊

685-688,691-692,695-696,702,704-
710,714-1003,1005-1006,1008-
1035,1040-1043,1053,1101,1168-
1179,1184-1188,1196-1200,1201-
1216,1221-1227,1231,1237-1240

9,10 15

けがさわはば 毛賀沢ﾊﾊﾞ 竜丘 駄科 1733 9

けがさわひら 毛賀沢平 竜丘 駄科 1734-1735,1737-1738 9 84

けがさわびら 毛賀沢ビラ 鼎 名古熊 1050-1052,1180,1189-1195,1217-1220,1232-12379,10 15

けがさわびら 毛賀澤ﾋﾞﾗ 竜丘 駄科 26,47-48  84

けがちだ 毛勝田 座光寺 萬才
1865-1868,1888,1890,1873-1874ｲ,1875-
1884

7 16

げきやしき 外記屋敷 飯田 飯田
315-321,323-327,329-331,333,335-
338,340,341-343

17,18 39

げきやしきばば
外記屋敷馬
場

飯田 飯田 339 18 39

けけした 欠下 松尾 明河原
7469-7509,7512-7522,8282-8284,8293-
8299,8466-8494

9,10 15

けさはねば 今朝ハネバ 上村 中郷 421 14 28

げずいもん 外水門 上郷 飯沼

１４､16,17,26-27,32-33,39-40,41ﾉ3,43-44,46-
47,49ﾉ2,51-52,54-55,58,61,64,67ﾉ2,76,79ﾛ､82ﾉ
2,88ﾉ１，９７－９８，１００－１０１，１０３－１０
４，１０６，１１０，１０９

19 33

けだし ケダシ 上郷 飯沼 １１８４－１１８６ 14 45

けだし けだし 三穂 伊豆木 1599ロ 7,8 21

けだし けだし 三穂 伊豆木 1604ニ-1613 7,1 21

けったぼら ケッタ洞 千代 田力 52-64,68-75 14,16 2

けったぼら けった洞 龍江 雲母 9265-9279 20 99

けやきぼり 槻堀 飯田 飯田 674

けらだ ケラ田 山本 山本 3599-3609､3719-3726

けん ケン 南信濃 木澤 591 5 32

げんこう 源光 上郷 飯沼 １８３８－１８４６ 15 52

げんごへい 源吾平 鼎 名古熊 1106-1108 16 16

げんじがいと 源氏垣外 伊賀良 大瀬木 ３９９６－４００８，４１９６－４１３４ 88

げんじまえ 源二前 千代 下村 1914 6 126

けんじょうがいと 見城垣外 上郷 黒田 ７３２－７５２ 5 7

げんしろうはやし 源四郎林 三穂 伊豆木 1848-1849イ 8 24

けんせいづか 兼清塚 竜丘 桐林 2041-2044,2050-2051,2053-2,2058 11 137

げんぞういり 源蔵入 山本 山本 6456-6457

げんだ 源田 上郷 飯沼 １８８９－１８９５ 15 53

げんたかいと 源太垣外 三穂 伊豆木 1826-1834 8 24

げんたろうざか 源太郎坂 山本 竹佐 478 29 71

げんたろうざか 源太郎坂 山本 箱川 4-6,8 18,29

げんたろうまえ 源太郎前 千代 毛呂久保 2068
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けんちょう ケンチャウ 龍江 石林 8604 21 80

げんちょうなぎ ｹﾞﾝﾁｬｳﾅｷﾞ 竜丘 駄科 1229,2534-2539 13 120

けんまつ ケンマツ 上村 下栗 1305 23 28

こあいだ コアイダ 上郷 黒田 ３２１２－３２２１、４１１４ 3 27

こあみ 小あみ 三穂 伊豆木 1160-1161 8 16

こあらし 小嵐 上村 程野 75ﾊ､　76 6 28

こあらしばた 小嵐畑 飯田 山 7599-7600

ごあん 御庵 龍江 今田 2335-2336 6 28

こいくびざわ コヒタビ沢 上村 下栗 943 31 29

こいけ 古居家 上郷 飯沼 ２５６５ 14 62

こいけ 小池 南信濃 和田
1646ﾊ,2158ﾛ,2164ﾛ,2165ﾛﾆ,2170ﾛ,2266～
2267,2269

33 33

こいけ 小池 南信濃 和田 1632～1636ｲ,1637～1638 31,33 33

こいけ 小池 山本 山本 2334-2349 21 25

こいけ 小池 竜丘 桐林 3074-3104,3216-3275 12 143

こいけ 小池 竜丘 時又 1222-1247 12 143

こいけたいら 小池平 南信濃 和田 2277～2280,2281-2～2282ﾛ 33 33

こいけっぱら 小池原 南信濃 和田 2281ｲﾛﾊ 33 33

こいけはば 小池羽場 竜丘 桐林 3276-3277 12 144

こいさく 鯉作 上郷 飯沼 １８０９－１８１５ 15 52

こいしざわ 小石沢 上久堅 落倉 5959-5968,5970-5988 21 51

こいそだ コイソダ 上久堅 原平 1278 12 14

こいだ 鯉田 上郷 飯沼 １８１６－１８１８ 15 52

こいだ 戀田 山本 久米 1628,1657,1675-1695,1697 32,34 141

こいだ コイダ 上久堅 越久保 2794ﾛ､2797-2827,2830ﾛ-2837ﾆ 18 26

こいなば 小稲場 三穂 伊豆木 274-290 15 7

こいませ 恋ませ 山本 久米 662ﾛ,717-733 123

こいませ 恋ま勢 山本 久米 519-520,540-543､662ﾛ､664,717-733 31,32 123

こいり 小入 三穂 伊豆木 684-690 8,9 12

こいり 小入 山本 久米 323-324,327-338,201ﾎ-201ﾁ,293

ごうぐらまえはた 鄕藏前畑 山本 山本 2052

こうざ カウザ 下久堅 下虎岩 1453-1456,1849-1850 14,16 23

こうざ コウザ 下久堅 下虎岩 1452 14,16 23

こうさか 幸坂 三穂 伊豆木 3594-3601イ 10 43

こうし 孝志 下久堅 知久平 768

こうじ 小路 上久堅 下平 7874-7952ｲ 3 69

こうじかいと コウジ垣外 龍江 今田 3842-3846 3 42

こうじぼら 光地洞 山本 久米
905-908,923-927,991-993,996-1002，
1005-1006，1008，1028，1032-1035，1039-
1040，1055ﾛ

28,32 130

こうじや 糀谷 千代 荻坪 453 19 13

こうじょうした 古城下 座光寺 高岡 5021-5025 11 17

こうしろ コウシロ 下久堅 柿ノ沢 532-541,554-555 19 53

こうしろ 小背 上久堅 下平 63-84 2,3 2
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こうしん 孝心 伊賀良 上殿岡 ３２８－３３９ 11

こうしん 庚申 上久堅 小野 5440 17 46

こうしん 庚申 千代 毛呂久保 2039ﾛ 6 129

こうじん 幸神 下久堅 南原 1207-1212 4 119

こうじん 幸甚 龍江 今田 3278-3290 7 33

こうじん 荒神 川路 3136-3147 6 33

こうじん 幸神 座光寺 上野
3107-3115,3119-3120,3134-3137ｲ,3138-
3141

6 17

こうじん 幸神 座光寺 南市場 3579-3590ｲ 11 17

こうじん 荒神 竜丘 桐林 1761-1766,1775 11 59

こうじん 荒神 竜丘 時又 485-489 14 59

こうじん？ 幸神 竜丘 桐林 866-881 13 125

こうじんだ 幸甚田 龍江 今田 3375-3378 7 33

こうしんだいら カウシン平 下久堅 下虎岩 664-666 11 7

こうじんだいら 荒神平 伊賀良 中村 ２５９４－２６００ ###

こうじんだいら 荒神平 鼎 名古熊 1110-1116 14,16 16

こうしんづか 庚申塚 三穂 伊豆木 5830-5839 16 72

こうしんどう 庚申堂 千代 大郡 3091 20 153

こうしんどう 庚申堂 千代 毛呂久保 2667ｲ 7 143

こうしんばた 庚申畑 上郷 黒田 ７２１－７２３ 5 6

こうじんばた 荒神畑 山本 山本 2776-2785 6 29

こうしんばら 孝心原 下久堅 下虎岩 846-849,852-853 11 7

こうしんばら 庚申原 伊賀良 上殿岡 ３１６，３１８－３２０，３５５－３５６ 11

こうしんばら 庚申原 伊賀良 北方 ２８８ 44

こうしんばら 庚申原 上郷 南条 ３２６６－３２６７ 10 71

こうしんばら 庚申原 下久堅 下虎岩 567-570 13 7

こうしんばら 庚申原 上郷 黒田 １３、１８２９ 5,9 1

こうしんばら 庚申原 上郷 別府 １３６１－１３６８、１６４９－１６５０ 11,16 71

こうしんぼら 庚申洞 山本 箱川 9-10 18 86

こうしんゆわ 庚申岩 南信濃 和田 1103ﾛ

こうすい 小臼井 竜丘 駄科 2473-2476,2483,2496 2 112

こうすい 小臼井 竜丘 駄科 2699-2700,2706-2709 7,8 112

こうすいぼら 小碓井洞 竜丘 駄科 2701 8 112

こうすいぼら 小臼井洞 竜丘 駄科 2702-2703 112

こうすけぼら 幸助洞 三穂 伊豆木 6299-6362イ 17 76

こうそだ コウソ田 上久堅 森 4367,4369,4399ﾛ-4400,4401-4406 18 36

こうそだ こうそ田 上久堅 森 4309-4312 17 36

こうそだ こふそ田 上久堅 森 4365-4367,4368,4370-4372,4348-4399ｲ 18 36

こうた コウタ 南信濃 和田 929 29 33

こうだい 香臺 上村 中郷 285,285-1,2,ﾊ､ﾆ 13 29

こうちゅうだ かうちう田 龍江 大屋敷 9590-9607 24,25 108

こうてつ 香テツ 上村 程野 327 13 29

こうど コウド 下久堅 下虎岩 1927 16 31
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こうとうぼら 幸藤洞 上久堅 原平 1352-1394 13 14

こうとくじ 興徳寺 三穂 伊豆木 70-74 15 3

ごうのさわ 鄕ノ沢 千代 法全寺 2586-2590,2592,2596-2611 23,25 67

こうのた コウノタ 南信濃 和田 930

こうふくじ 光福寺 上久堅 下平 238-244,246-276 3 5

こうもりいわ カフモリ岩 上久堅 下平 8001-8004 4 70

こうや 高野 鼎 下山 834-836 12 16

こうや 紺屋 三穂 伊豆木 4759-4760ハ 11 56

こうや 高野 竜丘 上川路 609-611,673-676,729-744,756-ﾛ 5 156

こうやがいと 紺屋垣外 飯田 丸山 6564-6600 7 32

こうやだいら 高野平 竜丘 時又 514-516,519 14 61

こうやづくり 高野作り 龍江 尾林 8393-8399 22 77

こうりん 光林 龍江 今田 2430 6 30

こうりんざん 高林山 竜丘 駄科 1663 10 113

こうろうし 小嵐 南信濃 南和田 797ﾛ

こうろうし 小嵐 南信濃 八重河内
883-1,ﾛﾆ,906～1016,1018～1020,1022～
1043,1045､1046､1048ﾛ,1062ﾛ,1083ﾊ

50 33

こうろうし 小嵐 南信濃 八重河内 1044 49,54 33

こうろうしやま 小嵐山 南信濃 南和田 797

こえくぼうしろ 越窪後 龍江 雲母 9194-9198 19 97

こえだ コエダ 上村 中郷 467 17 30

こえだ 越田 千代 米川 997-1000,1003-1009,1035-1046 20 25

こえだ 小枝 上村 中郷 486-1,ﾛ 17 30

こえだ 肥田 三穂 伊豆木 75-76 15,16 3

こえだよこた 越田横田 千代 米川 1001-1002 20 25

こえつぼ 越坪 千代 米川
2008-2032,2033ﾛ,2043､2045-2048､2049-
2058ｲ､2095-2097,2198

21,22 55

こえつぼいり 越坪入 千代 米川 2058ﾛ-2059,2063-2064,2069-2072

こえもんだ 小右ヱ門田 千代 田力 172-174

ごえもんだ 五右ヱ門田 上郷 飯沼 １９７６－１９９１ 15 54

こおげ 小ヲゲ 千代 大郡 3078ｲ､3079 19 159

こがいと 小垣外 上久堅 蛇沼 6844-6864 11 60

こがいと 小垣外 龍江 雲母 9247-9249 19 99

こがいと 小垣外 千代 下村 419-425,445､451-452 3 93

こがいと 小垣外 三穂 立石 312-326 12 94

こがいと 小垣外 山本 箱川 693-694,697-700,707-708 16,17 102

こがいと 小垣外 伊賀良 北方 ８３８－８４９，９４２－９７１ 50

こがいと 小垣外 川路 1020-1026 2 9

こがいと コガイト 南信濃 和田 1701 21 34

こがいと 小ガイト 南信濃 和田 1716 21 34

こがいとはたたなり 小垣外田成 伊賀良 中村 ２３８１－２３８２ 95

こがね 小金 龍江 今田 4749-4766 7

こがねいわ 小金岩 上久堅 大鹿 8882,8883ﾛ､8889-8895 6 79



89

こがねのほとけ 小金ノ佛 龍江 今田 2183-2192 7 26

こきたざわ 小北沢 上村 程野 10-ﾛ

こきつねぼら 小狐洞 伊賀良 三日市場 ２０１５－２０２０ 39

ごきのめん ゴキノメン 座光寺 南市場 3870-3873 11 17

こくぞ コクゾ 上村 中郷 340-4,5,9,ﾘ 15 30

こくぞうめん 虚空蔵免 千代 毛呂久保 2140 7 132

こぐち 小口 千代 大郡 3215-3216,3220-3221 20 160

こくぼ 小久保 千代 下村 1710-1712､1749,1757ｲ､1758 36 121

こくぼきたむかい 小久保北向 千代 下村 1757ﾛ 36 121

こくら 小倉 伊賀良 大瀬木 ８０６－８２３ 77

こぐら 小倉 千代 大郡
2676-2697､2702ﾛ-ﾍ､2731-2732,2765ｲ､
2766ｲ､2768ｲ､2769-2770ｲ､2771-
2775,2777-2779

7,8 143

こぐらとうげ 小倉峠 千代 大郡 2766ﾛ 8 143

こぐらむかい 小倉向 千代 大郡 2702ｲ､2703-2704,2742-2743 7 143

こぐらやま 小倉山 千代 大郡 2768ﾛ 8 143

こぐり 小ぐり 千代 大郡 3625-3626ｲ､3627,3634,3644 10 165

こぐるみ コグルミ 上久堅 越久保 3459-3475,3477-3496,3498-3523 16 30

ごけばた ゴケ畑 飯田 羽場 255-266 13,14 6

ごこくめん 五石免 三穂 立石 511-513 12 98

こごし 小越 南信濃 南和田 20～22,39,46～54 42 34

こさかばた 小坂畑 伊賀良 中村 １０５５－１０５６ ###

こさかばたたなり 小坂畑田成 伊賀良 中村 １０６２ 95

こさく 小作 竜丘 駄科 2557-2564 13 75

こさく 小作 竜丘 長野原 404-416,443-458 13 75

こざく 小作 竜丘 時又 41-45 17 75

こさくだ 小作田 下久堅 小林 265-275 7 72

こざしば コザシバ 南信濃 南和田 86～87 42 34

こさらだ 小皿田 千代 毛呂久保 2382-2403,2405,2505-2506､2507ﾛ 7 137

こざわ 小沢 上村 程野 30,40 6 30

こざわ 小沢 上久堅 上平 1992-1994,1996-2014,2064-2072,2074-207713 21

こざわ 小沢 上久堅 下平
8343-8387,8390-8418,8518-8530,8566，
8767-8777，9146-9147

4,5 72

こざわ 小沢 上久堅 堂平 9270-9276、11896-11904 4,6 21

こざわ 小沢 下久堅 下虎岩 1679-1686,1738,1759,1764-1771,1744 14 28

こざわ 小沢 龍江 今田 4657-4678 7 52

こざわ 小沢 千代 下村 1497

こざわぐち 小沢口 上久堅 大鹿 8757-8762,8778-8780,8794-8795 6 77

こざわど 小沢戸 上村 程野 26-12

こざわば 小沢塲 南信濃 南和田 88

こさんかくだ 小三角田 上郷 別府 ３２７

こしき こしき 山本 竹佐 569-571,581 20 74

こじきあらし ｺｼﾞｷｱﾗｼ 竜丘 上川路 362-365 5 152

こじきあらし 乞食ｱﾗｼ 竜丘 上川路 399-402 5 152
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こじきいわ 乞食岩 上久堅 大鹿 8565 5

こしきやま 越危山 千代 下村 1041 5 106

こしじんらく 越神楽 下久堅 稲葉 1529-1534,1536-1545 8 124

こしだ 越田 千代 大郡
3152,3171-3172,3188-3191ｲ,3193-3194,3217-
3222ｲ

19,20 156

こしば 古仕場 上郷 飯沼 ２３５５－２３５７，２３６１－２３７２ 15 59

こじま？ 古じ満 山本 山本 5669-5670

こしまい コシマイ 下久堅 上虎岩 884-892,896-918 15 132

こしまい コシマイ 龍江 安戸 7856-7864 14 66

こしまい 越前 竜丘 上川路 958-999

こしまえ 越前 鼎 名古熊 1121-1122,1136-1167 10 16

こしまえ 越前 三穂 立石 10-40 12 90

こしまえ 越前 上郷 飯沼 ６４０－６４１、１８８８ 15 38

こしまえ 越前 下久堅 小林 560 6 76

こしまえ 古シ前 上久堅 落倉 5703-5709,5738,5741-5743 20 49

こしまえ 腰前 飯田 羽場 162-171 8,13 2

こしまえ 腰前 上久堅 落倉 5702,5710、5737-5740

こしまえ 腰前 龍江 尾林 8401-8402 22 77

こしまえ 腰前 三穂 伊豆木 5252ロ-5258 11 66

こしまえ 腰前 山本 箱川 804-805,811-812 16 104

こしまだ 小島田 座光寺 中羽場 4483-4488 12 18

こしまや 腰馬屋 三穂 伊豆木 3061-3095 9 37

ごじゅうめ 五十目 上久堅 下平 7676-7677、7686-7693 4 67

ごじゅうめ 五十目 上久堅 堂平 9297-9298,9386-9387 4

ごじゅうめ 五十目 上久堅 平栗 6313-6322 10 55

ごじゅうめ 五十目 龍江 石林 8627

ごじゅうめ 五十目 龍江 今田 778-784,2146 11 5

ごじゅうめ 五十目 千代 法全寺 3533､3540ﾛ 11

ごじゅうめはたなり 五十目畑成 伊賀良 中村 １１２，１３６ 91

ごじゅうめひなた 五十目日向 千代 法全寺 3540 11

こじょう 古城 下久堅 知久平 716-717,729,735 3 93

こじょう 古城 座光寺 高岡 5026-5031,5074-5082,5091-5099 11 17

こじょう 小城 座光寺 宮ノ前 2604-2606

ごしょやま 御所山 竜丘 駄科 2444,2450,2459,2464-2471 7 117

こじろ 小城 上郷 黒田 ２９９２－２９９９ 4 24

こしろうひらのい
した

小四郞平ノ井下下久堅 南原 617-618 8 113

こしろばた 小志ろばた 龍江 雲母 9190-9193 19 97

ごしん 伍真 下久堅 知久平 1168-1169,1212,1218-1223 3 98

こしんまえ 古新前 龍江 尾科 9498 19,24 105

こせ 古セ 上郷 別府 １３７０－１７３８ 11,16 97

こせ 古瀬 鼎 下山 1561-1568,1818-1827,1835 12 17

こせ 古瀬 上郷 別府
１３８０－１３８４、１６３２－１６４６、１７９５－１８
０3、１８０５－１８１２

11,16 97
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こせ 古瀬 松尾 城 4301-4348,4381-4400 8 5

こせ 古勢 龍江 今田 3205-3241 2,3 24

こせ 小セ 龍江 今田 4352-4414 3,7 24

こせ こせ 山本 竹佐 274,415 19 68

こせ 古瀬 座光寺 上野 2807ﾊ,2810ｲ 11 18

こせ 古瀬 座光寺 中市場 3509-3511,3530ﾉ12-3530ﾉ13,3531-3534 11 18

こせ 小瀬 竜丘 桐林 1556-1596,1621-1684 8 131

ごせいわ ごせ岩 山本 山本 5081-5091､5093-5096､5067-5070   

こせした 古瀬下 龍江 今田 3202-3204

こせた 古瀬田 下久堅 下虎岩 2778-2780

こせだ コセダ 上久堅 越久保 2336-2344,2376-2400 16 23

こせだいら 古瀬平 座光寺 上野 3489-3494,3503-3505,3507 11 18

こせだいら 古瀬平 座光寺 中市場 3512-3516 11 18

こせと 小セト 南信濃 八重河内 1480～1482

こせと 小瀬戸 南信濃 八重河内 1483～1504,1642～1669

こせど 戸瀬戸 南信濃 八重河内 1650

こぜと 小瀬戸 南信濃 八重河内 1475　,1479､1483～1504 46,48 34

こせはた 小瀬畑 龍江 今田 2059-2063 6 24

こせはら 小瀬原 竜丘 桐林 1468-1555 8 131

こせひら コセヒラ 下久堅 下虎岩 1000-1001,1020-1022 11 16

こせびら コセビラ 下久堅 下虎岩 1042  

こせぼら 小瀬洞 竜丘 桐林 1685-1687,1691-1698 11 131

こぞがいと 小曽垣外 伊賀良 中村 ２６６４－２６６６，２６７５，２６７９ ###

こた 小田 山本 山本 4025-4028､4036-4052,5893-5918 9,11 38

こだ 小田 鼎 一色 77-78 6 17

こだ 古田 上郷 黒田 ７２６－７３１、７５３－７５４，７５８ 5 7

こたいら 小平 南信濃 南和田 1145

こだいら コダイラ 下久堅 下虎岩 1171-1176 11 18

こたか 小高 座光寺 宮ノ前 2644-2649、2651-2652,2663-2666 8 18

こだかやしき 小高屋敷 座光寺 宮ノ前 2658-2659,2661-2662 8 18

こだけ 小竹 伊賀良 大瀬木
１３０１－１３０４，１４５４－１４７９，１４８６－１４
８９，１４９６－１５０２，１５０５－１５１３

79

こたに 小谷 上久堅 下平 8247,8293-8333,8335-8336,8342-8350 4 72

こたまいわ コタマ岩 上村 上町 588 21 30

こたればた コタレ（子離）畑上村 中郷 476 14,17 31

ごたんだ 五反田 伊賀良 中村 ２１０９－２１１１，２１１４－２１１６，２１１８－２１１９ ###

ごたんだ 五反田 鼎 上山 3164-3179 7 17

ごたんだ 五反田 上郷 飯沼 ５５２－５５５、５６６－５７１ 19 35

ごたんだ 五反田 上郷 飯沼 １５１８－１５２２ 14 35

ごたんだ 五反田 上郷 黒田 １１２３、１１２７－１１３５、１２０７－１２０８ 5 4

ごたんだ 五反田 上郷 別府 ５７４－５７５、５８４－５８５ 17 86

ごたんだ 五反田 川路 538-546,789-840 6 16

ごたんだ 五反田 松尾 水城 1632-1653,3701-3725,3758-3760 7 9

ごたんだ 五反田 座光寺 南市場 3566-3577 11 19
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ごたんだ 五反田 竜丘 桐林 1986-1999 11 136

ごたんだ 五反田 竜丘 駄科 296,299,318 9 95

こつかやま コツカ山 山本 山本 276-278 25,26 2

こつた こつた 山本 久米 1790 33 145

こつちじょうろく ｺﾂﾁ城陸 竜丘 駄科 927 16 101

こつつみ 小堤 三穂 伊豆木 4353-4356 17 50

こで 己で 千代 野池 1295 18 32

こてがいり 小手ヶ入 龍江 今田 5613-5653 8,13 58

こでぬき 小手抜 上郷 別府
３３６－３４２，３４４－３４５，３５１－３６２，３６４－３
７６，３７８－３８２，３８４－３８９ 16,21 86

こでら 古寺 川路 898-913 2,6 19

こてらご 小寺子 座光寺 上野 2984,2997,3019-3022 7 19

こてらご 小寺子 座光寺 萬才 1639-1683,1685,1694-1695 7 19

ごてん 御殿 鼎 名古熊
2595-2611,2613,2642-2653,2704-
2709,2718-2724,2730-2781,2828ｲ,2829-
2836

13 17

ごてん 御殿 松尾 八幡原 484-598ﾉ2 2,7 2

ごてんづか 御殿塚 竜丘 駄科 2541-2544 13 67

ごてんづか 御殿塚 竜丘 長野原 72-84,88-89,92,95-96,98,100-103,106 13 67

こどうき 小道木 南信濃 木澤
1189ﾛ～1270,1283～1308，1353～1358、
1309､1271～1282,1291～1297,1347ﾛﾊ

12,15 35

ごとうやま 五斗山 飯田 山 6986

ごとぎり 五斗切 下久堅 上虎岩 1397-1399 24 139

ことはら 琴原 川路 1603-1604,1618-1761 2,3 17

ことや 琴ヤ 千代 下村 1313-1314 6 112

ことよぐち 小樋口 上郷 飯沼 １９６８ 15 54

ことりどや 小鳥ドヤ 千代 法全寺 2978

こなぎ 小ナギ 南信濃 和田 2245～2248 22,24 35

こなこう 小中尾 下久堅 下虎岩 71-90,92-97 12 2

こなるし 小ナルシ 山本 竹佐 29 12 64

こなるし 小なるし 山本 竹佐 43-44,54 19 64

こなんだいら 小南平 上久堅 上平 1493-1499 13 17

こにし 小西 上郷 飯沼 ２６３６，２６３８ 14 63

こねくち 古根口 千代 法全寺 2982-2993 26 73

こねりくぼ コ子リ久保 南信濃 八重河内 1883

この 小野 上村 下栗 958 31 16

この 小野 三穂 伊豆木 2417ニ-2422 3,9 31

このう 小ノフ 上村 下栗 958-1,2,3,　959 31 31

このう 子ノウ 上村 程野 179-1～5 8 31

このう 子ノ尾 上村 程野 179-6,9,ﾛ 8 31

このた 小野田 南信濃 八重河内 1055 50,51 35

このた 小野田 南信濃 八重河内
1056～1058,1079,1126,1274～1279,1285
～1294,1296～1298,1313ﾛ,1329ﾛ,1331
ﾊ,1335ﾛ
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このた 此田 南信濃 八重河内

1049～1053,1065～1075,1077～
1081,1083,1085～1095,1097～1099,1100～
1107,1117,1122,1198～1213ｲﾊ,1334､1386～
1396,

44,50 35

このた 此田 南信濃 八重河内

1047～1048,1054,1059,1076～
1077,1079,1082,1085,1096,1108～
1112,1115,1116,1118～1125,1127～1197,1214,1220
～1234,1240～1273,1280～1284,1295,1297,1299～
1384,1387,1389

49,52 35

このた 此田 南信濃 八重河内
1113～1114,1116～1117,1215～1219,1235
～1239,1397

50 35

このた 此の田 南信濃 八重河内 1063～1064 50 35

このた 小の田 南信濃 八重河内 1060～1062 50 35

このつ コノツ 山本 箱川 14,16,20,23,25-26 18,29 86

こののふはるさ
わ

コノノフハル
沢

上村 下栗 952,953 31 32

このま コノマ 下久堅 上虎岩 1033-1041 17 134

こばし コバシ 上郷 黒田 ２７９１－２７９３、２７９８－２８０７ 4 21

こばしがいと 小橋垣外 上郷 黒田 １８４９－１８５７、１８５８－１８７４ 9 17

こばた 小畑 南信濃 和田 2534 27,28 35

こばた 小畑 千代 野池 1329

こばたかいと 小畑垣外 三穂 伊豆木 4393-4407イ 11 51

こはちだ 小八田 千代 荻坪 472､474-475 16 14

こばやし 小林 伊賀良 中村 ３２１０－３２１１ ###

こはら 小原 三穂 伊豆木 5300-5333 11 68

ごはんまい 御判前 竜丘 上川路 236-247 12 110

ごはんまい 御飯米 竜丘 駄科 1513-1517,1520-1522,1527-1533 10 110

ごはんまいだ 御飯米田 山本 山本 1456-1461

ごはんまえ 御飯前 伊賀良 中村 １７３７，１９７９，１９９１－１９９６ ###

こびえづくり 小ビエ作り 千代 大郡 3235-3237 20 160

ごひゃくばた 五百畑 三穂 立石 494-503 12 98

ごひゃくめ 五百目 龍江 今田 4493-4497 8 5

ごひゃくめ 五百目 千代 米川 885 17 21

ごひゃくめ 五百目 山本 箱川 1141,1144-1147 13 112

ごひゃくめん 五百面 山本 久米 495-496 31 122

こぶけ コブケ 下久堅 上虎岩 727-733,735-742,773-786 15 130

こぶじり コブ尻 山本 山本 6434-6435 4 58

こぶち 小淵 三穂 立石 977ロ-998 6,12 104

ごへいじ 権平治 千代 下村 1186-1189､1199-1203 6 108

こぼら 小洞 下久堅 小林 3314-3316 18 84

こぼら 小洞 龍江 雲母 9091-9094

こぼら 小洞 千代 毛呂久保 2145

こぼら 小洞 千代 法全寺 3611-3627 11,13 86

こぼら 小洞 千代 米川 929 18 24

こぼら 小洞 三穂 伊豆木 167-169 15 5

こぼら 小洞 座光寺 松林 2041-2042,2291-2293 3,8 19
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こぼらうえ 小洞上 座光寺 唐澤 2290

こぼらぐち 小洞口 座光寺 唐澤 2302ｲ-2303 8 19

ごほんぎ 五本木 上郷 黒田
２３２８－２３３１、２７４０－２７６６、３０９４－３０９９，
３１０２－３１０７，３１３０－３１３３ 4,8 20

こまがた 駒形 飯田 羽場 1168ﾉ1-3､1169-1170 8 22

こまがた 駒形 上郷 別府
２６００－２６０１，２６０５－２６０６，２６０８，２６１６－
２６５６，２６７７－２６９１，２６９８，２７０８ 5,6 102

こまがほら 駒ヶ洞 伊賀良 中村 ３４４７ ###

こまがほら 駒ヶ洞 伊賀良 三日市場 ８３５－８３９，１６６０－１６６３ 31

こまき 小牧 三穂 伊豆木 1338-1350 7,14 17

こまきだ 小牧田 三穂 伊豆木 2617-2619 9 34

こまざわ 駒澤 竜丘 上川路 1246-1252 12 142

こまざわ 駒沢 竜丘 桐林 2709-2717,3063-3073,3105-3125 11 142

こまざわ 駒澤 竜丘 時又 1324-1328 12 142

こまざわぞい 駒沢添 川路 1-6,103-112,116ﾛ,117ﾛ 1 7

こましろ 駒城 山本 竹佐 1051-1052,1054-1056,1066 21 84

こまだ コマダ 千代 荻坪 418-423,425-430,435-436ｲ､437 19 12

こまつ 小松 下久堅 南原 1041-1074 4 117

こまつがいと 小松垣外 飯田 丸山 6979

こまつきた 小松北 下久堅 南原 1075-1080 4 117

こまつばら 小松原 上郷 別府
８９９－９０２、１１２７－１１４４，１１６１－１１６９，１１
８０，１１８５－１１８８ 17 93

こまつばら 小松原 上久堅 越久保 3705

こまつりめん 小祭面 伊賀良 中村 １５４９ ###

ごまどう ゴマドウ 竜丘 駄科 2661,2663,2665-2666

ごまばた 胡麻畑 千代 下村 1787-1788 36 122

ごまばた ゴマバタ 千代 下村 1792ﾊ 36 122

ごまばただいら 胡麻畑平 千代 下村 1789-1792ｲ､1796-1799 36 122

こまばやま 駒場山 三穂 伊豆木 2429 　

こまるやま 小丸山 飯田 丸山 5616-5625 7,12 31

こまるやま 小丸山 伊賀良 中村 ６１７，６５０，６５２－６５３ 97

こまるやま 小丸山 伊賀良 中村 ３１９３，３２５１－３２５２ ###

こまるやま 小丸山 三穂 伊豆木 4898ロ-4496ロ 11 58

こまるやま 小丸山 山本 久米 282,293 31 155

こまるやま 小丸山 山本 山本 6707-6709 2 62

ごまんど 五万土 竜丘 時又 200-226,360-379 14 63

ごまんどう 五万堂 竜丘 長野原 318-333,337-339 14 73

ごまんどう 五万洞 竜丘 時又 357-359 14 73

ごまんどう 五万洞 竜丘 長野原 841-849  73

ごまんほら 五万洞 三穂 伊豆木 1144-1148 14 16

ごみだ ゴミ田 下久堅 知久平 1530-1535

ごみだ ごみ田 川路

ごみだ ゴミダ 下久堅 知久平 1483-1492 3 100

こみのぜ 小箕瀬 飯田 羽場 201-208 13 3

こむしざわ 小虫澤 南信濃 南和田 1151
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こめかみ 米カミ 鼎 下山 763ｲ,764ｲ-ﾛ,765ｲ,766-785ｲ,786-789 12 17

こめのはらきた 米ノ原北 座光寺 宮崎 8 2,3 19

こめのはらみなみ 米野原南 座光寺 宮崎 6 3,4 19

こめやま 米山 三穂 立石 41-73 12 90

こもいし 小茂石 千代 下村 1867-1892 6,36 124

こもだて 薦立 上村 程野 236-ｶ､ﾖ 11 32

こもちあな 子持穴 千代 芋平 1757-1758 18 48

こもっけ コモッケ 伊賀良 大瀬木 ３９５１－３９９５，４２３５－４２９１ 88

こもっけ コモッケ 伊賀良 中村
１－５，１３４１－１３４５，１３４７－１３５１，１３６４－
１３６７，１３６９－１３７３ ###

こもでいしやま コモデ石山 三穂 伊豆木 4701-4720 10 55

ごもんはた 御門畑 龍江 今田 1726-1831 6,11 20

こやかいと 小ヤ垣外 龍江 今田 3264 6 33

こやかいと 小屋垣外 三穂 伊豆木 4885-4889 11 58

こやがいと 小屋垣外 千代 米峰 3995-4005､4007-4009 9 176

こやしき 古屋敷 伊賀良 三日市場 ２３０－２３３ 28

こやしき 古屋敷 鼎 上山 2262-2266 11 18

こやだ 小屋田 伊賀良 上殿岡 ５１－５２，１２６－１２７ 6

こやと 栩ヤ戸 南信濃 南和田 225～226 42 36

こやのうえ 小屋ノ上 千代 荻坪 436ﾛ  

こやのたいら 小屋ノ平 千代 法全寺 2844丙ﾛ 26 71

こやば 小屋場 千代 米峰 3831-3838 11 172

こやば 小屋場 山本 山本 6041,6043-6063 7,8 52

こやば 小屋塲 上村 下栗 1304 23 32

こやま 小山 千代 野池 1360-1368  

こやまづか 小山塚 山本 久米 153ﾍ

こりとりば こりとり場 川路

こりとりば 古リトリバ 千代 法全寺 2478-2480 23,24 65

ごりん 五輪 伊賀良 北方 １８５８－１８５９，１８４７－１８５５ 63

ごりん 五輪 鼎 下山 833,837-845 12 18

ごりん 五輪 山本 山本 6503-6515 3 20

ごりんうら 五輪浦 下久堅 小林 857

ごりんだ 五倫田 上郷 別府 ７７１ 16 93

ごりんだ 五輪田 竜丘 駄科 315 9 96

ごりんだいら 五輪平 下久堅 小林 575-577,841 6 76

ごりんばら 五輪原 山本 山本 2040-2043 6 20

ごりんばら 五輪原 鼎 切石
4681-4686,4729-4730,4739-4748,4751-
4762,4852-4859

5 18

ごりんまえ 五輪前 下久堅 小林 842-846,849-852 6 80

ごろうえばた 五郎エ端 飯田 大平 8080-8082,8112 21 37

ごろうかいと 五良垣外 上久堅 落倉 5823-5860 20 51

ごろうさく 五郎作 山本 山本 4029-4035 9 38

ごろうし 五郎平 南信濃 南和田 818 41 36

ごろうべえた 五郎平田 飯田 羽場 603
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ごろうべえばた 五郎平畑 伊賀良 上殿岡 ３５４ 12

ごろく 五六 上村 下栗 1325｡1326 27,29 33

ごろざえもんはら 五郎左衛門原 飯田 丸山 4818ﾛ-5818ﾊ 6,7 32

ごろじま 五郎島 川路 2875-2892,2905-2913,3066-3069 6,7 29

ごろだ 五郎田 座光寺 共和
4005-4013,4041-4061,4159-4171,4175-
4177

9,12 20

ごろべえがいと 五郎平垣外 上郷 黒田 １８３５－１８３７ 9 16

こわしみぶ コハシミブ 下久堅 下虎岩 383-387,390-391,395 12 6

こわしみぶひか
げ

コハシミブ日
カゲ

下久堅 下虎岩 388-389,392-394 10 6

こわしみぶひなた
コハシミブ日
向

下久堅 下虎岩 399-400

こわらび 小わらび 三穂 伊豆木 243-264 15 7

こわり 小割 龍江 今田 3322-3330 7 35

ごわんはた 五ワン畑 龍江 今田 2454-2467 6 28

ごんが 恒川 座光寺 恒川 4619-4620,4630-4632,4635-4643 11 20

ごんが 恒川 座光寺 高岡 5052-5060,5064-5065,5068-5070,5071 11 20

ごんが 恒川 座光寺 清水 4649-4651,4695-4699,4704-4717 20

ごんげん 権現 上郷 飯沼
２３０２－２３０３，２３０５－２３１２，２３１８－２３
１９

10 58

ごんげん 権現 上郷 黒田 ２４８１ 13 21

ごんげん 権現 下久堅 南原 238-240,248-253,1027-1030 4 107

ごんげん ゴンゲン（権現） 千代 法全寺 3158-3161､3166-3189,3202,3579-3580 24 75

ごんげん 權現 竜丘 上川路 361,403-419,435-447 5 151

ごんげん 權現 竜丘 時又 1201-1219 151

ごんげんきた 権見北 上郷 飯沼 ２８５６－２８５９ 13 67

ごんげんきたの
たいら

権見北ノ平 上郷 飯沼 ２８６９

ごんげんざか 権現坂 座光寺 中市場 3517-3527,3529 11 17

ごんげんした 権見下 上郷 飯沼 ２８６０－２８６８ 13 67

ごんげんだいら 権現平 上村 中郷 260

ごんげんどう ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄｳ 竜丘 駄科 1235 10 103

ごんげんどう 権現堂 飯田 羽場
1009-1012､1063-1064,1068-1070,1131-
1136ｲ,1138-1143､1191-1192

5,8 20

ごんげんどう 権現堂 龍江 尾科 9534-9537 24 106

ごんげんどう 権現堂 南信濃 木澤 1377～1381 13 36

ごんげんどう 權現堂
竜丘

駄科 1170-1173,1175-1178,1183-1185,1189,2545-
2555 10 103

ごんげんどう 權現堂 竜丘 長野原 50,52-56,69-71,104-105 13 103

ごんげんどういけ
がみ

権現堂池上 飯田 羽場 1159-1163 5 22

ごんげんどうつか 權現堂塚
竜丘

駄科 1186-1188
10 103

ごんげんどうづか ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀﾞｳﾂｶ
竜丘

駄科 1185
10
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ごんげんにしだい
ら

権見西平 上郷 飯沼 ２８７１

ごんげんばら 権現原 伊賀良 中村 ９４８－９５７，９６５，９７２ ###

ごんげんやま 権現山 飯田 山 6998ｲ 6 35

ごんげんやま 権現山 伊賀良 大瀬木 ２５３０－２５４２，２５４５－２５４９ 84

ごんげんやま 権現山 南信濃 木澤 1180～1189 14 36

ごんげんやま 権現山 南信濃 木澤 1187～1189 13,15 36

ごんげんやまあし
がくち

権現山足ヶ
口

伊賀良 大瀬木 ２５１８－２５２４ 85

こんごうおもて 金剛表 三穂 下瀬 93-98イ 18 78

こんこぼら コン小洞 山本 久米 153ｲ-153ﾎ 31 155

ごんざぶろうこう
り

権三郎コウリ 上村 下栗 1320 32 33

こんじょうぼら 今生洞 山本 久米 153-159,161,163,184-194,168ﾛ 31 117

こんじょうぼら コンセウ洞 山本 久米 168ｲ､168ﾆ

ごんしろう ゴンシロウ 下久堅 上虎岩 562 15 129

こんすじま こんす島 川路 3

ごんぞうがいと 権蔵垣外 伊賀良 大瀬木 ４０９８－４１１９ 88

ごんぞうはた 権三畑 千代 米川 2061-2063

ごんたがいと 権田垣外 三穂 伊豆木 735-751 8,14 12

こんでのくぼ
コンデ（テ）ノ
久保

上村 程野 238 10 33

こんどう 近藤 飯田 羽場 812ﾛ､816-817、843ﾛ､850-855 8 17

こんどうばた 近藤畑 飯田 羽場 902-906 8 18

こんぴらやま コンピラ山 下久堅 下虎岩 577 13,23  

こんぴらよこ 金比羅横 山本 山本 845-851 22 8

こんやがいと 紺屋垣外 伊賀良 北方 １２８８－１３０１ 57

さい サイ 南信濃 南和田 794～795 40,41 36

さいうち 才内 山本 久米 1521-1522 32 144

さいかち サイカチ 伊賀良 大瀬木 １７３９－１８１２ 82

さいかち サイカチ 伊賀良 三日市場 １９７－２１５ 28

さいかち サイカチ 山本 山本 3109-3126 6,20 31

さいかち さいかち 山本 山本 3164-3165 21 31

さいかみ 妻神 上久堅 上平 2080-2082 13 22

ざいきょう 財京 伊賀良 北方 ３１６－３２５，３３７，３３９－３４７ 44

さいきょうじうら 西教寺裏 飯田 飯田 上4619-4620 17 44

さいきょうじうら 西教寺裏 飯田 東野 4616-4618 17 44

ざいきょうばら 財京原 伊賀良 北方 ２７９６ 70

さいくや 細工屋 上久堅 蛇沼 6572-6624 10 59

さいぞうだ 才蔵田 千代 毛呂久保 2184-2185

さいとり サイトリ 飯田 羽場 453 8 11

さいねんぼ サイ子ンボ 南信濃 木澤 17 11 37

さいのかみ 才神 山本 箱川 344 18 96

さいのかみ サイノ神 飯田 羽場 283､284-285 13 6
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さいのかみ サイノ神 上久堅 小野 5042-5043 20 43

さいのかみ サイノ神 龍江 今田 4476 8 49

さいのかみ さいの神 上久堅 小野 5167-5168 20 43

さいのかみ 妻ノ神 伊賀良 中村 １４０１－１４０２，１４３７，１４４７－１４４８ ###

さいのかみ 妻ノ神 上久堅 上平 2078-2079､2178-2179,2181 13 22

さいのかみ 妻ノ神 川路 4516-4521 10 39

さいのかみ 妻ノ神 下久堅 柿ノ沢 352-353 18 48

さいのかみ 妻ノ神 下久堅 小林 782,784-793 6 79

さいのかみ 妻ノ神 山本 山本 5593-5596､5694-5696 10 49

さいのかみ 妻之神 下久堅 小林 686-687

さいのかみ 才ノ神 伊賀良 三日市場 ９２１，９２４－９３５，９６１－９６５ 32

さいのかみ サイノカミ 下久堅 小林 911-912

さいのかみ サイノ神 下久堅 下虎岩 1332,1337,1338ﾛ,1347-1348 11 21

さいのかみ サイノカミ 下久堅 下虎岩 1338ｲ,1339-1342,1638-1643 11,14 21

さいのかみ 才ノ神 下久堅 知久平 311-315,321-331 3 89

さいのかみ 才ノ神 龍江 今田 3675-3683 3 40

さいのかみ 才ノ神 龍江 尾林 8128-8140 15,16 72

さいのかみ 才ノ神 千代 大郡
3082-3083､3091-3092,3546-3548,3604-
3606

10,20 152

さいのかみ 才ノ神 千代 毛呂久保 2105ﾛ 9 131

さいのかみ 才ノ神 千代 米峰 3801､3892-3900,3902-3905 9 17

さいのかみ 才ノ神 山本 久米 205-206､244-247 27,31 119

さいのかみ 才ノ神 山本 久米 1041-1042,1045-1046,1160,1477 28,32 119

さいのかみ 才ノ神 山本 箱川 681-683,768-769 16 96

さいのかみ 歳ノ神 上久堅 堂平 9328-9341,9347-9349 17

さいのかみ 歳ノ神 千代 野池 1239-1241

さいのかみ 歳ノ神 三穂 伊豆木 1150-1159 8,14 16

さいのかみ 歳ノ神 上郷 別府 ９１０－９１２、９２２、１１２６ 16 94

さいのかみ 才ノ神 竜丘 桐林 882-883 13 88

さいのかみ 才ノ神 竜丘 駄科 149-150,157-158, 9 88

さいのかみだいら サイノ神平 下久堅 下虎岩 1343-1346

さいみづか 最見塚 座光寺 中羽場 4536-4540,4544-4550 11 20

さいやくば サイヤクバ 千代 荻坪 176 16 5

さいやりば サイヤリバ 千代 荻坪 308-310,434 19 10

さいりんぼう 西林坊 三穂 立石 97-102 12 91

さおじ 竿地 下久堅 柿ノ沢 1069,1131-1156,1119-1127 7,19 61

さおじり 竿尻 伊賀良 北方 １１０６－１１１０ 52

さか 坂 上久堅 中宮 317ﾉ1-317ﾉ3 1 6

さか 坂 上村 中郷 254～255-3～5,17,ｲ､338-ﾎ､ﾊ 10 33

さか 坂 龍江 今田 3199-3201,4073 2 33

さか 坂 千代 毛呂久保
2034ﾛ､2042,2044ﾉ2,2044ﾊ-2048,2052-
2054,2059

6,36 128

さか 坂 千代 田力 618 16 18

さか 坂 千代 野池 1322-1326,1339 21 34
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さか 坂 千代 法全寺 3200 24 76

さか 坂 南信濃 和田 1758,1759～1761 22,23 37

さか 坂 南信濃 和田 2249～2252 20 37

さかあたま 坂アタマ 千代 荻坪 424 19 12

さかあたま 坂頭 竜丘 駄科 2582-2593 17 78

さかいがいと 堺垣外 鼎 上山 2637-2649 8 18

さかいがいと サカイ垣外 上郷 飯沼 ２２３８－２２４０ 15 58

さかいがいと 境垣外 上郷 黒田 １４７７－１４８７ 4 14

さかいがほら 境ヶ洞 山本 竹佐 484,491-502 29 72

さかいざわ 境沢 下久堅 知久平 593,1250-1292 1 99

さかいざわ 境沢 南信濃 南和田 1148

さかいなし 境無 龍江 今田 490-512 6,11 6

さかいのさわ 境ノ沢 下久堅 下虎岩 47 10 2

さかいのさわ 境ノ沢 三穂 伊豆木 6143-6185 17 75

さかいのほら 境(ﾉ)洞 山本 久米 1258,1263-1265,1268-1272 29 72

さかいのほら 境ノ洞 竜丘 駄科 1866-1868,1881-1884,1890 7 114

さかいのほら？ 境ノ洞 竜丘 駄科 2342 7 114

さかいばた さかい畑 上郷 南条 ３４４６－３４５１ 16 74

さかいみょうじん 堺明神 上村 程野 242-10,11,12､ﾍ､24 9 33

さかいやま 境山 山本 山本 6021,6025-6033 8,10 51

さかうえ 坂上 上郷 黒田 ５１９７－５２３０ 9 104

さかお 坂尾 上久堅 下平 7860-7864､8073-8094,8096-8098 3 68

さかがいり 倒ヶ入 龍江 今田 7592-7595 5 64

さかがしら 坂頭 山本 久米 2079-2080 33 151

さかがしら 坂頭 竜丘 長野原 533-540,543-545  78

さかさか サカサカ 下久堅 上虎岩 1816 20 140

さがざか サガ坂 下久堅 上虎岩 1916-1958 20 140

さがざか サガザカ 下久堅 上虎岩 1813-1815 20 140

さがし サガシ 上久堅 森 4251

さがし サガシ 下久堅 柿ノ沢 1797

さがし サガシ 南信濃 和田 150ﾛ､ﾊ,169 18,20 37

さかした 坂下 飯田 山 7607

さかした 坂下 伊賀良 中村 ２０２９ ###

さかした 坂下 伊賀良 三日市場 ３０－４４，６２－６３ 24

さかした 坂下 鼎 名古熊 2119-2129 13 18

さかした 坂下 上郷 飯沼 ２４８６－２４９１ 14 61

さかした 坂下 上村 中郷 382 13 33

さかした 坂下 下久堅 知久平 1224-1241,1247-1249 1 98

さかした 坂下 千代 大郡 3549-3550 8 168

さかした 坂下 山本 箱川 193-194,198-199,202-203,226-227 18 93

さかした 阪下 伊賀良 下殿岡 １５３３－１５９０ 4

さかした 坂下 竜丘 桐林 3135-3139,3147-3172 11 143

さかした 坂下 竜丘 長野原 641,647-650 17 79
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さかしただいら 坂下平 飯田 大平 8026-8059,8108,8111,8114 21 37

さかしはた 坂シ畑 三穂 伊豆木 3249-3262 9 39

さがしばた サガシ畑 南信濃 和田 177 20 37

さかじり 坂尻 伊賀良 上殿岡 ７９３ 22

さかじり 坂尻 伊賀良 中村 ８６９ ###

さかじり 坂尻 上郷 飯沼 ２２７８－２２８４、２４７７－２４８０、２５０９－２５１１，２５１５10 58

さかじり 坂尻 上久堅 堂平 9319 7 87

さかじり 坂尻 下久堅 知久平 317-320,573-575,578-584 3 87

さかじり 坂尻 千代 大郡 3084-3085,3531-3532 8,20 152

さかじり 坂尻 山本 久米 669,684 31 126

さかじり 坂尻 山本 箱川 135-140 13 89

さかじりばたたなり 坂尻畑田成 伊賀良 中村 ２６７８，２６７５ 95

さかじりやま 坂尻山 山本 箱川 64 12 89

さかすそ 坂裾 千代 法全寺 2460-2464 23 64

さかたもと 坂田本 上久堅 大鹿 8567-8570,8626-8634,8671-8674 5 74

さかどころ 坂所 山本 久米 629,632-633,669 32 125

さかなはた 肴畑 三穂 伊豆木 2165-2225 8 27

さかなやま 肴山 川路 5842-5852,5870,5895-5902,6207 14 43

さかのうえ 坂ノ上 上久堅 大鹿 8670 6 76

さかのぐち 坂ノ口 上郷 飯沼 ２８９８

さかのした 坂ノ下 千代 法全寺 2465,2468 23 64

さかのした 坂ノ下 山本 竹佐 806-807 20 79

さかばた 坂畑 上郷 別府 １１０２ 16 96

さかばた 坂畑 千代 野池 1334-1338 21 34

さかびら 坂平 南信濃 和田 1758ﾛ～1758ﾍ 23 37

さかもと 坂本 千代 米峰 3791

さかもり 坂森 龍江 大屋敷 9587 24,25 107

さかやかいと 酒ヤ垣外 龍江 今田 3262-3263 6 33

さかやしき 酒屋敷 松尾 毛賀 1282-1328 4 10

さかやばた 酒屋畑 上郷 飯沼 ２５０８，２５２４－２５２５ 14 61

さかり サカリ 伊賀良 中村
１６８２，１６８４－１６８６，１６９６，１６９９，１７１１，１
７２０ ###

さかり サカリ 鼎 名古熊 2396-2409 13 18

さかり さかり 鼎 名古熊 2410-2427 13 18

さかり サカリ 下久堅 下虎岩 893,2633 11 11

さかり サカリ 龍江 尾科 9373-9379 18 102

さがり 佐加利 千代 毛呂久保 1997 7 127

さがり サガリ 伊賀良 中村 ３１３７，３１３９－３１４０，３１４２ ###

さがり サガリ 座光寺 上野 3178-3180 10 20

さがり サガリ 下久堅 下虎岩 755-760,908 11 11

さがり サガリ 竜丘 上川路 251-252,1084-1095 12 150

さがり 佐賀理 千代 大郡 3072,3077

さがり サガリ 山本 久米 1990,2004-2007 32 150

さがり 下リ 伊賀良 北方 ３２８－３２９ 45
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さがり 下リ 鼎 一色 556-564,572-578 9 18

さがり 下リ 山本 山本 5457,5499 10,11 48

さがり 下り 三穂 下瀬 203-205 　

さがり 下カリ 千代 下村 499,509､534,637 4 94

さがりばた 下り畑 山本 山本 5445-5447 10 48

さかんそ 坂裾 川路 917-930,1945-1950 2 19

さきがり 先苅 千代 芋平 1762 28,31 48

さぎのす 鷺ノ巣 龍江 今田 1-7 6 1

さくがみ 作上 上久堅 原平 751-756 13 11

さくぞうぶち 作藏渕 千代 下村 1801-1806 36 123

さくやま 作山 南信濃 南和田 809

さくら 櫻 南信濃 和田 924～927,2519～2521,2523～2528,2530 27,29 38

さくらい サクラ井 上郷 飯沼 ２０３０－２０３３，２０３８－２０４７ 15 54

さくらうつ 桜ウツ 南信濃 木澤 649～653 4,10 38

さくらがいと 桜垣外 上郷 黒田 ９１８－９２０、１１６８－１１７６、１３８５－１４０７4 9

さくらがいと 桜垣外 山本 山本 2232-2260､2264-2278 21 23

さくらがいと 櫻垣外 上久堅 越久保 2882-2902 18 26

さくらがつぼ 桜ヶ坪 三穂 伊豆木 5002-5009 4,5 61

さくらがほら 桜ヶ洞 山本 箱川 1079,1083,1085-1089,1092,1328-1348 12,14 109

さくらがほら 櫻ヶ洞 龍江 尾林 8387-8390 21 76

さくらがほらひかげ 桜ヶ洞日影 山本 箱川 1080 14 109

さくらぎだやま 桉木田山 龍江 尾林 8498 22 78

さくらぎもと 桜木本 千代 米峰 3944-3945

さくらくぼ 桜久保 上村 中郷 262-3,4 10 34

さくらくぼ 桜久保 南信濃 木澤 1154 14,15 38

さくらくぼ 桜久保 南信濃 木澤 558～559 4,5 38

さくらくぼ 櫻久保 南信濃 木澤 1155～1157,1159ｲ 15 38

さくらせ 櫻瀬 鼎 切石
4695-4714,4718-4725,4763-4800,4801-
4844?,4845ﾛ,4850-4856

3,5 18

さくらつぼ 櫻坪 鼎 上山 1906-1911,1944-1953 12 19

さくらのき 桜ノ木 上久堅 下平 245ﾉ1-245ﾉ8 3 5

さくらのき 桜ノ木 龍江 今田 1850-1853 12 23

さくらのき 桜ノ木 千代 下村 668ﾛ

さくらのまるきた
だに

櫻ノ丸北谷 飯田 飯田 626 18 41

さくらのまるした
ぼり

櫻ノ丸下堀 飯田 飯田 625,628 18 41

さくらばた 桜畑 上郷 黒田 １８８３－１９３５ 9 18

さくらぼつ サクラボツ 上村 下栗 1245-ﾛ､ﾊ､ﾆ 23,26 34

さくらぼら サクラボラ 上村 下栗 1245～1247 23,26 34

さくらまち 櫻町 飯田 飯田 1-47,187-232 13,17 37

さくらまちひがしう
ら

櫻町東裏 飯田 飯田 上3566-3569,3702-3709,3745-3773

さくらもと 桜本 伊賀良 中村 ２５３０－２５３５，２５３９ ###
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さくらもと 桜本 三穂 立石 114-116 12 91

さくらもんぜん 櫻門前 南信濃 和田 1185～1190

さくらや 桜屋 山本 山本 1786 18

さくり さく里 山本 久米 1938,1975 32 149

さこし 佐越 上村 下栗 1320-1～5,ﾛ 32 34

さごろはた 三五路畑 千代 米川 2060

ささがくぼ 笹ヶ窪 龍江 今田 2175-2182 7,12 26

ささがほら 笹ヶ洞 下久堅 柿ノ沢 1834 8 68

ささきがほら 佐々木が洞 龍江 雲母 9137-9140 19 96

ささごま サゝゴマ 南信濃 木澤 545～546ﾎ､945ﾛﾊ 4,12 38

ささだ 笹太 千代 米川 1775-1776

ささはら 笹原 上久堅 小野 4756-4760,4770ﾛ-4776 19,20 42

ささはら 笹原 上久堅 堂平 9264-9265 4 86

ささまんだ 佐々マン田 龍江 大屋敷 戊1657

ささみ ささみ 三穂 伊豆木 2901ロ-2928 3,9 36

ささみ 笹見 三穂 伊豆木 6362ロ-6398 17 76

ささやま 笹山 龍江 今田 1035-1041 11 10

ささらぎ ササラギ 飯田 羽場 267-272 14 6

ささらだいら ササラ平 山本 山本 6153-6157 7 53

さしきとう サシキトウ 下久堅 下虎岩 941-952 11 15

さじきどう サジキダウ 下久堅 下虎岩 956-969 11 15

さじきどう サジキ堂 下久堅 下虎岩 953-955 11 15

さすがくぼ サスガ久保 南信濃 和田 2540 27 38

さそう サソウ 上村 上町 628,631-636,824,825,828～831 20,21 35

さだすけはた 定助畑 三穂 伊豆木 3152-3204 9 39

さつお サツヲ 上村 上町 585 21 35

さつま さつま 山本 久米 742-744 32 128

さつみ サツミ 飯田 羽場
865-866､880ﾛ､907､914-918,919ﾉ4-10､928-
935

8 17

さとうし サトウシ 南信濃 南和田 298 26 39

さとうじ 佐藤治 南信濃 南和田 305～307 26 39

ざとうなぎきたむき
ザトヲナギ北
向

下久堅 下虎岩 351 13 5

さとばた 里畑 座光寺 清水 4725-4727 11 20

さなえだ 早苗田 龍江 石林 8252-8256 15,21 73

さねふり 実ふり 南信濃 南和田 72ｲ,73

さの 佐野 座光寺 高岡
4826-4832,4849-4858,4864-4867,4872-
4900,4925-4926,4929-4940,4957

11,14 21

さばいし サバ石 千代 野池 1423-1425 21

さぶた サブ田 上郷 飯沼 １７４１－１７４３ 14 50

さぶやしき サブ屋敷 千代 荻坪 559,569 16 16

さぶろばた さぶろ畑 龍江 尾林 8535-8550 22 79

さへいやしき 佐平屋敷 伊賀良 北方 １１３９－１１４０ 53

さみしょ 三味所 竜丘 上川路 1176-1195 15 163
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さみせんまつ 三味線松 山本 箱川 415 97

さみどう 三見堂 飯田 丸山 6995 12 35

さらた サラタ 山本 箱川 105,107-109,112 13 92

さらだ サラ田 上久堅 落倉 5730 20 49

さらだ サラ田 下久堅 知久平 1002-1005 3 96

さらだ さら田 上久堅 落倉 5724-5730,5918,5989 20 49

さらだ 皿田 龍江 尾科 9495-9497 19 105

さらだ 皿田 下久堅 知久平 995-1001,1006 3 96

さらだ 皿田 千代 大郡 2980-2981 8 151

さらだ 皿田 千代 毛呂久保 2538

さらだ 皿田 千代 下村 958-959 4 103

さらみ サラミ 鼎 一色 168-173,183-185 6 19

さりがさわ せりが沢 三穂 下瀬 474ハ 　

さるがいと 猿垣外 山本 山本 4541-4602 9 42

さるがいと 猿垣外 伊賀良 北方 １９４１，１９５０－１９５１ 65

さるがく 猿楽 竜丘 時又 35,39-40 13 73

さるがく 猿樂 竜丘 駄科 2556 13 73

さるがく 猿樂 竜丘 長野原 370-381,383,397-403 13 73

さるがつじ 猿ヶ辻 伊賀良 三日市場 １３５９－１３８６，１４３１－１４３７，１４６５－１４６６ 37

さるくら さるくら 龍江 今田 5889-5986 8,9 60

さるくら 猴倉 龍江 雲母 9155-9161 13,19 96

さるこいし サルコ石 下久堅 上虎岩 880-883 15 132

さるこざわ 猿子沢 上久堅 堂平 11800-11813 6,9 90

さるこばた 猿子場 鼎 名古熊 2710-2717,2782-2827,2828ﾛ

さるこひら サルコ平 山本 箱川 1407-1409 12 114

さるこひら サルコヒラ 山本 箱川 1411-1415 12 114

さるこひら さる子平 山本 箱川 1419 12 114

さるこひら 猿子平 山本 箱川 1417,1422-1426,1428-1430,1432 12 114

さるだ 猿田 龍江 大屋敷 9620-9628 20,25 108

さるつなぎ 猿つなぎ 三穂 伊豆木 5010 5 61

さるなぎ 猿なぎ 千代 米川 2073-2074

さるのこば 猿ノ子場 松尾 八幡原 410-483 2,7 2

さわ サハ 下久堅 下虎岩 2528-2534 2 39

さわ 沢 飯田 羽場 173ﾉ3 8 2

さわ 沢 上郷 南条
３３４５－３３４６，３３８５－３３８７，３３８９－３４
００，３４０７，３４４０－３４４１、３５８２－３５８
５，３５８７－３５９０

16 72

さわ 沢 上久堅 下平 212-221､222-226 3 4

さわ 沢 上村 上町 812 20 35

さわ 沢 下久堅 小林 164-166 7 71

さわ 沢 龍江 今田 180-190 1,6 3

さわ 沢 龍江 今田 2218-2223 6,7 26

さわ 澤 飯田 羽場 584-587 8 12

さわ 澤 上郷 別府 １－９ 16 83
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さわ 澤 上郷 南条 ３４８３－３４８６ 16 72

さわ サワ 下久堅 小林 167-172 7 71

さわ 沢 下久堅 知久平 1350-1381,2022-2026 1 103

さわ 沢 座光寺 欠野 5129-5135 12 21

さわ 澤 座光寺 共和 4134-4153,4156-4158 9 21

さわ 澤 座光寺 欠野 5177-5179 12 21

さわ 澤 座光寺 中羽場 4520-4527 12 21

さわあきのわき 沢明きノ脇 山本 久米 1963

さわあな 沢穴 南信濃 和田 191～192ｲ 18,20 39

さわいり 沢入 川路 2916-2956,3042-3046,3048-3065 7 30

さわいり 沢入 千代 下村 1172-1173ﾛ､1174-1175 6 108

さわうえ 沢上 座光寺 下羽場 5483-5492 12 21

さわうえのきり 沢上ノ切 下久堅 小林 173-179 7 71

さわから 沢カラ 上村 上町 797 20 35

さわから 澤カラ 南信濃 木澤 1320，1321,　1346～1348 12,13 39

さわぐち 沢口 上村 中郷 261､267-268,270 13,15 36

さわぐち 沢口 千代 芋平 1703-1711 18

さわぐち 沢口 千代 野池 1447 21 38

さわぐち 沢口 千代 米川
910-911,918,921,925-928,930-943,946-
949，966-967､979-989

18 23

さわぐちどあい 沢口渡合 千代 野池 1162-1163 20 28

さわぐちどあいした 沢口渡合下 千代 米川 1145 20 28

さわぐちひかげ 沢口日影 千代 米川 944-945 20,21 24

さわぐちひなた 沢口日向 千代 米川 924 18,19 24

さわじり サハジリ 下久堅 下虎岩 1651-1663 14 28

さわじり 沢ジリ 下久堅 下虎岩 1700

さわじり 沢尻 上久堅 落倉 5649-5658,5999-6000 8 48

さわじり 沢尻 上久堅 森 4257-4265,4444-4452 17 35

さわじり 沢尻 千代 下村 75-77,475-476 3

さわぞえ 澤添 鼎 下茶屋 2030-2058,2211-2214,2219-2261,2267-226811 19

さわぞえ 沢添 鼎 上山 1047-1051 11 19

さわだ 沢田 上久堅 森 4391 17 37

さわだ 沢田 竜丘 上川路 98-104 12 148

さわづか 沢塚 三穂 下瀬 325ホ-333 20 85

さわど 沢戸 南信濃 和田 1762 23 39

さわど 沢渡 山本 山本 4237-4270,4224-4225 9 39

さわど 沢渡 飯田 羽場 177-193､444､449ﾉ1､454-458 8,13 2

さわのた 沢ノ田 上郷 黒田 ２５９８－２６７５、２６８４、３４３４－４１５３ 8 21

さわのた 沢の田 三穂 伊豆木 870-892 14,15 14

さわのた 澤ノ田 上郷 黒田 ５０２４－５０３５ 8 103

さわのた 澤ノ田 山本 山本 1394-1405､1427-1432 3,6 14

さわのだ 沢ノ田 山本 山本 3194-3196 21 32

さわのと 沢之戸 南信濃 南和田 89 42 39



105

さわはた サワハタ 下久堅 柿ノ沢 1520-1523 19 65

さわばた 沢端 伊賀良 北方 ３８３９－３８６８ 73

さわばた 沢バタ 下久堅 柿ノ沢 1548-1550,1569-1572,1573-1581,1611 19 65

さわばた 沢バタ 下久堅 知久平 1816

さわばた 沢端 上郷 飯沼 １９７４－１９７５ 15 54

さわばた 沢端 下久堅 柿ノ沢 1516-1519,1524-1525,1534-1547 19 65

さわぼら 澤洞 上郷 南条 ３４９５、３５０５－３５０６，３５０９ 16 75

さわまたぎ 沢又木 上郷 黒田 １５４２－１５６０ 8 15

さわまちばり 沢町張 山本 山本 1433-1440 6,21 15

さわむきだいら 沢向平 下久堅 小林 162 7 71

さわやなぎ 沢柳 龍江 今田 4292-4299 47

さわやま 沢山 南信濃 南和田 38 42 40

さわわたり 澤渡り 山本 山本 4152-4154

さんかく 三角 伊賀良 北方 １１７０ 54

さんかく 三角 下久堅 知久平 577,585,590-592,600-607,634-636 3 91

さんかくだ 三角田 伊賀良 上殿岡 75 7

さんかくだ 三角田 竜丘 長野原 520 13 77

さんかくばた 三角畑 上久堅 森 4322 18 36

さんかくばた 三角畑 南信濃 南和田 55 42 40

さんかくばた 三角畑 伊賀良 上殿岡 697 7

さんかくばた 三角畑 上郷 別府 ６０６ 17 90

さんかくばた 三角畑 座光寺 上野 3506 11 21

さんかくやま 三角山 下久堅 柿ノ沢 601 6 55

さんかくやま 三角山 南信濃 和田 1654 20 40

さんがつ 三月 伊賀良 北方 ３２６３２７，３３８ 44

さんがんめ 三メ目 座光寺 中羽場 4396-4403 12 21

さんごろうづか 三五朗塚 伊賀良 大瀬木 ２００１－２００３ 83

さんじやしき 三字屋敷 山本 山本 5097 9 44

さんじやしき 三次屋敷 山本 山本 6368 9 44

さんじゅうろうほった三十郎堀田 龍江 雲母 8966

さんしょうだいら 山椒平 上村 程野 6ｰﾛ､ﾊ

さんしろうやしき 三四郎屋敷 伊賀良 北方 ７５０－７５２ 49

さんすいざわ 産水沢 下久堅 柿ノ沢 569ﾉ4-569ﾉ8,581,586-596,598 19 54

さんぞういんやま 三蔵院山 千代 米川 869 16,17 20

さんぞうぼら 三蔵洞 伊賀良 中村
１５６，１６０，１９６，６４４－６４５，７１２，７１８
－７２２，７２４－７２５

93

さんぞうぼらにし
むき

三蔵洞西向 伊賀良 中村 ６２８－６３２ 93

さんぞうぼらひが
しむき

三蔵洞東向 伊賀良 中村 ６２４－６２７，６３３ 93

さんださわ 三田沢 上久堅 風張
3602-3627,3631-3634,3660ﾆ-3660ﾎ､
3662-3670,3670ﾊ-3693,3698-3699,4119-
4121ｲ

16 31

さんたれ サンタレ 南信濃 木澤 454 7 40

さんたんだ 三段田 上郷 別府 ６３ 16 83
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さんたんだ 三反田 上郷 黒田 ２９９－３１９、３２３ 10 4

さんたんだ 三反田 伊賀良 中村
２１０２－２１０３，２３６３－２３６７，２３７０－２３
７２，２３７５－２３７６

###

さんたんだ 三反田 上郷 飯沼 １８２０－１８３７ 15 35

さんたんだ 三反田 上郷 別府 ４９，５３－５８，６０ 16 83

さんたんだ 三反田 川路 986ﾛ-1019 2 16

さんたんだ 三反田 山本 箱川 72,128-133 13 90

さんたんだ 三反田 山本 山本 870-876 22 9

さんたんだ 三反田 山本 山本 5395-5397

さんたんだ 三反田 座光寺 共和 3912 11,12 21

さんたんだ 三反田 座光寺 中羽場 4504-4518,5144-5145 11,12 21

さんたんだ 三反田 竜丘 駄科 1588-1593 111

さんちょう 三丁 上村 程野 172-2,3,4,6,7 7 36

さんにんたつ 三人立 南信濃 南和田 63

さんねんだ 三年田 龍江 雲母 8987-8996 20 91

さんのう 山（三）王 上村 程野 240,240-ﾛ､241-1～3,ﾛ～ﾎ 9,10 36

さんのうだ 三王田 山本 久米 7-12,15-16 30 115

さんのうまえ 山王前 座光寺 欠野 5144-5145 12 22

さんのうもり 山王森 上村 程野 241-ﾄ

さんのうやま 山王山 三穂 立石 176ロ-178 12 93

さんのさわ 三ノ沢 山本 山本 4405-4425,4428-4435 9 37

さんのさわ 三ノ沢 山本 山本 6376 6,9

さんのさわ 三ノ澤 山本 山本 3971-3983 37

さんのまるうち 三ノ丸内 飯田 飯田 675 18 42

さんばた 三バ田 竜丘 駄科 130  107

さんぱた サンバタ 竜丘 駄科 1284-1289 10 107

さんばやし 三林 龍江 今田 5515-5568 8,13 57

さんひちづくり 三七作リ 伊賀良 中村 １７３８，１７４１，２２９４ ###

さんびゃくだやま 三百田山 千代 下村 1278-1286､1300-1301 6 112

さんびゃくめ 三百目 千代 荻坪 306-307

さんびゃくめ 三百目 千代 法全寺 3483-3485､3489 24

さんびょくだ 三百田 千代 下村 1266､1268-1269,1273,1274-1275 6 112

さんびょくめ 三百目 龍江 石林 8623 21 5

さんぼんまつ 三本松 伊賀良 上殿岡 ３１７ 11

さんぼんまつ 三本松 上郷 南条 ３２３０－３２３１ 10 70

さんぼんまつ 三本松 千代 米嶺 3669-3674 10 167

さんぼんまつ 三本松 三穂 立石 293ロ-311 5,6 94

さんぼんまつ 三本松 竜丘 時又 122

さんぼんまつ 三本松 竜丘 長野原 719-721

さんまいしょ 三昧所 上郷 黒田 ２７８３－２７９０ 4 21

さんまいしょ 三枚所 川路 383-401 1 8

さんまいしょ 三昧所 上村 程野 95-1,5～8 8 36

さんまいばら 三昧原 伊賀良 北方 １４６６－１４７５ 60

さんまえしょ 三昧所 竜丘 時又 199 14 163
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さんましょう さん満正 三穂 下瀬 270ロ 21 83

さんまどころ さんま所 上久堅 蛇沼 6829-6830,6832-6833

さんまわし 三廻し 千代 法全寺 2398､2400,2403-2406,2408ﾛ 23 62

さんまわしむかい
やま

三廻し向山 千代 法全寺 2401-2402 20,23 63

じいはた ジゐ畑 山本 久米 1194-1198 28 135

じいばた ジイバタ 山本 久米 1205 135

しいぼら 志ゐ洞 山本 久米 1733

じおうどう ジヲウドウ 南信濃 南和田 780  

じおうどう 地王堂 上久堅 下平 7871-7872 3 68

しおざわ 塩沢 千代 米川 1876 21 51

しおだ 塩田 龍江 今田 131-179 1,6 3

しおだ 汐田 座光寺 中河原 5618-5622

しおめん 塩免 川路

しかく 四角 上郷 飯沼 ６４５－６４６ 15 40

しかく 四角 山本 久米 1638

しかくばた 四角畑 南信濃 南和田 69～70

しぎのこところ 鴫ノ子トコロ 山本 山本 478-484 21 3

しぎのめん 志ぎの免ん 山本 竹佐 1033-1036,1074 21 84

しきび シキビ 千代 法全寺 2564-2566 23,25 66

じくて ジクテ 千代 下村 1626 6

しけ シケ 南信濃 南和田 1149

じけいじ 地慶子 竜丘 時又 611-624 14 58

しげりやま 茂リ山 下久堅 柿ノ沢 3268

しけんや シケンヤ 竜丘 駄科 1250,1258 10 106

しこくた 四国田 三穂 伊豆木 1772-1779 1 23

じこぶ シコブ 龍江 今田 73-77 1 1

しごへいうら 四五平裏 山本 竹佐 1019-1023 21 83

ししいわ 猪岩 上村 上町 827 20,21 5

ししいわ 猪岩 上村 中郷 340-6,7,10～15,ﾖ 13,15 5

ししぎり 猪切 千代 毛呂久保
2201､2203-2211,2239-2244,2341-2349,2351-
2353

9 134

じじげん ヂヂゲン 下久堅 上虎岩 1989-2004 17 141

ししざわ 猪沢 上村 下栗 985 29,30 6

ししだ 猪田 座光寺 共和 4365-4375 12 22

ししづか 獅塚 山本 山本 6613-6616 3,10 61

ししば シシ場 上郷 飯沼 ２１３８－２１４４ 15 56

ししば シシバ 上郷 南条 ３５３９－３５４１、３６２９ 15 56

ししば シゝ場 上郷 南条 ３５２８－３５３０ 15 56

ししやま 獅子山 三穂 伊豆木 2346-2366イ 2,8 30

じしゃやま ジシャ山 上村 中郷 446,448,450 12,16 36

ししらばやし シシラ林 竜丘 上川路 721-728,745-753 5 157

じしんくずれ 地震崩 千代 下村 645 1 96

しずり シヅリ 上村 程野 92 6,7 37
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じぞう 地蔵 下久堅 知久平 952-954,966-968

じぞうが 地蔵賀 三穂 伊豆木 4481ロ-4496ロ 10 52

じぞうしみず 地蔵清水 飯田 東野 4524-4532 17 51

しそうつるね シソヲツルネ 上村 程野 59 6 37

じぞうつるね 地蔵ツル子 上村 程野 60 6 37

じぞうつるね 地蔵蔓根 上村 程野 80 6 37

じぞうどう 地蔵堂 鼎 名古熊 1678,1680-1726,1734,2906 9,14 19

じぞうどう 地蔵堂 千代 米川 2169 20 57

じぞうばやし 地蔵林 伊賀良 大瀬木 １９２１－１９２４ 83

じぞうまえ 地蔵前 伊賀良 中村 １７１３－１７１４ ###

じぞうまえ 地蔵前 鼎 名古熊 1675-1677

じぞうまえ 地蔵前 三穂 伊豆木 1614-1631 7 21

じぞうめん 地蔵免 千代 下村 1204-1205,1214-1216 6 108

じぞうめん 地蔵面 鼎 名古熊 2428-2433,2452-2467 13 19

したいど 下井戸 川路 3148-3150,3352-3368 6 33

したいはた 下井端 竜丘 長野原 345-347 13 73

したしんかわ 下新川 伊賀良 下殿岡 １２９２－１３８５ 4

したつじ 下辻 鼎 上山 2599-2609 8 19

したつじがいと 下辻垣外 川路 2257-2263 6 25

したにゅうどうぼら 下入道洞 下久堅 上虎岩 826-827,833-848 15 131

したのさわ 下ノ沢 下久堅 柿ノ沢 392-393,415-420 18 49

したのそこ 下ノソコ 上郷 黒田 ３６３０－３６３１、３６３３－３６５３ 4 31

したばた 下畑 上久堅 森 4252

したほっき 下ホッキ 下久堅 南原 196-212 4 107

したまえだ シタ前田 竜丘 駄科 1315-1316

したみち 下道 上久堅 下平 8069-8072

したや 下ヤ 下久堅 南原 886-888,891 5 115

したや 下屋 下久堅 南原 884  

したやじり 下ヤ尻 下久堅 南原 870-872,878-883 5 115

したやじり 下屋尻 下久堅 南原 817,847-848 5 115

したんだ 四反田 山本 竹佐 6

したんだ 四反田 龍江 今田 2381-2390 6 29

したんだ 四反田 座光寺 唐澤 2383,2394-2395 8 22

しちくぼ 七久保 上村 中郷 263 10 37

しちしぎ 七鴫 龍江 今田 3545-3548 7 38

しちじゅうめ 七十目 龍江 雲母 9127-9129 19 5

しちじゅうめ 七十目 龍江 宮沢 8835 21 5

しちじゅうめうりが
ほら

七十目うりが
洞

龍江 雲母 9130 19 95

しちまわり 七廻り 山本 久米 2087-2089 33 151

しちょう 四丁 川路 428-455 1 14

じっかん 十メ 上郷 黒田 ２７２ 10 2

じっかんがいと 十メ垣外 上郷 黒田 １１８－１２２、２５３－２６６，２７３－２７６ 10 2



109

じっしゃ 十社 竜丘 時又 331 14 63

じっしゃわき 十社脇 竜丘 時又 330,334,419-420 14 63

しつといわ シツトイワ 南信濃 木澤 1172～1174 15 40

じっとおりだ 十通田 伊賀良 大瀬木 ３１６－３２４ 74

しつとゆわ シツト岩 南信濃 木澤 1007～1018 14,15 40

しつとわ シットワ 南信濃 木澤 1360～1374 13,19 41

しっぺいじま 漆平嶌 南信濃 和田 2121ﾛ～2133,2154～2173,2175～2194 22,33 41

しっぺいじま 漆平嶋（島） 南信濃 和田 1659ﾛﾊ,2115～2121,2133ﾛ～2153 20 41

しつべの シツベノ 南信濃 南和田 1147

しでくさわ シテク沢 川路
1148-1188,1193-1203,1210-1212,1516-
1519

3 12

しとうりだ 四通田 山本 箱川 333-335 18 95

しとおりだ 四通り田 山本 山本 1140-1150 21 11

しなみ シナミ 下久堅 下虎岩 776-779 11 11

しのくぼ シノ久保 上村 中郷 293-1,ﾛ 13 38

しのだ 篠田 座光寺 中市場 3557-3560,3563-3565ﾉ4 10 22

しのだ 篠田 座光寺 南市場 3617-3619,3623ｲ-ﾍ 11 22

しのはら 篠原 座光寺 中市場 3565ﾛ 11 22

しのはら 篠原 座光寺 南市場 3578ﾛ,3590ﾛ-3590ﾊ,3698-3702 11 22

しばがき 司馬垣 下久堅 下虎岩 2489-2492,2498-2517 2 39

しばがき 柴垣 下久堅 下虎岩 2574-2581 2 39

しばざき 芝サキ 上郷 飯沼 ２３３２－２３４２ 10 36

しばざき 芝崎 上郷 飯沼
５４２－５５１、１５３５－１５４３，１５４５，１５７６－１５
７９ 19 36

しばそえ 芝添 鼎 上山 2328,2334-2350,2379-2386 7 20

しばたて 芝立 千代 米峰 4328-4329,4333-4334 12 181

しばのさわ 芝ノ沢 千代 法全寺 2844丙ﾆ-丙ﾍ,3084-3111,3113,3115-3116 24,27 72

しばはら 芝原 下久堅 知久平 3-4 6 85

しばはら 芝原 千代 法全寺 2413-2415 20 63

しばびら 芝平 竜丘 上川路 490,492-493 5 154

しばやすんど 柴休戸 南信濃 和田 932～933 27 41

しひゃくめ 四百目 上久堅 大鹿 8990-8997 5 81

しぶがみ 渋神 竜丘 時又 601-606,610 14 58

しぶや 澁屋 伊賀良 中村 １５２４－１５２５，１５２８，１５３１，１５３３ ###

しぶん 志福ん 上郷 南条 ３７０２ 15 74

じぶん 志ぶん 上郷 南条 ３４６５－３４６８、３７０２ 15 74

しべさわ シヘ沢 上村 程野 214 9 38

しほかいめん シホカイメン 下久堅 上虎岩 2595-2600 18 147

しほんぎ 四本木 伊賀良 上殿岡 22 5

しま 嶋 上久堅 大鹿 8831-8846 22 78

しま シマ 下久堅 下虎岩 2520

しま シマ 龍江 今田 3123-3166 2,6 32

しま 島 龍江 今田 3722-3738 3,7 32

しま 島 山本 山本 2584-2614 6 27
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しま 嶋 南信濃 和田 139～141,144～150-1,151～153,155 19,20 14

しま 嶌 下久堅 下虎岩 2527

しま し満 南信濃 和田 142～143 20 14

しま 嶋 竜丘 時又 778-896 14 53

しまがあら 島川原 南信濃 八重河内 735ﾛ,741ﾛ-1,744ﾛ,745ﾛ,820ﾊ 44 41

しまかいと 嶋垣外 三穂 伊豆木 4322ホ 　

しまがいと 島垣外 伊賀良 三日市場 １１５７－１１５８，１１６１，１１６４－１１６７ 35

しまがいと 島垣外 山本 竹佐 1088-1093,1095-1096,1105-1118 21 85

しまがいと 嶌垣外 千代 大郡 2924､2926-2927 8 149

しまくち 島口 南信濃 和田 1779 23,25 42

しまくち 嶌口 南信濃 和田 1692～1697 21 42

しまご 島古 南信濃 和田 2461～2473,2503～2505 28,30 42

しまこや 嶋古屋 上村 程野 138-ﾙ

しまざき 島崎 伊賀良 中村 １７２３，１７２６ ###

しまぜ シマゼ 上久堅 中宮 1738-1744,1783-1790,1799-1808 3 19

しまだや 島田屋 千代 大郡 3081ｲ-ﾛ 20 159

しまのた 島ノ田 千代 米川 2249 20 59

しまのぼら シマノ洞 下久堅 下虎岩 2927-2928 2 46

しまのまい シマノマイ 上久堅 中宮 3936-3940 3 33

しまのまい 嶌ノ前 上久堅 中宮 3941-3942

しまのまえ 嶋ノ前 上久堅 中宮 3935

しまばた 島畑 龍江 今田 2497-2631 3,6 31

しまばら 島原 龍江 今田 6227-6360 9 61

しまばら 嶋原 千代 下村 261-262,265-266,269-270 2,3 92

しまや 島屋 三穂 伊豆木 897462 11 50

しまんどう 四万堂 伊賀良 中村 ２４２２－２４２３ ###

しみず 清水 伊賀良 北方
７３０－７３５，７４０－７４９，７７５－７９５，８００
－８０２

49

しみず 清水 伊賀良 北方 １９３５－１９４０，１９４２－１９４６ 64

しみず 清水 伊賀良 中村
９８－１００，１０２－１０５，１０７，１２５，１５１，１５
７，１９５，１０６９，１０７１，１０７４，１０９７－１０９８，
１１０４

91

しみず 清水 伊賀良 三日市場 ６４－６５ 25

しみず 清水 上村 中郷 511 16 38

しみず 清水 上村 程野 130-ﾊ､152

しみず 清水 下久堅 稲葉 1571

しみず 清水 下久堅 小林 204-209,224-227 72

しみず 清水 下久堅 南原 166-169 4 106

しみず 清水 松尾 清水 4501-4600,4795-4800 11 6

しみず 清水 南信濃 南和田 34 42 42

しみず 清水 三穂 伊豆木 5239-5241 11 66

しみず 清水 三穂 下瀬 230-242イ 20,21 81

しみず 清水 三穂 立石 424-425 12 96

しみず 清水 三穂 立石 959ロ-964 12 104
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しみず 淸水 上郷 飯沼 ２０７３－２０７８ 15 41

しみず 淸水 上郷 飯沼 ２４３９、２４８１－２４８２、２５６８－２５６９，２５９４ 14,16 41

しみず 淸水 上郷 黒田 ２３４７－２３４８、２３５０－２３５１，２３５６－２３６２，２３９３－２４０２8 20

しみず 淸水 上郷 別府
７３９－７４１，７４３，７４５－７４７，７９３－７９６、９７
３－９７６、２４５２，２４８２－２４８７ 16 92

しみず 淸水 上郷 別府 ２４５２，２４８２－２４８７，２５２８－２５２９ 6

しみず 淸水 山本 竹佐 725-731 20 75

しみず 淸水 山本 山本 1778 6,21 16

しみず 清水 座光寺 恒川 4633-4634 11 23

しみず 清水 竜丘 駄科 550-556 10 97

しみずい 清水井 伊賀良 上殿岡 ６３４－６３７，７９６ 18

しみずい 淸水井
竜丘

駄科 1728,1730,1736,1739-
1741,1743,1745,1748,1807-1811,1820 7

114

しみずい シミヅイ 竜丘 駄科 1812-1816 114

しみずいり 清水入 龍江 今田 5782-5783 8 59

しみずいり 淸水入 竜丘 駄科 1727 7 114

しみずいりみや
やま

清水入宮山 龍江 雲母 8975-8980 14,20 91

しみずうえ 清水上 下久堅 稲葉 1561-1563

しみずうえ 淸水上 上郷 飯沼 ２４４１－２４４２，２５２６－２５２７ 14 41

しみずうえのきり 清水上ノ切 下久堅 小林 198-203 7 72

しみずがほら 清水ケ洞 三穂 立石 376-399 6,12 96

しみずさか 清水坂 三穂 伊豆木 1075-1090 14 16

しみずざか 清水坂 上村 中郷 510 16 38

しみずざか 淸水坂 上郷 飯沼 １５０３－１５０４、２０６６ 14 41

しみずざか 清水坂 竜丘 上川路 1032 12 162

しみずした 清水下 龍江 安戸 7814 14 65

しみずした 淸水下 上郷 飯沼 １７７９－１７８５ 15 41

しみずした 淸水下 上郷 飯沼 ２５３４－２５３５ 15 41

しみずした シミヅ下 竜丘 駄科 1805-1806 7 114

しみずした 清水下 座光寺 下羽場 5268-5271 12 23

しみずした 清水下 座光寺 上野 2998-3002ﾛ,3003-3002ﾛ 7 23

しみずした 清水下 竜丘 駄科 544-545  114

しみずした 清水下 竜丘 駄科 1804 9 114

しみずしたのきり 清水下ノ切 下久堅 小林 192-197,221-223 7 72

しみずしたひえだ 清水下冷田 竜丘 駄科 531-533,540-543 10

しみずじり 淸水尻 上郷 飯沼 １７２０－１７３１，１７４０ 14 41

しみずじり 淸水尻 上郷 黒田 ３１９８ﾉ２

しみずじり 淸水尻 上郷 南条 ３６３５ 15 79

しみずじり 清水尻 座光寺 下羽場
5258-5264,5306-5307,5313-5315,5326-
5331,5340-5344,5388ﾛ-5394

12,13 23

しみずた 清水田 竜丘 上川路 248-250,1196-1202 12 150

しみずだ 清水田 松尾 清水 4601-4700 11 6

しみずだ 清水田 伊賀良 大瀬木 １４８０－１４８５ 80

しみずだ 清水田 上郷 飯沼 ８８４－８８８、２２２２－２２２３、２４８３－２４８５，２５２９－２５３２14,15 41
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しみずだ 清水田 上郷 飯沼 ２２２２－２２２３ 15 41

しみずだ 清水田 千代 米川 1980

しみずだ 清水田 山本 山本
1480-1483,1620-1629,1781-17852299-
2304,3065-3074,3388-3396,3388-3396,3524-
3527,

6,20 16

しみずだいら 淸水平 飯田 大平 7688-7698,8070-8072 21 35

しみずだした 清水田下 上郷 飯沼 ２５３３－２５３４

しみずたれ 清水タレ 龍江 今田 4282-4291 47

しみずだれ 淸水ダ（タ）レ 飯田 羽場 961-972ｲ,1398-1399 7,8 19

しみずどおり 淸水通り 山本 山本
6433,6437-6453,6470-6485,6487-6488､6496-
6497

3,5 58

しみずのうえ 淸水ノ上 千代 荻坪 34 14 2

しみずばた 淸水畑 山本 山本 1779-1780,3414-3415 6,9 34

しみずばた 清水畑 南信濃 和田 81～84 20 42

しみずはら 清水原 龍江 今田 5748-5779 8 59

しみずほら 淸水洞 千代 米峰 3854-3856

しみずぼら 清水洞 下久堅 南原 1291-1292 4 120

しみずみち 淸水路 上郷 飯沼 １７５２－１７５６ 14 41

しみずやま 清水山 千代 田力 32､35-36 16 2

しみずやま 淸水山 山本 箱川 949 16 107

しみだ 滲田 竜丘 駄科 316-317,1536,1544-1549 9,10 97

しみだがしま 淸水ヶ島 鼎 下山 938-953,966-993,2079-2082 12 20

しみだがしま 淸水ヶ嶋 鼎 下山 1057-1058,1060-1070,1079-1086 12 20

しみだしま 淸水嶋 鼎 下山 1052-1056,1059,1061 11 20

しも シモ 竜丘 駄科 305 9 96

しも シモ 千代 芋平 1655-1656 18 18

しも シモ 千代 田力 631 16 18

しも 下 千代 野池 1328,1330-1333 21 35

しも 下 三穂 伊豆木 1500-1502イ 7 20

しも 志茂 三穂 下瀬 214-217 18,19 80

しもあいどじま 下合渡嶌 千代 米川 1967-1968

しもあたか シモアタカ 下久堅 上虎岩 2559-2574 18 145

しもあだか シモアダカ 下久堅 上虎岩 2429-2430 18 145

しもあらい 下新井 千代 法全寺 3628-3635､3637,3643-3644 11,13

しもあらいだ 下洗田 千代 下村 1944 6 126

しもいけだ 下池田 三穂 伊豆木 49-57 15 3

しもいしはらだ 下石原田 山本 竹佐 1129-1130 21 85

しもいだ 下井田 竜丘 駄科 522,524,526-528,797,834-837,908  97

しもいだ 下井田 竜丘 長野原 334 97

しもいちば 下市場 南信濃 和田 1597 30 42

しもいちば 下市場 三穂 伊豆木 4067ロ-4134ハ 16 42

しもいっかんめ 下壱メ目 千代 米川 874 16,17 21

しもいど 下井戸 下久堅 知久平 1648

しもいど 下井土 下久堅 知久平 1650
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しもいにし 下井西 竜丘 長野原 335-336

しもいめん 下井面 竜丘 時又 33-34 14 73

しもいわい 下祝 下久堅 知久平 1397-1413,1421 1 99

しもうすい 下臼井 伊賀良 三日市場 １６８０－１６８６，１６９９－１７０１ 39

しもえのきど 下榎戸 上郷 別府 １７４７－１７６７ 11 99

しもおおくぼ 下大久保 伊賀良 下殿岡 ５１３－５９７ 1

しもおおくぼ 下大久保 南信濃 南和田 80

しもおおた 下大田 龍江 今田 7077-7114 4 63

しもおおぬま 下大沼 山本 竹佐 1143-1146 21 86

しもおか 下ヲカ 千代 芋平 1688ﾉ3-1689 18 45

しもおち 下落 千代 下村 1970 7 126

しもおち 下落 山本 久米 2222

しもおち 霜陥 千代 毛呂久保 2540ﾛ 7 141

しもおち シモヲチ 千代 毛呂久保 2543ｲ

しもかいと 下カイト 下久堅 下虎岩 1209-1210  

しもかいと 下垣外 上久堅 落倉 5753-5755、5795 20 50

しもかいと 下垣外 千代 毛呂久保 2494 7

しもがいと 下垣外 上久堅 大鹿 8694-8712,8716-8750 6 77

しもがいと 下垣外 上久堅 原平 823-840 1 12

しもがいと 下垣外 下久堅 小林 453-457 6 74

しもがいと 下垣外 下久堅 南原 165,170,188-195 4 106

しもがいと 下垣外 千代 下村 568,576-577,584-585,589-590,602 4 95

しもがいと 下垣外 千代 法全寺 3554-3558 84

しもがいと 下垣外 千代 米川 2163-2168 20 57

しもがいと 下垣外 三穂 立石 952ロ-959イ 12 103

しもがいと 下垣外 上郷 黒田 ８５－１１５、１２３－１３３ 9,10 2

しもがいと 下垣外 上郷 別府 ９０３－９０９ 16 94

しもがいと シモガイト 下久堅 上虎岩 2102-2109 15 74

しもがいと 下垣内 山本 久米
2002,2010,2131,2134-2135､2138,2144-
2146,2154

32 150

しもかわ 下川 千代 芋平 1685-1686ﾉ2 18 45

しもかわそこ 下川底 上郷 別府 ２２５８－２２６２，２３３５－２３４５ 10,11 101

しもかわら 下河原 下久堅 知久平 1382-1387 1

しもかわら 下川原 上郷 飯沼 １５７－２４１ 19 34

しもかわら 下川原 上郷 別府
１１７０－１１７７、１４０２－１４０３、１４０７－１４１５、
１４３０－１４４４，１４４８－１４８２，１４８７－１４９８，
１５９１－１５９６

17 93

しもかわら 下川原 上郷 南条 ３７７９ 19 83

しもかわら 下川原 下久堅 知久平 2005-2021 1 100

しもかわら 下川原 千代 野池 1431 21 27

しもかわら 下川原 千代 米川 1117-1121 20 27

しもかわら 下河原 座光寺 下羽場
5272-5278,5282,5286-5289,5308-5312,5316-
5325,5382,5384-5388ｲ,5403-5413,5420-
5427,5448-5452

12,13 6

しもかわら 下河原 座光寺 欠野 5195 12 6
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しもかわら 下河原 座光寺 中河原 5539-5545 12 6

しもかわら 下川原 座光寺 河原 6246-6252,6292-6297 12 7

しもがわら 下河原 下久堅 知久平 1520-1523 1 100

しもがわら 下川原 千代 法全寺 2786 25 70

しもかわらだ 下河原田 上郷 黒田 ８３６－８４６ 5 9

しもかわらだ 下川原田 千代 野池 1427-1429､1432 21 37

しもきど 下木戸 伊賀良 北方 １５２３－１５３３ 61

しもぎり 下切 千代 毛呂久保
2039ｲ,20402499ﾛ-ﾊ､2502-2504,2509,2513-
2514

6,7 140

しもぎりだいら 下切平 千代 毛呂久保 2477-2481 7 140

しもくぼ 下久保 上久堅 蛇沼 6984-6997 11 61

しもぐり 下栗 上村 下栗

1038-1040,1047-1048,1059-1062,1070-1072，
1095-1113，1125-1151，1176-1189，1199-
1209,1216-1222､1223-1224,1233-1235,1238-
1242,1255-1292,1316-1319

23,26 39

しもくりはら 下栗原 山本 箱川 618-628,630-633 17 100

しもけが 下ケガ 松尾 毛賀 41-52,73-516,1510-1533 8,11 10

しもけがさわ 下毛賀沢 伊賀良 上殿岡 ７９８－８２４ 22

しもけのさわ 下ケノ澤 南信濃 八重河内 1893-1,1893-2

しもけろくぼ 下毛呂久保 千代 毛呂久保 1522-1524､1527-1536 6 118

しもこうや 下高野 竜丘 上川路 762,767-769,770,771-787,811-843 5 156

しもごうり 下郡 千代 大郡 2907､2917 8 148

しもこぐら 下小倉 千代 大郡 2758-2764､2767 8 143

しもこやのたいら 下小屋ノ平 千代 法全寺 2979-2980

しもさか 下坂 南信濃 和田 907～909,913 29 42

しもじ 下地 山本 久米 2221

しもしちくぼ 下七久保 上村 中郷 262-ﾛ 10 37

しもじま 下島 川路 3186-3187 6 3

しもじま 下島 松尾 清水 8589-8684 11,13 6

しもじま 下島 山本 山本 2320-2327､2358-2361 21 24

しもじまさわさき 下島沢先 三穂 立石 1038-1052ロ 　

しもしんかわ 下新川 竜丘 時又 677-2,697-4 13 124

しもしんかわ 下新川
竜丘

駄科 1114-1117､1132-1133,1220-1228,2530-
2531

13
124

しもしんがわ 下新川 竜丘 桐林 598-609 13 124

しもしんでん 下新田 座光寺 河原 6278-6284,6298-6301

しもじんでん 下神田 上久堅 蛇沼 7027-7028,7039-7052 11 61

しもぜがんぼ 下ゼガンボ 千代 法全寺 2500

しもそうろく 下總六 飯田 大平 7961-7973,8079 21 36

しもそとの 下外ノ 千代 法全寺 3465-3466 24 81

しもだ シモ田 下久堅 上虎岩 1699 17

しもだ 下田 三穂 伊豆木 6108-6111 17 74

しもだ 下田 上郷 別府 ４７１ 21 87

しもだ シモダ 下久堅 上虎岩 1206-1207,1210-1226,1241-1253 17 136

しもだ 下田 龍江 尾林 8016-8030 15 69
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しもだ 下田 千代 下村
1895-1896,1901-1906,1909-1911,1955-
1958

6 125

しもだ 下田 山本 竹佐 790 28 78

しもだ 下田 山本 山本 5324-5340 10 46

しもだ 下モ田 山本 箱川 1297,1300,1309-1315,1321-1322 12,13 88

しもだいおうじ 下大雄寺 飯田 飯田 上3090-3126 18,20 44

しもだいもん 下大門 伊賀良 中村 １２７５－１２８１ ###

しもたいら 下平 下久堅 下虎岩 2929-2942 2 46

しもだいら 下平 飯田 大平 8000-8025,8105 21 36

しもだいら 下平 上村 下栗 900 33 39

しもだいら 下平 下久堅 小林
458,477,484,486-493,507-511,533-
542,558-559,561,578-580

6 75

しもだいら 下平 下久堅 南原 420-428,439-442 5 110

しもだいら 下平 竜丘 駄科 2619-2621 17 78

しもだいら 下平 竜丘 長野原 599-601,603-613,631-634, 644-646,651-66417 78

しもだいらおち 下平落 下久堅 小林 524-532 6 75

しもだいらきたの
とおり

下平北ノ通 下久堅 小林 543-549 6

しもだいらした 下平下 下久堅 南原 429-438 5 110

しもたいらたじり 下平田尻 竜丘 長野原 635-639 17 79

しもだいらほり 下平堀 下久堅 小林 594-595

しもたがわ 下タ川 上郷 黒田 １３１３－１３１７、１５８８－１５９３ 9 12

しもたけした 下竹下 千代 米峰 4039､4042 9 177

しもだだいら 下田平 千代 下村 1912

しもたなか 下田中 上郷 飯沼 ６０２－６０３，６０９－６１８ 15 37

しもだやま 下田山 千代 毛呂久保 1525 6

しもだやま 下モ田山 山本 箱川 49 12 88

しもち 下地 三穂 伊豆木 1636-1721 7,1 22

しもちゃや 下茶屋 鼎 上山
2063-2078,2083-2098,2113-2114,2122-
2181,2187

11 11

しもちゃや 下茶屋 鼎 下茶屋 994-1000,1001-1017,1019-1046 11 11

しもちゃやした 下茶屋下 鼎 下茶屋 1018 11 11

しもつたいわ 下蔦岩 上村 程野 331-1,3,4,ﾊ､ﾆ､ﾎ 13 39

しもつぼ 下坪 龍江 今田 2468-2475 6 1

しもつぼした 下坪下 龍江 今田 2476-2481 6 1

しもてんじん 下天神 下久堅 南原 1108-1117 4 118

しもと 下モ田 山本 竹佐 770-772,776 28 78

しもとば 下渡場 上郷 別府 ４１３－４２０，４２３ 21 87

しもなかた シモナカタ 下久堅 上虎岩 547-548 15 143

しもなかだ 下中田 下久堅 上虎岩 2116-2120,2125-2137 15 143

しもなかだ シモナカダ 下久堅 上虎岩 2115,2121-2124,2138 15 143

しもにし 下西 三穂 立石 1018ハ-1037 6,12 96

しもにしがほら 下西ヶ洞 龍江 雲母 9260

しもねばた 下祢羽田 龍江 雲母 9178-9180
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しものた 下ノ田 竜丘 長野原 435

しものたいら 下ノ平 下久堅 南原 927-930,969-984,986,1910 5 116

しものたいら 下平 南信濃 和田 1663～1665 20 10

しものつぼ 下ノつぼ 龍江 雲母 8981-8984 20 91

しものひら 下の平 三穂 立石 631ハ-637 12 100

しものひら 下の平 三穂 立石 931ハ-937 13 100

しもはぎ 下萩 千代 田力 682-684,687,689-693,727-728 14 19

しもはしば 下橋場 鼎 中平 2182-2198,2201,2314-2333 11 11

しもはた 下端 山本 久米 1760,1765

しもはた 下畠 千代 下村 586-588,591-595,597 4 96

しもばた 下畑 龍江 雲母 9124 19 95

しもはただ 下畑田 山本 箱川 1132 14 111

しもはったんだ 下八反田 上郷 別府
４５８－４６４，４４７－４５５，５１２－５２０，４３８－４
４０ 21 86

しもはっちょうじま 下八町島 上村 程野 2 　

しもはば 下羽場 座光寺 下羽場 5223-5226 12 23

しもはば 下羽場 座光寺 共和 4297-4301,4307-4313 12 23

しもはば 下羽場 竜丘 時又 32 14 82

しもはば 下羽場 竜丘 長野原 294-296,314-317 14 82

しもはば 下羽場 竜丘 長野原 808-816,834-835,838-840 14 82

しもはまいば 下濱井場 下久堅 南原 1353-1354

しもはまえば 下羽前場 下久堅 南原 1355-1362 6 117

しもばやし 下林 上久堅 原平 970-973 1 13

しもはら 下原 伊賀良 大瀬木 １５９－２２８，２８４－３１０ 74

しもはら 下原 上久堅 小野
5362-5385,5391-5397,5409-5412,5417-
5420,5429-5430,5445

20 44

しもはら 下原 竜丘 桐林 1-25,36-45 14 145

しもはりした 下ハリ原 竜丘 駄科 745781

しもひかげ 下日陰 山本 久米 239-241 31 120

しもひゃくめ 下百目 千代 法全寺 3464､3467 24 82

しもびやざわ 下比矢沢 上久堅 堂平 11715-11723 9 89

しもふがいと 下府垣外 下久堅 南原 355-359,393-408 4 109

しもふがいとやま 下府垣外山 下久堅 南原 850-869,873-877,915-916,939,1911 5 109

しもふくろまち 下袋町 飯田 飯田 97,103 16,17 38

しもふさ 下フサ 千代 野池 1495-1496 21 39

しもぶせ 下伏 上村 下栗 1022 29 39

しもぶめん 下ぶめん 龍江 石林 8619-8620 21 82

しもほら 下洞 山本 竹佐 557-558 20 73

しもぼら 下洞 伊賀良 上殿岡 ７３２，７８７－７８９ 19

しもまえざわ 下前沢 下久堅 下虎岩 890-891 11 13

しもまえだ シモマヘダ 竜丘 駄科 1146-1147

しもまえだ 下前田 竜丘 駄科 1313-1314  

しもまちはり 下町張 上郷 別府 ５１０－５１１ 21 88

しもまつもと 下松本 伊賀良 大瀬木 １５５０－１５６９，１５９０－１５９４ 81
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しもまるやま 下丸山 上郷 黒田 ３５１２、３５１４－３５３４、３６５４ 4 23

しもまんば 下マンバ 竜丘 駄科 841 16 65

しもみね シモミ子 下久堅 上虎岩 567-607 15 128

しもみね 下峯 下久堅 上虎岩 608

しもや 下屋 千代 毛呂久保 2496ﾛ

しもや 下屋 千代 下村 1092 5 107

しもや 下屋 三穂 伊豆木 801-869 14,14 14

しもやしき 下屋敷 飯田 羽場
1224-1227,1232-1235,1247-1256,1387ｲ,1531-
1534

7 24

しもやしき 下屋敷 飯田 丸山
5720-5745,6068-6078,6078ﾉ3-4,6078ﾉ18-
19,6079-6085

12

しもやしき 下屋敷 南信濃 南和田 1288 26,28 43

しもやま 下山 上久堅 大鹿 8763 6 77

しもやま 下山 山本 箱川 1110-1114 14 111

しもゆみや 下弓矢 飯田 羽場 645､657,659-661,663 8 14

しもわ 下輪 山本 久米 1770-1776,1804-1805 32,33 145

しもわだ 下和田 南信濃 八重河内
223～233,276～278,280～291ｲ,292～
305,320ﾛ～320-3,327ﾛ

45 43

しもわだ 下和田 南信濃 和田 23-1～4､67､278 30,31 43

しもわだ 下和田 南信濃 八重河内 1～107-2,111～112,116ﾛﾆ,234～275,279 29,32 43

しもわだまえ 下和田前 南信濃 八重河内 108～110,113～159,178～181 29,30 43

しもわぼたした 下輪ボタ下 山本 久米 1806 32 146

しもんじょ 下ノ城 伊賀良 三日市場 ６６－７０，２３８－２４１，２４５ 25

しもんてら 下ノ寺 川路 3403-3425,3435-3447 6 32

しゃえんじはら 社円地原 山本 山本 6275､6325-6328 5 55

しゃぐうじやま 社宮地山 三穂 伊豆木 1860-1877イ 8 25

しゃぐうちだいら 社宮地平 下久堅 小林 485

しゃぐうちぼら 社宮地洞 下久堅 小林 520,552 6 76

じゃくえん 寂円 伊賀良 北方
１１３７－１１３８，１１４３－１１４４，２５４７－２５５９，
２５６５，２５６７－２６１１，２６１５，３４１６－３４１９，
３４３６－３４３９，

53

しゃぐし シャグシ 下久堅 上虎岩 973-975 15 133

しゃぐじ 社久地 三穂 下瀬 229ロ 　

しゃぐじ 社宮地 下久堅 小林 521-523,550-551 6 76

シャグジ 社久地 伊賀良 中村 ２２５９－２２６１ ###

しゃぐじ 社久地 山本 山本 1547-1559 21 16

しゃぐじ 社宮司 座光寺 宮ノ前 2773ｲ 10 23

しゃぐじ 社宮司 座光寺 上野 2938-2940,2946-2952,2983 10 23

しゃくしだ シャクシ田 上郷 飯沼 １５９６－１５９９ 14 49

しゃくじどう シャクジ堂 下久堅 下虎岩 2334-2335  

しゃぐじばら 社宮司原 上郷 黒田 ２６７６－２６８３、２６８５－２７３９ 8 21

しゃくしぼら シャクシ洞 川路 5853-5869 14 43

しゃくしぼら 杓子洞 三穂 伊豆木 6121-6135 17 75

しゃくじょうぼら 尺丈洞 三穂 伊豆木 4998ロ-4999 5,11 61
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しゃくじょうぼらい
ちのさわ

尺丈洞一ノ
沢

三穂 伊豆木 4998-4936イ 　

しゃぐち 社久地 三穂 伊豆木 5237-5238 11 65

しゃぐち 尺口 千代 下村 867ﾛ-868,870,887-896,904ﾉ4-904ﾉ16 4 100

しゃぐち 社口 上久堅 小野 4984,4987-5000,5032 20 8

しゃぐち 社口 上久堅 中宮 454-455,481-489 3 8

しゃぐち 社口 千代 大郡 3599ﾛ 8 165

しゃぐち 社口 千代 米峰 3960 9 175

しゃぐち 社口 山本 久米 1668-1670 32 126

しゃぐち シヤグチ 千代 法全寺 3338-3340,3346-3349 24 79

しゃぐちだいら 社口平 山本 久米 646-647,648ﾛ､701-702,1658-1660 31,32 126

しゃぐちぼら 尺口洞 千代 下村 85 3 90

しゃくやばた？ 借屋畑 山本 山本 838-839 22 7

しゃごじ 社古地 伊賀良 中村 ２０８６ ###

しゃごめ 社込 伊賀良 中村 １０２６，１０３５，１１５１－１１５２ ###

しゃじはた シャジ畑 龍江 尾科 9392 18 103

じゃしゃぼら 蛇社洞 千代 大郡 3599ｲ 8 165

しやしゅう シヤシウ 南信濃 和田 2218～2223 24,34 44

じゃなぎ 蛇薙 山本 山本 6346-6347

じゃばみ 蛇喰 千代 米川
1881-1882,1884-1886,1893-1905､1898-
1900,1901-1903､1905-1912

21 52

じゃばみ ジャバミ 下久堅 上虎岩
1091-1092,1111-1116,2454-2469,2498-
2509,2514-2517

17,18 135

じゃばみ 蛇場見 三穂 伊豆木 2138-2158 8 31

じゃばみ ジャバミ 山本 山本 6196-6199 5,7 54

じゃばみ 蛇ハミ 龍江 今田 843-872 11 10

じゃばみきただいら 蛇バミ北平 龍江 今田 1033

じゃばみささやま 蛇バミ笹山 龍江 今田 1034

じゃばみとびち ジャバミトビ地 下久堅 柿ノ沢 358 18 48

じゃばみひなた 蛇喰日向 千代 米川 1883,1904

じゃぼら 蛇洞 上久堅 中宮 277-278,326-355 1 5

じゃぼら 蛇洞 山本 山本 6200-6210 5,10 54

じゃぼら 蛇洞 三穂 下瀬 320ロ-325ニ 20 85

じゅうおうだいら 十王平 竜丘 駄科 435-436  

じゅうおうどう 十王堂 上郷 飯沼 ５５６－５６５、６３６－６３９、９４５－９４８ 15,19 37

じゅうおうどう 十王堂 上郷 黒田 ３０７８－３０８６、３０８８－３０９３ 4 26

じゅうおうどう 十王堂 三穂 伊豆木 8-13 16 1

じゅうおうどう 十王堂 山本 久米 1043,1503

じゅうおうどう 十王堂
竜丘

駄科 103-104,106-107,110-116,137-
143,151,153,442

9
85

じゅうおうどうひら 十王堂平 竜丘 駄科 625-629 12 85

じゅうおうまえ 十王前 飯田 飯田 上2564-2565,2572-2588 14 48

じゅうおうまえ 十王前 山本 久米 853,859 32 129

じゅうさくつくり 重作造 南信濃 和田 42
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じゅうさくつくり 重作造り 南信濃 和田 43

じゅうさんづか 十三塚 三穂 伊豆木 893-913 14,15 15

じゅうしがさか 十四ヶ坂 千代 米嶺 3665-3666､3668 10,20 167

じゅうしがしたさか 十四下坂 千代 米嶺 3667 10,20 167

じゅうじぼら 十治洞 下久堅 南原 1383-1389,1395,1397,1400 7 121

じゅうぞうやしき 重造屋敷 上郷 別府 １３３６－１３３７，１３５７ 16 97

じゅうどのはた ヂウドノ畑 三穂 下瀬 310ヘ-320イ 20 85

じゅうにけん 十二間 上久堅 下平 7717ﾛ､7721-7739,7751-7757 3,4 67

じゅうばた？ 拾畑 山本 山本 3370-3371

じゅうまんやま 十万山 山本 箱川 950,954-956,958-959

じゅうりん 十林 上久堅 原平 758-760,766-768､1666-1672,1688-1690 3,13 11

じゅうりん 重林 上久堅 中宮 1663-1665 3 11

じゅうろくまえだ 十六前田 千代 大郡 3288､3293,3342-3344 20 162

じゅえいばた 寿永畑 下久堅 知久平 887-893 3 95

しゅく 宿 飯田 丸山 5958-6028,6087-6204 12,13 32

しゅくざいけ 宿在家 上郷 黒田 ２２３２－２２５５ 4 20

しゅぜん 主膳 下久堅 知久平 625-631 2 92

じょあみだ ジョアミダ 下久堅 下虎岩 2582 2 41

じょう 城 下久堅 小林 696 6 79

じょう 城 下久堅 下虎岩 2309-2310,2312-2314 10 94

じょう 城 下久堅 知久平 797-803,805-829,852-864,894-913 3 94

じょう 城 龍江 今田 2434-2436 6 31

じょう 城 松尾 城 3726-3742,3764-3815,3831-3848 7,8 4

じょう 城 上久堅 下平
8138,8182,8191,8193,8199-8200,8202ｲ、8203-
8204，8205-8210位、8211-8216，8217，8221-
8227

4 71

じょう 城 三穂 立石 833-848 12 102

じょう 城 座光寺 宮ノ前 2757 24

じょう 城 座光寺 萬才 1689-1691,1707ﾛ-1708,1777,1837-1843 7 24

じょうあみ 長阿弥 伊賀良 北方
２５０３－２５０４，２５２２－２５２６，２５２８，２６
４８，２６５８－２６７０，２６７８－２６８３

69

しょうあんやま 正庵山 飯田 丸山 5514-5518,6965 10 31

じょういんな 上院名 伊賀良 北方 １１５０－１１５６ 54

しょうえいじ 正永寺 上郷 飯沼 ４６３－４７４ 19 35

しょうえいじはら 正永寺原 飯田 山 7419-7460ｲ,7461 1,3 24

しょうえいじはら 正永寺原 飯田 羽場

1236-1242､1266-1272､1291ﾛ､1294ﾉ2､1296ﾛ､
1309-1320､1322ﾛ､1362-1364､1368ﾛ､1387、
1400ﾛ､1406-1419､1422-1433､1438-1507､
1538-1540,1556ﾛ､1561-1592,1594-
1667,1691-1720,1743-1745,1794-1795,1883-
1900,1909-1916,1928ﾉ5,1967-1976,1985-
1992,7001-7182,7301-7305

4,7 24

しょうえいじやま 正永寺山 飯田 羽場 7305ﾉ2-7408,7313,7325-7326,7358-7359 3,4 24

しょうえいじやま 正永寺山 飯田 山 7314-7324,7327-7357,7360-7382,7383

しょうえいだ 正永田 上郷 飯沼 １６３９－１６４２ 14 49

じょうがいと 城垣外 三穂 立石 830ニ-832 12 102
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じょうがいと 城垣外 座光寺 萬才
1148-1151,1778-1779,1787-1790,1792-
1835,1856

7 24

じょうがこし 城ヶ腰 千代 下村 983ﾛ-985 5 103

じょうがこし 城ヶ腰 千代 下村 22-27,29-41,418,505-506 3,4 89

しょうがつまつり 正月祭 山本 箱川 1420 12 114

じょうがやま 城ヶ山 千代 下村 987 5 104

じょうがわき 城ヶ脇 千代 下村 983ｲ

じょうきたのたい
ら

城北ノ平 下久堅 小林 779-781 6

じょうぎわ 城際 三穂 立石 643-674 12 101

しょうきんづくり 正金作り 飯田 羽場 776-777 8 16

じょうけいじ 定継寺 龍江 今田 2369 6 29

じょうげんばた 常玄畑 飯田 羽場 394-399 8 9

じょうこし 城越 下久堅 下虎岩 1430-1433 13 22

しょうざえもんやま 庄左衞門山 山本 竹佐 453 12,18 71

じょうさか 城坂 上久堅 下平 8121-8126,8142-8159 4 71

じょうざか 城坂 下久堅 下虎岩 2296-2299 10 36

じょうざか 城坂 座光寺 宮ノ前 2671,2673-2674 8 24

じょうざか 城坂 座光寺 萬才 1776 7 24

しょうさく 庄作 南信濃 南和田 1144

じょうざわ 城沢 山本 山本 6387-6394 5 57

しょうじかいと 庄司垣外 山本 竹佐 921,923-925 20 81

しょうじがいと 障子垣外 上郷 別府
２６６７－２６６８，２６７４－２６７６，２６９２－２６９４，
２７０３，２７０９－２７１５ 5 102

しょうじころび 庄司轉 竜丘 桐林 1321-1337 8 130

じょうした 城下 龍江 今田 2492-2493

しょうじば 庄司場 山本 山本 2615-2630 6 28

しょうじぼら 庄司洞 三穂 伊豆木 3398-3423 10,16 40

しょうしょうねだ 焼消根田 山本 山本 2112-2114 6,21 22

じょうしんだ 常真田 上郷 飯沼 ５７６－５８１ 15 37

しょうせんじ 正泉寺 座光寺 共和
4076-4089,4117-4123,4121-4123,4129-
4133

9 24

しょうぜんじ 正善寺 南信濃 和田 1286ﾛ,2331～2333 31 44

しょうぞうつくり 庄三作 南信濃 南和田 1150ﾛ

しょうぞく 装束 竜丘 駄科 1583-1587,1594-1599 10 111

じょうだいら 城平 千代 米川 2274-2288 20 60

しょうちゃくち ショウチャクチ 下久堅 柿ノ沢 525 18 52

じょうてぼら 城手洞 竜丘 桐林 2254-2356,2259 2,11 138

じょうど ジャウド 三穂 下瀬 466 20 88

じょうのうち 城ノ内 下久堅 小林 698-699,701

じょうのかみ 上ノ神 下久堅 知久平 720-728 3 93

じょうのかみ 城神 下久堅 知久平 714-715 3 93

しょうのくち 庄ノ口 上村 程野 242-8,9､27 9 40

じょうのこし 城ノ越 上村 程野 26-5～11,16,17,24,25 6,7 40

じょうのこし 条ノ越 千代 芋平 1701-1702 18 45
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じょうのこし 條ノ腰 三穂 伊豆木 3283-3384 10,15 8

じょうのこし 城ノコシ 龍江 今田 1992-1993 12 23

じょうのこし 城の腰 三穂 伊豆木 306-310 15 8

しょうのた 庄ノ田 三穂 伊豆木 1398-1401 7 18

じょうのまえ 城ノ前 龍江 今田 2437-2440 6 31

じょうのやま 城山 南信濃 南和田 863 39 44

じょうばた 城畑 川路

じょうばた 城畑 上郷 黒田 ５４０６－５４２０ 9 105

じょうはら 城原 座光寺 萬才 1138,1146 7 24

しょうぶがほら せうぶヶ洞 龍江 雲母 9001-9002 20 92

しょうぶさわ シヤウブ沢 龍江 今田 3463-3466 3,7 37

しょうぶざわ 勝負沢 千代 大郡 3242-3246､3252-3258 20 160

しょうぶざわ 菖蒲沢 千代 下村 202-215 3 91

しょうぶざわとうげ 菖蒲沢峠 千代 下村 216 3 91

しょうぶだ 勝負田 鼎 名古熊 1099-1100,1103-1105 16 20

しょうぶだ 菖蒲田 上久堅 落倉 5711-5723、5990-5998 20 49

しょうぶだいら 勝負平 飯田 山 7591-7593,7597,7605-7606

しょうべいはた 庄兵エ畑 三穂 伊豆木 1397 　

じょうほう 浄法 上郷 黒田 ５０３６－５０６１ 8 104

じょうほうぼら 浄法洞 上郷 黒田 ５０６２－５０７２ 8,13 104

じょうやがいと 城屋垣外 上郷 黒田 ３７５７－３７６３ 3 31

じょうやま 城山 飯田 丸山 5497-5504 11,12 30

じょうやま 城山 飯田 山 6996 11,12

じょうやま 城山 上久堅 小野 5169-5177,5400-5408、5420 20 44

じょうやま 城山 上久堅 下平 7996-7997,7999-8000,8011 4,5 70

じょうやま 城山 川路 2864 7 30

じょうやま 城山 下久堅 小林 674-677,682,688-695 6 78

じょうやま 城山 龍江 今田 1994-1995 11,12 23

じょうやま 城山 山本 久米
1259-1262,1266-1267,1273-1275,1279-
1282

28,33 136

じょうやま 城山 山本 竹佐 479-481 29 71

じょうやま 城山 山本 箱川
244-256,262-263,266-268,271-273,
275,292-295,299-300,302,306-
307,316,375,382-385,1-3

18,29 85

じょうやま 城山 山本 山本 6377-6386 6,9 57

じょうやま 城山 三穂 伊豆木 1820-1823 1,8 23

じょうやま 城山 竜丘 桐林 2628 11 142

じょうやま 城山 竜丘 駄科 1694-1695,1708,1756-1758,1761,1773-17759 113

じょうやました 條山下 三穂 伊豆木 3636 　

じょうやまだいら 城山平 上郷 黒田 ５１２７－５１３９ 14 67

じょうやまはやし
のこし

城山林ノ越 山本 久米 2238

じょうやまほら 城山洞 竜丘 駄科 1725,1770-1771 9

じょうやまみなみ 城山南 竜丘 駄科 1724 9 113



122

じょうろく ｼﾞｬｳﾛｸ 竜丘 駄科 870-871 101

じょうろく 丈六 下久堅 南原 41,44,49-56,80-83,92 4 103

じょうろく 城陸

竜丘

駄科 813,866,869,872-875,880-882,889-892,895-
901,903-908,909,920,931-938,943-
945,947,1037-1038

16

101

しょうわ ショウワ 伊賀良 大瀬木 １９１５－１９２０，２０３０－２０５７ 82

しょき 正陣 上村 下栗 940,941-1 31,33 40

しょけだ 所家田 山本 山本 1265-1281 22 13

しょけだ 初検田 三穂 伊豆木 778-785 14 13

しょざわ 初沢 川路 5767-5813 13 11

しょざわ 所沢 伊賀良 中村 ２６３９－２６４３，２６６８ ###

しょだいら 所平 竜丘 上川路 352,423-434,895-903,909-921 5 151

しょつぼ 塩坪 伊賀良 中村 ２５８１－２５９３，２６４４－２６４７ ###

しよのくき シヨノクキ 上村 程野 233 9 40

しょのめん 初ノ免 川路 3854-3956 10 38

しょぶだいら ショブ平 伊賀良 中村 ３１１６－３１１７ ###

じょろうごや 女郎小屋 飯田 大平 7609-7611

じょろくり ジョロクリ 下久堅 上虎岩 2022-2024,2051-2056 20 141

しらいし シラ石 上村 中郷 449 16 41

しらが 白髪 鼎 上山 2269-2282,2287-2298 11 20

しらかば 白樺 龍江 今田 5028-5047 12,18 55

しらすな 白砂 下久堅 稲葉 1474 8 123

しらすな 白砂 千代 米峰 4159-4177､4332,4335-4339 9,12 179

しらすな 白土 南信濃 南和田 740 27 44

しらすな 白土 南信濃 和田 2516～2518 29 44

しらすな 白砂 千代 下村 1006,1107-1108 5 104

しらなぎ 白奈木 伊賀良 中村 ３３１０－３３１１ ###

しらなぎ 白なき 山本 箱川 525-526,725-727 17 100

しらなぎ 白ナギ 三穂 下瀬 286 20 83

しらねがさわ 白根ヶ沢 龍江 今田 5321-5480 7 56

しらやま 白山 下久堅 南原 241-247 4 107

しらやま 白山 座光寺 高岡 4969-4978,5035-5051,5066-5067 11 33

しらやまおき 白山沖 座光寺 河原 5948-5951,6124-6128,6626-6627 14 33

しらやました 白山下 座光寺 河原 5666-5677,5694-5699 12 33

しらやました 白山下 座光寺 高岡 5505-5008,5018-5020 11 33

しらやました 白山下 座光寺 中河原 5630-5646 12 33

しらやままえ 白山前 座光寺 河原

5752-5756,5760-5767,5832-5854,5952-
5955,5969-5971,5979-5982,6068-6072,6076-
6082,6114-6115,6153-6158,6619,6621,6624-
6625

12,15 33

しらやままえ 白山前 座光寺 高岡 5009-5017 11 33

しり 尻 千代 大郡 3607 10 166

しりょうばた 飼料畑 飯田 東野 4622-4665 12,17 52

しろ 城 南信濃 南和田 291 40,42 44

しろいわ 白岩 南信濃 八重河内 319ﾛ～ﾎ
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じろうごろう 二郎五郎 千代 下村 343-361 35 92

じろうさくやま 治郎作山 山本 箱川 1384-1386

じろうさくやまくろ
治郎作山ク
ロ

山本 箱川 1404 12 65

じろうさくやまぐろ 治郎作山ぐろ 山本 竹佐 32-36 12,19 65

じろうせうけあらし 治郎助嵐 山本 山本 6542-6543,6547-6549

じろうばた 治郎畑 千代 法全寺 3388 23 81

じろうぶち 治郎渕 山本 箱川 69-70 12,13 89

じろうぶち 治郎渕 山本 箱川 1285-1294

しろきや 白木屋 三穂 伊豆木 4323-4352 11,16 50

じろくり ジロクリ 下久堅 上虎岩 2018-2021,2025-2050 20 141

しろじ 白地 千代 毛呂久保
2276ﾛ-2277ｲ､2278-2280,2282-2289,2293-
2337

9 136

しろした 城下 下久堅 知久平 1602-1604,1610,1657-1660 3 101

しろした 城下 南信濃 南和田 227～235 28,42 44

しろじり 城尻 下久堅 知久平 1653-1654 3 102

しろすな 白砂 千代 下村 1277､1289-1299,1800,1807 6 112

しろだ 代田 鼎 上山 2579-2598 8 21

しろだ 代田 松尾 代田
1404-1631,1654-1800,4076-4081,4101-
4115,4117-4128

7,8 8

しろだ 白田 伊賀良 北方 ５１１－５２４，５９３－５９４ 47

しろたに 白谷 山本 久米 2190-2192,2196-2197,2215,2292-2297 33 151

しろなぎ 白崩 龍江 今田 1251-1273 11 14

しろなぎ 白なぎ 山本 久米 2227 33 153

しろのこし 城ノ腰 龍江 今田 395-399 10 4

しろはた 城畑 千代 荻坪 406-410 19 11

しろばた 城畑 南信濃 和田 1684～1686ﾛ 19 45

じろべえだ 治郎兵エ田 上郷 飯沼 １４５２－１４６１ 14 47

しろまえ 白前 伊賀良 中村 １５３９，１５４３－１５４４ ###

しろまき 白牧 三穂 伊豆木 1314-1337 7,14 17

しろまきとうげ 白牧峠 三穂 伊豆木 1302-1313 8,14 17

しろやま 城山 南信濃 南和田 26～31 42 45

しろやま 白山 上郷 黒田 ２９５６－２９６５、２９６９－２９７０、２９７７－２９７９、３３１８4 23

しろやま 白山 南信濃 南和田 308 40 45

じんえもんばた 甚右ヱ門畑 伊賀良 中村 ９６，１９４ 91

じんか 陣花 下久堅 南原 409-419,443-450 5 110

じんが 神加 下久堅 下虎岩 731-735 11 10

じんが ジンガ 下久堅 下虎岩 713-730,743-746,748-754 11 10

しんかいと 新垣外 龍江 今田 3991-4045 4 45

しんがさわ 新ヶ沢 千代 法全寺 2511-2514,2523-2527､2531-2563 23 66

しんがさわうえぼ
ら

新ヶ沢上洞 千代 法全寺 2528-2530

しんがさわこぼら 新ヶ沢小洞 千代 法全寺 2515-2522

じんかざん 陣花山 下久堅 南原 826-846 5 110
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じんがひら 陣ケ平 竜丘 上川路 766,766-3 5 158

しんかわ 新川 伊賀良 三日市場
１９３－１９６，２８５－２８７，４５５－４５６，４５８
－４９６

27

しんかわ 新川 竜丘 時又 23,561,563-584,625-633,639-642,719-777,132913 54

しんかわ 新川
竜丘

駄科 1193,1195-1201,1204-1211,1219,1221-
1225,1346-1349 10 54

しんかわ 新川（二） 竜丘 駄科 2509-2511,2516-2529,2532-2533 7 54

しんがわ シンガワ 竜丘 駄科 1194,1202-1203 10 54

しんがわ 新川 竜丘 桐林 784-794,969-972,1241-1254,1313-1320 13 54

しんがわ 新川 竜丘 長野原 238-240 13,14 54

しんがわばし 新川橋 竜丘 桐林 678-ｲ－680 13

しんかわばた 新川端 竜丘 駄科 2503-2508

しんがわばた 新川端 竜丘 長野原 61-62  

しんかわばたひ
ろがわら

新川端廣河
原 竜丘

駄科 2069-2095 7

しんかわばたひ
ろがわら

新川端廣川
原 竜丘

駄科 2096-2102,2109

しんかわひら 新川平 竜丘 駄科 1134-1135,1180-1182 10 103

しんくだ 新九田 山本 久米 1512 32 143

じんくろうだ 甚九郎田 伊賀良 中村 ２０９７－２０９８，２１００，２１０６，２２８５－２２８７ ###

しんけい 新慶 上久堅 下平 7832,7837-7859 3,4 68

しんけいじ 真慶地 伊賀良 北方 １８０６－１８０７，１８０９－１８４６，１８５６－１８５７ 63

しんこうじうら 真光寺裏 飯田 飯田 1350 13 44

しんこうじじょうち 真光寺上知 飯田 飯田 1353

しんごろう 新五郎 伊賀良 中村 ２６０７－２６０８ ###

じんさくだ 甚作田 上郷 飯沼 １７９５－１７９６ 15 51

じんざはやし 甚三林 三穂 伊豆木 1849ロ-1859 8 24

じんざわささごやな
からくはたのさわ

陣沢笹小ヤ中
ラクハタノ沢

飯田 山 8181-8182

しんじょう 新城 龍江 今田 2485-2487 6,5 31

しんしょうあん 新庄庵 三穂 伊豆木 3470-3481 16 41

しんせいだ 神生地 伊賀良 北方 ２１３７－２１３８，２１４５ 67

じんぞうがとうげ 甚三ヶ峠 千代 大郡 3909-3510

しんぞうだ 新三田 飯田 羽場 241 13 5

しんたく 新宅 鼎 上山
2059-2062,2199-2200,2202-2210,2215-
2218,2299-2313,2351-2378

7,11 21

しんたやしき 新太屋敷 飯田 山 6990 6,7 35

しんち 新地 龍江 今田 2063-2089 6 25

じんで 神手 千代 大郡 3115､3136-3145,3153,3152-3153 19 154

しんてん 新天 伊賀良 中村 １３２３，１３２７－１３３０，１３８３ ###

しんでん 新田 伊賀良 上殿岡 91、794 8

しんでん 新田 上郷 別府 ５９３－５９４，６０７ 17 90

しんでん 新田 上郷 南条 ３４６９－３４７１ 15 74

しんでん 新田 千代 大郡 2724-2730,2733-2737,3286,3347-3348 8 144
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しんでん 新田 南信濃 木澤 560

しんでん 新田 南信濃 八重河内 422ﾛ

しんでん 新田 山本 箱川 1084 14 110

しんでん じん田 三穂 伊豆木 4463-4473 11 52

しんでん 新田 竜丘 駄科 515-521,525,534-535  94

じんでん 神田 龍江 石林 8268-8271 74

じんでん 神田 龍江 宮沢 8815

じんでん 神田 上久堅 小野 5028-5031 20 43

じんでん 神田 上久堅 平栗 6211-6243,6244ｲ、6245-6246,6310-6312 10 54

じんでん 神田 上久堅 蛇沼 7222-7232 10 63

じんでん 神田 千代 野池 1343-1347 21 35

じんでん 神田 千代 法全寺 3473-3482 23 82

じんでん 神田 山本 山本 5544

じんでん ジンテン 上村 上町 583 16,19 41

じんでん 神田 伊賀良 中村
１３９４，１５４５－１５４７，１７８３－１７８６，１８
５７－１８６８，１８７０－１８８２，１８８６－１８９
０，１８９２

###

じんでん 神田 伊賀良 三日市場 １０５－１０７，１０５４ 26

じんでん 神田 川路

じんでん ジンデン 下久堅 下虎岩 2711ﾛ 14 42

じんでん 神田 下久堅 下虎岩 2719-2721 15 42

じんでん 神田 千代 毛呂久保
2214-2220,2232-2234,2369-2381,2590-
2592

7 135

じんでん 神田 山本 久米 1491,1496 32 143

じんでん 神田 竜丘 上川路 847-852,903-ﾛ 5 159

じんでんがほら 神田ヶ洞 川路 1488-1491,1506-1515 3 21

しんでんばた 新田畑 竜丘 長野原 2-8

じんでんはやしの
こし

神田林ノ越 山本 久米 1181,1187 28 134

しんでんばら 新田原 山本 山本 281-285,287-288､290､322-346 22,26 2

じんでんひやけ 神田日焼 伊賀良 中村 １８８４ ###

じんどう 神堂 上久堅 越久保 2477-2496 15 24

じんとうぼら 人頭洞 千代 法全寺 2744乙ﾐ

しんとがわばた 新戸川端 上郷 南条 ３７２２、３７３４－３７３５ 19 82

じんないかいと 甚内垣外 川路 3317-3330,3369-3373 6 34

しんのほら シンノ洞 龍江 安戸 7835-7855 14,20 66

しんばた 新畑 千代 下村 1502ﾛ 6 117

しんばた 新畑 南信濃 和田 173～174 18,20 45

しんびら 新平 南信濃 和田 1754 23 45

しんびら シンビラ 南信濃 和田 1710,1734ｲﾛ　 22,24 45

しんぶ 新府 伊賀良 中村 ２３１８－２３２０、３３４８－３３６１ ###

しんべえばた 新兵衛畑 千代 法全寺 3409-3411ｲ 24 81

しんまち 新町 飯田 飯田 上3774,3779-3789,3791-3814

しんまち 新町 飯田 東野 3786-3814 16 49
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しんまち 新町 南信濃 南和田 1116

しんまちうら 新町 南信濃 和田 1095～1142 31 46

しんまちうら 新町浦 南信濃 和田 1052ﾛ,1053-1,1054-1

しんまちくらやしき 新町藏屋敷 飯田 飯田 上3790

しんみち 新道 上村 中郷 336-ﾍ､509 13,19 41

しんむぎた 新麦田 上郷 飯沼 ４２３－４３０ 19 35

しんめい 神明 飯田 東野 4512-4513,4514ロ-4523 12 51

しんめい 神明 鼎 名古熊
2005,2009-2034,2042-2045,2052-
2058,2065,2070-2071

13 21

しんめい 神明 上郷 別府 ９９９－１００７，１０２０－１０２３ 16 94

しんめい 神明 千代 大郡 3291 20 162

じんめい 神明 下久堅 南原 268-271,289 4 108

しんめいがいと 神明垣外 山本 山本 893-897 22 9

しんめいまえ 神明前 飯田 東野 4485-4511,4514イ 12 51

じんめいまえ 神明前 下久堅 南原 334-341 4 108

しんや 新屋 伊賀良 上殿岡 ２５９ 10

しんや 新屋 上郷 黒田 １３６７－１３７１ 9 13

じんや 陣屋 山本 竹佐 936,938 20 81

しんやしき 新屋敷 上郷 別府 ２１１０－２１３６ 11 100

しんやしき シンヤシキ 下久堅 上虎岩 1240 17 137

しんやしき 新屋敷 三穂 伊豆木 4804-4806 10 57

しんやしき 新屋敷 山本 久米 1865 32 148

しんやしき 新屋敷 竜丘 上川路 253-254,1021-1030 12 72

しんやしき 新屋敷 竜丘 時又 25-28 13 72

しんやしき 新屋敷 竜丘 長野原 232-234,247-248,270-271,280-288 13 72

しんやしきい 新屋敷井 竜丘 長野原 269 13 72

しんやしきいぞえ 新屋敷井添 竜丘 長野原 260-261

しんやだ 新屋田 伊賀良 上殿岡 ７２－７３ 7

しんやだみぞぐち 新屋田水口 伊賀良 上殿岡 76 7

しんわ 神和 上久堅 下平
8139-8141,8162-8164,8189-8190,8192-
8193位、8191-8195，8198，8201

4 71

すあい 寿阿い 山本 山本 5373-5379 10 47

すいかばた 西瓜畑 鼎 一色 569-570 9 21

すいしょう 水晶 千代 米峰 3797-3800､3802 9 171

すいしょうざん 水晶山 山本 箱川 417,422 17,18 97

すいしょうばた 水晶畑 南信濃 木澤 682

すいじん 水神 飯田 飯田 上3011-3012

すいじん 水神 鼎 中平 2103-2105,2106-2112,2115-2121 11 21

すいじん 水神 上郷 別府 ４６５－４６６，４７２－４７６ 21 88

すいじん 水神 川路 491-502,522-527,1253-1254 2 9

すいじんおおな
わば

水神大縄場 上郷 別府 ４９３ﾉ５－４９５ 21 88

すいじんがま 水神釜 上久堅 大鹿 8552-8560 5 73
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すいじんじま 水神島 座光寺 河原
6349-6364,6414-6442,6455-6522,6524-
6564,6566-6608,6620

12,15 24

すいじんど 水神戸 三穂 伊豆木 6136-6141イ 17 75

すいじんのうち 水神ノ内 上郷 飯沼 ２９６－３０２

すいじんのなか 水神の中 上郷 飯沼 ２９１－２９５，３０３－３１２

すいはんば 水半場 千代 下村 751-760 4 99

すがだいら 須賀平 千代 下村 1913,1916 6 125

すがぬま 菅沼 飯田 東野 4418-4483 12 51

すかんだいら スカン平 飯田 山 8150-8153

すぎがほら 杉ヶ洞 千代 大郡 2837ﾛ-2841

すぎがま 杉釜 千代 下村 426-442 3 93

すぎながほら スギナガ洞 龍江 雲母 8985-8987

すきのき スキノキ 下久堅 下虎岩 2686-2692 14 42

すきはっちょう 鋤八丁 山本 山本 4275-4297 6,9 40

すぎはら 杉原 三穂 伊豆木 2433-2452 8,9 32

すぎぼら 杉洞 伊賀良 上殿岡 ７５４－７５６，７６１ 21

すぎやま スギヤマ 下久堅 小林 768 7 79

すぎやま 杦山 下久堅 南原 621,625-626

すぎやました 杉山下 南信濃 和田 1792

すぐざか 須具坂 山本 山本 6227-6239,6271-6274 5 55

すけごろう 助五郎 南信濃 南和田 299 26 46

すけごろう 祐五郎 南信濃 南和田 300

すげのほら 菅ノ洞 龍江 宮沢 8855 20 87

すげのもり スゲノ森 下久堅 柿ノ沢 1796,1807-1814,1818-1830 8 67

すげのもり スゲノモリ 下久堅 柿ノ沢 1815-1817 9 67

すけやしき 佐屋敷 飯田 羽場 951-953 7 19

すざま スザマ 南信濃 木澤 626 5 46

すざわ ス沢 南信濃 木澤 566､571､646 4,5 46

すざわ 須沢 南信濃 木澤
544､565,567,568､570,572～585､619～
625,629ﾛﾊ～642,644～645

5 46

すざわやま 須沢山 南信濃 木澤 586～589 5 46

すしかど 須志角 鼎 切石 5095-5111,5133-5193,5243-5246 2,3 22

すずがさわ 鈴ヶ沢 上郷 黒田 ３８４４

すずがだいら 鈴ヶ平 飯田 山 8166-8170

すずがめん 鈴ヶ免 伊賀良 北方 １９９３－１９９４ 64

すすどお スヽミドヲ 竜丘 上川路 590-591 5 156

すずはら 鈴原 竜丘 桐林 3203-3206 11 144

すずみど スゞミ戸 南信濃 木澤 850～853 12 47

すずめいわ 雀岩 上久堅 堂平 9161-9173 7 84

すずやま スズ山 伊賀良 中村 ３１９７ ###

すそざか スソ坂 上郷 別府 １７８６ 11 99

すつぼ スツボ 南信濃 和田 2213

すてちがくぼ 捨地ヶ窪 千代 法全寺 2745-2747 25 69

すなあげば 砂上場 飯田 羽場 194-198､286-289 13 3
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すながいと 砂垣外 伊賀良 北方 ７９６－７９９，８０３－８１０ 49

すなくぼ 砂窪 千代 米峰 3716-3723,3727,3729-3734,3736-3755 9,10 170

すなこ スナコ 上村 程野 94-1,2 6 41

すなこ 砂子 上村 上町 514-1,2,3,ﾛ､ﾊ､ﾆ

すなこだ 砂子田 山本 箱川 50 12 89

すなこだ 砂子田 山本 箱川 1298-1299,1301,1305-1308

すなこだやま 砂子田山 山本 箱川 50ﾉ2-51 12 89

すなこま 砂駒 上村 程野 94-3～7,　101 6 41

すなごや 砂子屋 飯田 山 8147-8148

ずなし 頭なし 山本 山本 654-667 22,23 5

すなじり 砂尻 千代 大郡 2898

すなじり 砂尻 千代 下村 1239-1241,1243ﾛ-1247,1351 3 114

すなた スナタ 下久堅 上虎岩 795-799,828-832,2077-2086 15 131

すなた 砂田 三穂 伊豆木 4174-4191 16 48

すなだ スナ田 上郷 飯沼 １７４６－１７４７ 14 46

すなだ 砂田 伊賀良 北方 １３２３，１３２７－１３３０，１３８３ 58

すなだ 砂田 伊賀良 中村 ８７６，１６２９，１０３６－１０３８ ###

すなだ 砂田 鼎 一色 36-41,452-462,464 6 22

すなだ 砂田 鼎 名古熊 1281-1282,1298-1302,1942-1961,1982-19838,13 22

すなだ 砂田 上郷 飯沼 ２１２８－２１３７，２２２８－２２３１ 15 56

すなだ 砂田 上郷 黒田 ３５４１－３５４７ 4 30

すなだ 砂田 上郷 別府 １４２６－１４２８ 11 98

すなだ 砂田 下久堅 稲葉 1441-1442,1445-1465 7 122

すなだ 砂田 龍江 石林 8697-8700

すなだ 砂田 龍江 今田 3871-3881 3 43

すなだ 砂田 龍江 雲母 9173

すなだ 砂田 千代 下村 1007-1008,1949,1952-1954,1959-1960 5 105

すなだ 砂田 山本 久米 683,713-715,1415-1418 28,31 127

すなだ 砂田 山本 竹佐 964-976,985-987,985-987,1084-1085 20,21 82

すなだ 砂田 山本 山本
1295-1310,2366-2371,2560-2566,5036-
5048,5318-5323

6,22 13

すなだ 砂田 座光寺 河原 5730 11 24

すなだ 砂田 座光寺 高岡 4904-4909 11 24

すなだ 砂田 座光寺 中河原 5585-5588 14 24

すなだ 砂田 座光寺 萬才
1541,1546-1550,1552-1554,1604,1618ﾛ-
1619,1626-1638,

6,7 24

すなだかどのほら 砂田門ノ洞 龍江 雲母 9174 13,19 96

すなば 砂バ 上郷 黒田 ３０１１－３０１４、３０１６－３０１７ 4 25

すなば 砂場 飯田 丸山 6029-6067,6601-6665,6867-6915 7,13 32

すなば スナバ 下久堅 上虎岩 2413-2522,2575-2594 18

すなばた 砂畑 鼎 名古熊 2725-2729

すなはら 砂原 伊賀良 北方 １８６１－１８６４ 63

すなはら 砂原 伊賀良 中村 ２５２２－２５２３ ###

すなはら 砂原 上郷 黒田 ３２４５－３２４７、３２４９－３２５２ 3,4 27
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すなはら スナハラ 竜丘 駄科 314 9 96

すなはら 砂原 三穂 立石 146-150 11 92

すなはらばた 砂原畑 上郷 黒田 ５６２－５７４ 9,10 5

すなひろ 砂廣 上久堅 堂平 9258,9317-9318 4,7 85

すなま スナマ 南信濃 木澤 333～335

すなよとめ 砂余留 松尾 新井 6859-6872,6949-6955,7021-7039 9 11

すまはた スマ畑 飯田 羽場 534-549 8 12

すみ 角 鼎 切石 4348,4372-4392,4735-4738,4900-4903 4,5 22

すみかいと 角垣外 千代 米峰 4010-4016 9 176

すみかいと スミ垣外 龍江 今田 3244-3246

すみがいと 角垣外 三穂 立石 400-409 6 96

すみがいと 角垣外 山本 山本 2153-2164 21 23

すみがいとかわ
らばた

角垣外川原
畑

山本 山本 2145-2152 21 23

すみかま スミカマ 上郷 黒田 ３５４８－３５５７ 4 30

すみた 角田 上郷 別府 １３８６、１４２５ 11 97

すみた 角田 鼎 一色 83,333 6 22

すみた 角田 山本 久米 506-507 31 123

すみた 角田 竜丘 上川路 1158-1172 15 163

すみだ 隅田 上郷 飯沼
１３４３－１３４７，１３５１－１３５８，１３６２，１３８３、
１３９２－１３９４ 14 45

すみだ スミダ 竜丘 駄科 1246-1248,1292-1293 10 105

すみだ スミ田 竜丘 駄科 581-583,1290-1291 10 98

すみだ 角田 竜丘 駄科 1243-1245,1294-1295 10 105

すみだ？ 角田 山本 山本 1383-1385 22 14

すみはた 角畑 山本 竹佐 517-518 29 72

すみはた 角畑 山本 竹佐 882

すみはた 角畑 山本 久米 1876

すみやきさわ 炭焼沢 南信濃 南和田 857

すみやきざわ 炭焼沢 上村 下栗 1322､1323 31,32 41

すもも 李桃 南信濃 南和田 77ｲ～77-6

すりきだ 摺木田 千代 下村 1834-1846 36 124

すりこぎだ 摺木田 千代 米峰 4133-4135 9 179

すりこぎやま 摺木山 飯田 山 8116

すわがいけ 諏訪ヶ池 千代 大郡 3037ﾊ 19 150

すわしゃ 諏方社 千代 下村 1167 5 108

すわぶん 諏訪分 飯田 羽場 803-807,908-909,911,920-926 8 17

すわまつ 諏訪松 三穂 伊豆木 3557 　

すわみや 諏訪宮 下久堅 柿ノ沢 64-66,77 2 46

せいかんじ 清閑寺 鼎 名古熊 1644-1650,1653ﾛ 14 22

せいごだ 清五田 飯田 羽場 291 13 6

せいごはた 清五畑 飯田 羽場 1155-1156 5 22

せいじょういん 西性院 下久堅 南原 1149 4 119

ぜいしん ゼイシン 上久堅 上平 2112-2118 13 22
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せいないばやし 清内林 下久堅 柿ノ沢 566-568,584 19 53

せいのじょうだ 清乃丞田 山本 竹佐 1028-1029 21 83

せいぼう 清房 竜丘 時又 529,531-535 14 60

せがきめん セカキ免 龍江 尾林 8070 15 70

ぜがんぼ ゼガンボ 千代 法全寺 2507-2508 23 65

せきおか 関岡 三穂 伊豆木 4659ロ-4663 10 54

せきぎょう 石行 三穂 伊豆木 3558-3584 10 43

せきざか 関坂 三穂 伊豆木 4760ニ-4766 11 56

せきのかた 関ノ方 千代 法全寺 2370-2378 23 61

せきめ セキメ 竜丘 上川路 960,1122-1129 5 161

せきもと 関本 山本 箱川 1033-1035 13 108

せきやどやま 関鶴山 南信濃 南和田 867～870，871～875 37,39 47

せきれん セキレン 下久堅 上虎岩 1180-1184,1204-1205 17 136

せと セ戸 南信濃 和田 19 20 47

せと 瀬戸 南信濃 南和田 774～775 40 47

せと 瀬戸 南信濃 和田 1666～1669ﾎ 33 47

せと 瀬戸 南信濃 和田 1670～1681,1720～1723,1787ﾛ 21,22 47

せと 瀬戸 南信濃 和田 1598～1601 18,20 47

せど 瀬戸 千代 下村 1680-1681ｲ､1682 36 120

せど セド 南信濃 八重河内 1911ﾛ､1911-4,5,6,10～13 44 47

せとざわ 瀬戸澤 南信濃 南和田 24 28,42 47

ぜにうじ 銭氏 龍江 今田 3064-3065 2,6 32

ぜにがみ 銭神 千代 法全寺 2416ﾛ 23 63

ぜにがめ 銭亀 三穂 伊豆木 4265ハ-4274 16 49

ぜにかめだ 銭亀田 山本 山本 4053-4076 9,20 38

ぜにがめほら 銭亀洞 三穂 下瀬 463-465 20 88

ぜにがめほら 銭ガ免洞 三穂 下瀬 456ロ-462 20 88

せのあがり セノアガリ 下久堅 下虎岩 1895-1897,1925-1926 16 31

せのこし 瀬ノコシ 南信濃 八重河内 777 44 48

せのこし セノコシ 南信濃 八重河内 1398～1402,1404～1421 46,56 48

せばいし セバ石 上村 下栗 1066

せばいし セバ石 上村 程野 242-21,22 9 42

せばいし セバ石 山本 山本 6240-6256 5 55

せばいし 狭（セバ）石 上村 上町 571､647 20 42

せばやし セバヤシ 下久堅 上虎岩 711,715-716,743-746 15 129

せり セリ 山本 竹佐 710-720 20 75

せり せり 山本 竹佐 876,880,885 20 75

ぜり ゼリ 山本 竹佐 897 20 75

せりのうえ せりの上 山本 竹佐 624-628,632-633,635 20 75

せわ セハ 下久堅 下虎岩 1444-1445 16 23

せんいわ 銓岩 龍江 今田 841-842

せんがんいわ 千貫岩 下久堅 知久平 830 3 94

せんげん 浅間 飯田 丸山 4947-4980ﾉ1 13 29
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せんげん 浅間 座光寺 唐澤 2348,2479 8 25

せんげんうえの
たいら

浅間上ノ平 上郷 黒田 ２４７４ 8,13 20

せんげんづか 浅間塚 上郷 黒田 ２４７６

せんげんなかど
おり

浅間中通リ 上郷 黒田 ２４７８－２４７９ﾉ５ 8,9 20

せんげんにしの
たいら

浅間西平 上郷 黒田 ２４７５ 8 20

せんけんぼら センケン洞 下久堅 下虎岩 1460-1461 16

せんげんみなみ
だいら

浅間南平 上郷 黒田 ２４７７､2479ﾉ６ 8 20

せんげんやまちょうじょうセンゲン山頂上下久堅 下虎岩 339 23 4

せんげんやまみなみむきセンゲン山南向下久堅 下虎岩 338 22,23 4

ぜんごろうだ 善五郎田 上郷 黒田 ５６０－５６１ 10 5

せんしょうじ 専照寺 上郷 飯沼 １５９４－１５９５，１６００－１６０９、１７４４－１７４５14 48

せんすびら 扇子平 上村 下栗 1033

ぜんぞうぼら 善三洞 千代 法全寺 3713-3716

せんぞく センゾク 上村 中郷 260-9,10,26,ﾖ

せんぞち 先祖地 三穂 伊豆木 1784ロ-1816 1,8 23

せんたいぶつ 千躰佛 飯田 羽場 1194-1195 7 23

せんだな センダナ 飯田 山 8162-8163

ぜんだな 膳棚 竜丘 時又 178 14 57

ぜんとく 全徳 上久堅 中宮 1865-1873,1963-1964 3,13 21

せんびき 千引 上村 下栗 894 33,34 42

せんぼんがき 千本柿 伊賀良 上殿岡 ７３４ 20

せんぼんがき 千本柿 座光寺 上野 3010-3017 6,7 25

せんぼんぎ 千本木 三穂 伊豆木 141 　

せんまいだ 洗米田 山本 山本 5403-5407 10 47

ぜんもんだ 善門田 伊賀良 上殿岡 ５６７－５６８ 16

ぜんもんだ 禅門田 山本 山本 3182-3188 20,21 32

ぜんもんはた 善門畑 山本 久米 1132-1134,1136 28,32 133

ぜんろく 膳六 飯田 羽場 226-227 14 4

ぞうがほら 象ヶ洞 三穂 伊豆木 2969-2979イ 9,10 36

そうがやしき 僧ヶ屋敷 千代 下村 1208-1209,1540 6 110

そうぎぼう ソヲギボウ 上村 下栗 938,938-ﾛ 31 71

そうくじま 宗九島 松尾 上溝 3101-1 6 14

そうざあ ソヲザア 上村 程野 2-9,10,12,16,17 1,2 42

そうざざか 惣三坂 上久堅 森 4393-4397 17 38

そうざはた 惣左畑 龍江 尾科 9356

そうしん そふ志ん 上郷 南条 ３７１６－３７１７ 15 81

そうぞうばやし 惣造林 千代 野池 1207-1213 21 30

そうぞうやま 惣蔵山 山本 箱川 468,493,497,501-510,527,531-536 17 98

そうりき 惣力 千代 下村 771-774,776-794,796-806 4 99

そぐらざわ 曽倉沢 千代 法全寺 2772-2782 25 69
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そこいね ソコイ根 南信濃 南和田 1287

そこいね ソコイ根 南信濃 南和田 1287 16 48

そで ソデ 龍江 雲母 9105 19 94

そでがほら 袖ヶ洞 川路 1194,1207ﾛ,1215ﾛ-1216,1308-1348 3 20

そと 外 三穂 伊豆木 914-916 14 15

そとあおき 外青木 山本 山本 6257-6266 5 54

そとあまづつみ 外雨堤 山本 竹佐 485-486 29 71

そとあらい 外新井 千代 法全寺 3492-3502,3504-3505 11,23 83

そとあらいだ 外あらい田 千代 毛呂久保 2572-2573 7

そとあらいだ 外新井田 千代 法全寺 3503 23 83

そとあらいだ 外洗田 千代 下村 1921､1923-1925 6 126

そといちば 外市場 山本 山本 4139ﾉ2-4150 9 39

そといなば 外稲場 千代 米川 2001-2003,2005-2007 21 54

そとおおなぎ 外大ナギ 伊賀良 北方 ２９１８，２９２３－２９２５ 70

そとかいと 外垣外 山本 竹佐 639,686-687 20

そとがいと 外垣外 上郷 黒田 ２７８－２９０ 10 4

そとがいと 外垣外 上久堅 上平 2156-2157,2159 13 23

そとがいと 外垣外 龍江 今田 4500-4504 8 50

そとがいと 外垣外 千代 下村 915-920 4 102

そとがいと 外垣外 山本 箱川 744,813-816 16 103

そとがいと 外垣外 伊賀良 大瀬木 １３１２－１３１９ 80

そとがいと 外垣外 山本 久米 1671-1674 32,34

そとがいといえの
わき

外垣外家ノ
脇

山本 久米 1554 32 144

そとしば 外シバ 竜丘 駄科 1887,1978 7 115

そとたいら 外平 南信濃 和田 1788ﾛ

そとだいら ソト平 下久堅 小林 917-918 6 81

そとたかとや 外高とや 龍江 石林 8624-8625 21 82

そとで ソトデ 下久堅 柿ノ沢 617,639-653 6 56

そとで 外出 千代 大郡 3105-3106ｲ､3120 19 154

そとで そとで 千代 大郡 3035 19 154

そとで 外出 千代 法全寺 3598 24 85

そとの 外ノ 千代 法全寺 3415-3426,3428,3431-3454,3460-3463 24 81

そとのくぼ 外ノ久保 三穂 伊豆木 2453 　

そとのたいら 外ノ平 下久堅 柿ノ沢 856-866,887-923 6 58

そとのたいら 外ノ平 千代 法全寺 3350-3359,3427 23,24 80

そとのぬま ｿﾄﾉﾇﾏ 竜丘 駄科 1268-1269,1276 10 106

そとのやま 外山 三穂 伊豆木 305 15 8

そとはぎ 外萩 上久堅 堂平 11769-11785 8 89

そとはた 外畑 上郷 飯沼 １３５９

そとはた 外畑 龍江 雲母 9226-9232 19 98

そとはら 外原 上久堅 小野 5441-5444､5448,5464-5470,5472-5482 17 46

そとはら 外原 山本 山本 3793-3815,3831-3834 9,19 36
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そとひら 外平 伊賀良 三日市場 ９６６－９７８ 33

そとぼら 外洞 千代 下村 108-109,144-154,163-166 3 90

そとやま 外山 龍江 宮沢 8781-8782 15,21 85

そとやまのかわ 外山ノ川 下久堅 南原
623-624,627-629,632-635,649-652,656-
681

7,8 113

そなやま そな山 山本 竹佐 817,819-822 20,28 79

そね ソ子 龍江 宮沢 8841-8849 20 87

そね 曽根 下久堅 知久平 831-835 3 94

そね 曽根 座光寺 共和 4067-4071 9 25

そねばた 曽根畑 千代 下村 1112

そねばた そねばた 龍江 大屋敷 9698

そばいわ そば岩 上久堅 蛇沼 7202-7212,7233-7247 11 63

そばた ソバ田 上郷 飯沼 ５２６－５３３ 19 36

そぶた 蘇武田 千代 米峰 3906,3928-3931 9 173

そむだ そむ田 上郷 南条 ３７１４

そやま 楚山 松尾 明 4407-4427,4845-4878 8 7

そらくぼ 空久保 千代 下村 1138-1152,1153ﾛ､1166,1171 5,6 108

そらくぼほった 空久保堀田 龍江 雲母 9171-9172 13,14 91

そらだいら ソラ平 上村 中郷 447 16,17 42

そりがいと 反垣外 伊賀良 中村 ２０４３ ###

そりだ ソリ田 松尾 寺所 5431-5457,5468-5522,5592-5632 9 16

そりだ そり田 飯田 羽場 418 8 9

そりだ そり田 山本 箱川 675 17 101

そりだ 反田 座光寺 松林 2254-2270 5 25

そりだ 反田 座光寺 唐澤 2273-2276,2281-2283 5 25

そりたかば 反高場 飯田 飯田 上2886-2887 18 46

そりめ そりめ 川路

そりめ ソリメ 下久堅 小林 3017-3022,3243-3245 18 82

それだ それ田 飯田 羽場 389-393 8 9

たい タイ 山本 箱川 47 12 88

たい タイ 山本 箱川 1319

だい だい 山本 竹佐 977-981 20,21 82

だい だい 山本 箱川 1427,1433-1434 12 114

だいおうじまえ 大雄寺前 飯田 飯田 上3565

だいがいと ダイ垣外 伊賀良 中村 ２０７８－２０７９，２２６２－２２６３ ###

だいきょう 大京 伊賀良 中村 １７２２，１７２７ ###

だいきょう 大京 山本 箱川 1275 13 113

だいきょうやま 大京山 山本 箱川 1253

たいこがほら たいこが洞 山本 竹佐 503-506,519-523 29 72

だいこく 大黒 下久堅 上虎岩 2180 15

だいこくや 大黒屋 千代 毛呂久保 2557 7 142

たいこほつ タイコボツ 上村 下栗 1327 27 43

たいさ タイサ 下久堅 柿ノ沢 346-348,458-466 18 48
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たいさ タイサ 下久堅 下虎岩 1481,1490-1497 16 21

タイザ タイサ 山本 箱川 317,320 92

たいざ タイザ 上郷 黒田 ３０００、３０１０，３０１５ 4 24

たいざ たい座 上久堅 落倉 5814 20 3

たいざ タイザ 上久堅 落倉 5815-5816 20 3

たいざ 対座 龍江 今田 219-303 1,10 3

たいざ 泰座 鼎 下山 846-853,863 12 23

たいざ 泰座 鼎 名古熊 1865-1867,1875-1890,1915-1916 9 23

たいざ 鯛座 下久堅 柿ノ沢 349-351

たいざ 田井座 伊賀良 大瀬木 ２８１０－２８１５，２８４１－２８４６，４０６６ 86

たいざ 田井座 鼎 一色 112-115,261-266,271 8 23

たいざ 田井座 鼎 名古熊 2035-2041,2059-2064,2066-2069,2386-239513 23

たいざ タイザ 下久堅 上虎岩 2059-2070 15 142

たいざ タイザ 下久堅 下虎岩
1317ﾛ-1318,1333-1336,1320ﾛ-1331,1500-
1503

11 21

たいざ 泰座 下久堅 南原 141,1152-1156 4 106

たいざ 對座 龍江 今田 3688-3689 3 3

たいざ たいざ 龍江 今田 7131-7150 4 3

たいざ タイザ 竜丘 駄科 1364-1369,1372-1378 10 110

たいざ タイザ 千代 荻坪 459-462,473 16 13

たいざ タイザ 山本 箱川 114,825,1157-1160 13,16 92

たいざ 田井座 山本 箱川 305,318-319 92

たいざ たいざ 山本 箱川 1148-1155 13 92

たいざ 大座 千代 法全寺 2396-2397 20 62

たいざ 泰沢 上久堅 下平 166-179,199-211 3 3

たいざ 大座 竜丘 駄科 1370 10 110

たいざ 大座 竜丘 時又 942-950,958-981,986-1001,1004-1005 14 110

たいざ 躰座 竜丘 駄科 1371 10 110

たいざひら 泰座平 下久堅 知久平 1070-1075 3 97

たいざやま タイザ山 山本 箱川 866,870-873 16 92

たいざわ タイサハ 上郷 飯沼 ２４１１－２４１５、２４２３－２４２７ 9 60

たいざわ 対澤 座光寺 中羽場 4454,4462-4472,4519,4530-4533 11,12 25

たいし タイシ 下久堅 下虎岩 2790

たいし 太子 千代 大郡 3608 10 166

たいしいけ 大子池 千代 大郡 3576 10 166

たいしむかい 太子向 千代 大郡 3602-3603 10 166

たいしゃくど 大尺戸 上村 中郷 401 13,14 43

だいじんぐう 大神宮 千代 毛呂久保 2356-2357 7 137

だいすいもん 大水門 上郷 南条 ３７８０－３７８１

だいぜんばた 大善畑 下久堅 下虎岩 900 11 14

だいせんぼう 大仙坊 伊賀良 北方 ７２２－７２９，２２８９，２１９２－２１９３ 49

だいぜんまち 大膳町 下久堅 知久平 350-360 3 89

だいぜんやしき 大善ヤシキ 下久堅 下虎岩 912 11 14

たいたり たいたり 山本 久米 1183-1186,1188-1189 28 134
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だいちがくぼ 大地ヶ久保 山本 久米 1696,1698-1699,1703-1714,1725-1726 32,34 141

だいど 大土 上郷 黒田 １４６－１６６，５６１１－５６２１ 6,10 3

だいど 大土 上郷 別府 ２７９７－２７９８ﾉ２，２７９９－２８０１ 6,10 3

だいとう 大東 竜丘 時又 471-472,474,509-511 14 60

だいどうばた 大道端
竜丘

駄科 46,49-51,53-54,438,455,491,493-
496,558,563-565,624,634-635,640,648,654

9
68

だいどうばた 大道端 竜丘 長野原 94,115,567 13 68

だいどうばた 大道端 竜丘 長野原 340-343,350 13 68

たいとら タイトラ 下久堅 上虎岩 2614-2616 18 147

だいばらやしき 大原屋敷 伊賀良 大瀬木 １３２０－１３４０，１４０９－１４３８ 80

だいぶがいと 大扶垣外 竜丘 時又 508 14 61

だいみょうじん 大明神 川路
5209-5318,5324-5374,5387-
5396,5403,5544,5563-5727

11,13 42

だいみょうじん 大明神 下久堅 下虎岩 1740-1742,1747-1749,2153-2158 10,14 29

だいみょうじん 大明神 龍江 今田 2090-2113 6 24

だいみょうじんはら 大明神原 龍江 今田 2120-2127 7

だいみょうじんばら 大明神原 上郷 黒田 ２４０３－２４４４、２４５５－２４７２，２４８２－２５９７ 8 20

だいみょうじんばら 大明神原 川路 5728-5755 13 42

だいみょうじんばら 大明神原 三穂 伊豆木 5384-5399 11

だいみょうじんばら 大明神原 山本 山本 6723-6725 1,23 62

だいみょうじんま
わり

大明神廻り 三穂 伊豆木 4388ホ-4392 11 51

だいみょうち 大明池 南信濃 和田 1727～1729 22 49

だいみょうづか 大名塚 伊賀良 中村 １２０１－１２０７，１２０９－１２１３，１２３２－１２３７ ###

だいみょじん 大明神 三穂 伊豆木 4407ロ-4434イ 11 51

だいもん 大門 上郷 黒田 ３０６１－３０６２、３０７３－３０７７ 4 26

だいもん 大門 上郷 南条 ３５４６－３５５０ 15 77

だいもん 大門 川路 2636-2644 6 29

だいもん 大門 下久堅 下虎岩 2214-2215,2217-2226,2664-2673 10,14 34

だいもん 大門 千代 大郡 3173-3179,3192ﾛ,3195-3199,3222ﾛ 20 156

だいもん 大門 千代 下村 1352 3 114

だいもん 大門 千代 法全寺 3269-3277 24 78

だいもん 大門 三穂 伊豆木 46-48 15 4

だいもん 大門 三穂 伊豆木 2254-2273 8 29

だいもんじり 大門尻 下久堅 下虎岩 1112-1124 11 17

だいもんちょう 大門町 山本 山本 4151

だいもんにし 大門西 竜丘 上川路 991 12 160

だいもんばら 大門原 座光寺 宮崎 18,20-23 3 26

だいもんばら 大門原 座光寺 原 28,476,497-502,509-535,32-459 2 26

だいもんばらくぼ 大門原久保 座光寺 宮崎 17 3 38

だいもんばらなん
どうした

大門原南道
下

座光寺 宮崎 19  

だいもんばらみな
み

大門原道南 座光寺 原 465

だいもんひがし 大門東 竜丘 上川路 1007 12 160
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だいもんよこみち
した

大門横道下 座光寺 萬才 1232 2 26

たいら 平ラ 伊賀良 中村 １４７２－１４７３ ###

たいらいなば 平稲葉 山本 箱川 386 18 96

たいらぐら 平倉 南信濃 南和田 859

たいらはた 平畑 南信濃 木澤 599 5 49

たいらばた 平畑 上村 中郷 466,475 17 22

たいらばた 平畑 上村 程野 216 8 22

たいらやま 平山 三穂 下瀬 76ホ-77 18 77

たいらやま 平山 三穂 下瀬 269ロ-270イ 　

だいらん 大ラン 上郷 飯沼 ２０４８－２０５２、２０５３－２０６０ 15 55

たいり 田入 山本 箱川 224-225,232,369,228-230 18 94

たうえ 田上 座光寺 原 1343,1360-1364、 6 26

たうえ 田上 座光寺 萬才
１３８９－１３９０，１３９２，１３９５－１４０１，１４０６，
１４１０－１４１１，１４１５－１４１７ 6 26

たうちぼら 田打洞 竜丘 桐林 1407-1427 7 116

たうちぼら 田打洞 竜丘 駄科 2260,2293-2302,2304-2311,2313-2314 1,7 116

たうちぼらさかい 田打洞境 竜丘 駄科 2261-2262 1 116

たかいわ 高岩 上村 上町 584 21 44

たかおか 高岡 座光寺 上野
3326-3327,3330-3346,3348-3350,3352-
3354,3359,3442-3447ﾉ5,3457,3468ﾉ6-
7,3477,3479-3481ﾉ9

10 26

たかおか 高岡 座光寺 清水 4767 11 26

たかおかした 高岡下 座光寺 清水 4752,4759-4766 11 45

たかおかみなみ 高岡南 座光寺 上野
3448ﾉ3,3450ﾉ1-3,3451-3454,3481ﾉ10-
3484

11 45

たかおだて 高尾建 上久堅 中宮 399-400 3 7

たかおり 鷹居り 山本 久米 1454,2336-2339 29,33 139

たかから 高柄 南信濃 八重河内 675ﾊ,684ﾛ,685～686

たかこし 高越 上郷 黒田 １７００－１７１０ 9 16

たかこし 高越 三穂 伊豆木 5109-5114 5,11 64

たかこし 高越 山本 箱川 796,798-799 16 104

たかこし 高腰 三穂 立石 366-375 6,12 95

たかごし 高越 三穂 伊豆木 2866ロ-2872 9

たかごし 高越 山本 山本 2534-2559 6 27

たかごし 高越 上郷 飯沼 ２３５８－２３６０ 10 55

たかごし 高越 三穂 伊豆木 427-462 9,15 10

たかごし 高腰 三穂 伊豆木 2129-2137 8,8 27

たかごし タカゴシ 上郷 飯沼 ２０６７－２０６８ 15 55

たかごし タカゴシ 下久堅 上虎岩 2431-2436 18 26

たかごし 高ゴシ 下久堅 下虎岩 1635-1637 14 26

たかごし タカゴシ 下久堅 下虎岩 2389-2402 2 26

たかごし タカゴシ 龍江 今田 3673-3674 3 40

たかごし 高越 山本 久米 1063-1067 28,32 132

たかごし 高越 座光寺 高岡 4868-4871 11 26
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たかごし 高越 座光寺 清水 4679 11 26

たかごし 高越 座光寺 中羽場 4482

たかじけ タカジケ 下久堅 下虎岩 571,573 13 7

たかしま 高島 三穂 立石 419 　

たがしら 田頭 座光寺 萬才 1177 6 26

たかすいり 鷹巣入 山本 久米 1949 33 149

たかだ 高田 飯田 東野 5002ﾉ5-5294 12 53

たかだ 高田 上郷 南条 ３６０５ 15 78

たかだ 高田 竜丘 駄科 2344,2352-2366,2381-2390,2392,2394 7 117

たかだい 高田井 竜丘 時又 901-902

たかつか 高塚 下久堅 知久平
844-8471454-1465,1566-1593,1586-
1600,1605-1608,1611

3 95

タカツタイラ 高平 南信濃 和田 1291～1312 31 49

たかとやさん 高鳥屋山 飯田 山 6997

たかなか 高中 下久堅 知久平 1553-1556

たかね 高根 千代 米川 1765 29 48

たかのす 鷹巣 千代 下村 217-252､296,297-306 3,35 91

たかのす 鷹ノス 南信濃 木澤 1481～1484 15,21 49

たかのと 高ノ戸 上久堅 越久保 2829-2830

たかのは タカノハ 鼎 下茶屋 1273-1277? 12 23

たかのは 鷹ﾉ羽 鼎 下茶屋 1232-1234,1278-1283 12 23

たかはしなかの
きりざわ

高橋中切沢 龍江 尾科 9462-9471 23 104

たかばやし 高林 千代 法全寺 2732ﾊ-2744 25 69

たかふじ 高不二 飯田 羽場 979 8 20

たかぶろ タカブロ 上村 上町 808,811,812ﾛ,813 20 44

たかほら 高洞 千代 米川 2122 22 56

たかまち タカマチ 南信濃 南和田 270～271 28 50

たかまち 高町 南信濃 和田 2105～2106ﾛ,2234～2236 34 50

たかまち 高町 南信濃 和田 2272～2273

たかまちした 高町下 南信濃 和田 2224,　2230 34,35 50

たかまちたいら 高町平 南信濃 和田
2106ﾊ～2107,2210,2215～2217,2229,2231～
2232

34,35 50

たかまちだいら 高町平 南信濃 和田 2225～2228

たかまつ 高松 上郷 黒田
３２０－３２２､324-346ﾉ8,358ﾉ10-358ﾉ
12,360ﾉ4,360ﾉ６，４６１－４８０，４８８－５２４

10 4

たかまつ 高松 川路 3552-3564 7,11 31

たかまつ 高松 三穂 伊豆木 5840-5887イ 16 72

たかまつ 高松 山本 山本 4317-4320､4353-4372 6,9 41

たかまつ 髙松 上郷 飯沼 １４１５－１４１９，１４３９－１４５１ 14 46

たかまつばら 高松原 上郷 黒田 ３４６ﾉ９－３５８ﾉ９､359-360ﾉ3,360ﾉ5,360ﾉ７－４６０10 4

たかみ 高見 伊賀良 大瀬木 ２９２５－２９３５ 86

たかみ 高見 伊賀良 北方 １２ 41

たかみ 高見 鼎 一色 160-166,200 6 23
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たかみ 高見 上郷 飯沼 ３８９－３９２、９６０ 19 34

たかみ 田上 鼎 一色 174-177,194,199,201-204 6 23

たかみ タカミ 竜丘 駄科 392-393,649-650 9 93

たかみ 高見 座光寺 宮ノ前 2722 11 27

たかみ 高見 竜丘 桐林 846-865 13 93

たかみ 高見 竜丘 駄科 389-391,394-400,641 10 93

たかみした 高見下 上郷 飯沼 ９６８、９８１－９８３ 19 34

たかもと 高本 三穂 伊豆木 5818-5824 16 72

たかもり 高森 龍江 今田 1187-1214,1821-1824 12,18 13

たかや 高屋 上郷 別府
９７７－９９８，１０２６－１０３４，１０３６－１０３８，１０
４０－１０４７，１０５３－１０５５，１０５８ 16 83

たかや 高屋 山本 竹佐
1040-1048,1057-1063,1067-1069,1071-
1073，1078-1079，1087，1094，1097

21 84

たかやした 高屋下 上郷 別府 １０－２４､64-72,74,82-84,90,94-95,96ﾉ２ 16 83

たきいぼう 滝井坊 三穂 立石 103-105 12 91

たきうえ 滝上 千代 法全寺 2421-2422 23 63

たきがいり 瀧ヶ入 伊賀良 中村 ３２５５－３２６４ ###

たきがさわ 滝ケ沢 三穂 立石 1067-1077 6 105

たきがほら 滝ヶ洞 三穂 伊豆木 5090 5,11 63

たきがわ タキ川 上郷 飯沼 ２４００－２４０４ 15 60

たきくち 滝口 南信濃 南和田 297 26 50

たきぐち 瀧口 上村 中郷 360 14 44

たきくぼ タキ久保 南信濃 南和田 301 26 50

たきさわ 滝沢 下久堅 柿ノ沢 1-63,67,72-76 2 46

たきざわ タキ沢 伊賀良 大瀬木 ２６１５－２６１８ 85

たきした 滝下 鼎 名古熊 1117-1119,1123-1124 10 23

たきした 瀧下 千代 法全寺 2417 23 63

たきのいり 瀧ノ入 竜丘 上川路 197,198-200 5 149

たきのさわ 滝ノ沢 飯田 丸山 6991 7 35

たきのさわ 滝ノ沢 三穂 立石 1176ロ-1186イ 6

たきのはな 滝ノ花 三穂 伊豆木 4166-4173 16 48

たきのはな 瀧ノ花 南信濃 木澤 708～720 14 51

たきのはな 瀧ノ花 南信濃 木澤 28 2,11 51

たきのぼう 滝ノ坊 上久堅 中宮 388ﾉ1-388ﾉ9 1 7

たきば タキバ 上郷 飯沼 ２９９２ 9 68

たきば 滝場 上郷 別府 １３９０－１３９２，１３９７－１４０１、１４１６ 16 18

たきば タキバ 上久堅 風張 4175-4207,4212-4221 16,17 34

たきば 滝場 上久堅 風張 4208-4211 17 34

たきば 滝場 下久堅 柿ノ沢 565 18 53

たきば 滝場 千代 大郡 3329､3344-3339ｲ､3340-3341,3352-3354 10 163

たきば 滝場 千代 下村 690-695,698-718,724,731ﾉ3-744,748-749 4 98

たきば 滝場 千代 下村 1368-1369,1376ｲ､1377 3,6 115

たきば 滝場 三穂 伊豆木 311 　

たきば 瀧場 伊賀良 大瀬木 ７２６－７４０ 76
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たきば 瀧場 伊賀良 中村 ２０６１－２０６３ ###

たきば 瀧場 伊賀良 三日市場 ２７４－２７９，２８２－２８４，２９２－２９９ 29

たきば 瀧場 鼎 東鼎 1-10,124-125,127-217,397-429,439-452 15 23

たきば 瀧場 上久堅 堂平 7452 16,17 66

たきば 瀧場 上久堅 平栗 6337-6339 21 55

たきば 瀧場 龍江 宮沢 8836-8838

たきば 瀧場 山本 山本 802-813 22 5

たきば タキバ 山本 山本 5254-5268 10 45

たきば 瀧場 座光寺 高岡 4795-4796,4799-4814 10,11 27

たきばやま 瀧場山 山本 久米 1845-1846

たきはら 瀧原 山本 久米 2298,2300 33 154

たきひら タキヒラ 下久堅 上虎岩 2603,2605-2613,2619-2647

たきびら タキビラ 下久堅 上虎岩 2391-2412,2617-2618 15,18 145

たきやま タキ山 南信濃 南和田 1141

たくしろ 田クシロ 飯田 羽場 990 8 20

たけいのめん 竹井ノ免 上郷 黒田 ８６１ 5 9

たけうち 竹内 山本 竹佐 674-675,680-681 20 76

たけがはな 竹ヶハナ 鼎 一色 451

たけがはな 竹ヶ花 鼎 一色 428-429,449-450,550 8,9 24

たけがはな 竹ヶ花 山本 竹佐 269-271 19 67

たけがはな 竹ヶ花 山本 山本 1694-1711,4373-4375,6367 7,9 17

たけこし 竹越 鼎 下山 1962-1965 12 24

たけこし 竹コシ 鼎 一色 167,465-466 9 24

たけこし 竹コシ 山本 山本 1839-1856 6 11

たけこし 竹越 下久堅 知久平 230,232,241-242,244-246,765-767 3 88

たけこし 竹古し 上久堅 落倉 5766

たけこし 竹腰 飯田 羽場
460-462,796,799,808-810,1306-1308,1350-
1358

8 11

たけこし 竹腰 飯田 羽場 1306-1308,1350-1358 7 11

たけこし 竹腰 上郷 黒田 ３０６３－３０７２ 4 14

たけこし 竹腰 山本 山本 1151-1177 21 11

たけこし 武越 伊賀良 中村 ２０４，３０３，３３５，１００８－１００９ 94

たけごし 竹腰 竜丘 桐林 1870-1874 11 133

たけこしまえだ 竹腰前田 山本 山本 1494-1535 21 16

たけさだ 竹佐田 山本 山本 3356ﾉ2-3363

たけさわ タケサワ 南信濃 南和田 320 38,40 51

たけざわ 竹沢 千代 大郡 3278-3280 20 160

たけした 竹下 鼎 名古熊 1565,1571-1572 14 24

たけした 竹下 千代 大郡 3218-3219,3231-3232 20 160

たけした 竹下 千代 米峰 4034-4038,4040-4041,4043 9 177

たけした 竹下 千代 法全寺 3290-3292 24 78

たけした 竹下 千代 米川 1129-1144 20 28

たけした 竹下 南信濃 南和田 292～296 40 51

たけのうえ 竹ノ上 千代 法全寺 3386-3387 23 80
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たけのうえ 竹ノ上 三穂 伊豆木 3424-3425イ 10,16 40

たけのうち 竹ノ内 飯田 丸山 6916-6963 6 34

たけのうち 竹ノ内 鼎 一色 11-14,187-190,192-193,195-197 6 24

たけのうち 竹ノ内 上郷 南条 ３７２０－３７２１ 15 81

たけのうち 竹ノ内 千代 米峰 3919-3924､3936-3941 9 174

たけのこし 竹越 伊賀良 北方 １４４１－１４４４，１４８８ 60

たけのこし 竹ノ越 伊賀良 中村 ２２５６ ###

たけのこし 竹ノ越 上郷 飯沼 １５５４－１５６３ 14 48

たけのこし 竹ノ越 上郷 黒田 １４３９－１４５２ 4 14

たけのこし 竹之越 下久堅 知久平 561-562 3 91

たけのこし 竹ノコシ 伊賀良 中村 ２２５５，２４０８－２４０９ ###

たけのこし 竹の古し 上久堅 落倉 5761-5765,6117-6118 20 50

たけのこし 竹ノ腰 伊賀良 中村 ８７９，８８４，９２４－９２５，１１９８、２０３３ ###

たけのこし 竹ノ腰 上久堅 落倉 5759-5760,5766-5767

たけのこし 竹ノ腰 上久堅 平栗 6194-6198,6125-6129 10,21 54

たけのこし ﾀｹﾉｺｼ 竜丘 駄科 1253-1257,1260-1261 10 106

たけのこし 竹ノ腰 山本 山本 1462-1469,1484-1494 21 11

たけのした 竹ノ下 伊賀良 中村
２３９５，２４１４－２４１６，２４１９，２４９０，２５６８－
２５７３ ###

たけのした 竹ノ下 下久堅 下虎岩 2347-2349,2353-2369 2 36

たけのした 竹ノ下 南信濃 八重河内 575ﾛ

たけのした 竹野下 山本 久米 1817-1820 32 146

たけのはな 竹ノ花 鼎 名古熊 1270-1280,1283-1286 9 24

たけのはな 竹ノ花 上久堅 原平 1673-1683 3 19

たけのはな 竹ノ花 千代 田力 625-627 16 18

たけのはな 竹ノ花 三穂 伊豆木 3453-3467イ 16 40

たけのはな 竹の花 伊賀良 大瀬木 １３４６－１４０８、１５２３ 80

たけのはな 竹鼻 三穂 立石 556-563 12 99

たけのほら 竹ノ洞 下久堅 柿ノ沢 842-850

たけのめん 竹ノ免 上郷 黒田 ８６２ﾉ３、８６５－９０１ 5 9

たけはた 竹畑 千代 大郡 3473ﾛ

たけや 竹屋 千代 米峰 3985 9 176

たけやぶ 竹籔 飯田 羽場 1382-1386 4 25

たけやま 竹山 上村 下栗 1231 26 44

たこうち 他耕地 伊賀良 大瀬木 ７０１－７２５，７５６－７９７ 76

たこうど タカウド 下久堅 下虎岩 1937 31

たこうど タコウド 下久堅 下虎岩 1933-1934 16 31

たこうど 田幸土 下久堅 下虎岩 1950-2008 16 31

たこうどみちした タカウド道下 下久堅 下虎岩 1928-1932 16 32

たこじや 凧路屋 千代 下村 1047-1049,1054-1058 5 106

たこつ タコツ 南信濃 和田 1743

たこつした タコツ下 南信濃 和田 1742 22 51

たざかい 田境 三穂 下瀬 171-177 18,19 79

たじからじり 田力尻 千代 田力 632-636,638ﾛ､641-681,686 16 19
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だしな 駄科 竜丘 桐林 1273-1279 83

だしなはら 駄科原 鼎 上山 3482-3493 7 24

だしなやま 駄科山 山本 久米 1440-1441,2200 28,33 139

たじま 田島 上郷 黒田 １２７０－１２７５ 9 12

たじま 田島 南信濃 八重河内 680ﾛ,697ﾛﾊ

たじり 田尻 千代 芋平 1734

たじり 田尻 座光寺 萬才 1836,1851-1855 7 27

たしろ 田城 千代 法全寺 2847-2848

たぜ 田瀬 竜丘 長野原 417-418 13 75

ただじう 忠じう 南信濃 木澤 660 10 52

たちうち 大刀打 上郷 飯沼 １９２６－１９２７ 15 39

たちうち 太刀打 上郷 飯沼 ７３４，７３７－７４２，７４４，７４７－７４９ 15 39

たちさか 立坂 千代 野池 1288､1294 18 32

たちた 立田 南信濃 南和田 335

たちばた 立畑 上久堅 森 4340

たちやま 立山 南信濃 南和田 336 38,39 52

たつざか 竜坂 上郷 飯沼 ２９６２

たつざか 立坂 上郷 黒田
１８５７ﾉ２、１９５１－２０２１，２０２６，２０３３－２０３
７、２４４５－２４５４，２４７３ 8 17

たつざかだいら 竜坂平 上郷 飯沼 ２９５１－２９５２ 9 68

たつざかもり 竜坂森 上郷 飯沼 ２９５９－２６９１ 9 68

たっしょば タッショ場 下久堅 下虎岩 2877 2 45

たっちゅうば タッチュウバ 千代 荻坪 233-235 19 8

たっちゅうば 田忠バ 山本 山本 5356-5365 10 47

たつの 辰野 伊賀良 北方

２００８－２０３１，２１０６－２１０９，２７６０－２７
９５，２７９７－２８０５，２８０７－２８１５，２８２４
－２８２７，３０６０，２９８０－３０１５，３２００－３
２０２

65

たつの 立埜 伊賀良 三日市場 ５７－５８，９７９－１０１９，１０２８－１０５８ 25

たていした 立石田 三穂 伊豆木 2372-2401 8 30

たていわ 立岩 南信濃 南和田 858

たてがだいら 立ヶ平 千代 田力 140-143,149,150ﾛ-153 16 4

たてがほら 立ヶ洞 龍江 今田 6016-6037 8 60

たてきょうづか 立経塚 座光寺 原 812-813,836,842 3 27

たてきょうづか 立経塚 座光寺 松林

2048-2049,2052-2057,2115-
2119,2127,2137-2138,2141-2149,2153-
2157,2163-2186,2207-2211,2223,2235-
2236,2239,

3 27

たてのみち 立ノ道 座光寺 宮ノ前 2602-2603 8 27

たてばた 立畑 三穂 伊豆木 4955ハ-4961 11 59

たてほら 立洞 三穂 立石 179-188 11,12 93

たてぼら 立洞 龍江 安戸 7942-7953 20 68

たてみち 立道 千代 芋平
1615-1626,1631-1633,1644-1654,1658-
1664,1670-1671

18 43

たな タナ 上郷 黒田 ３３０６、３３１１－３３１２

たな たな 龍江 宮沢 8816-8819 21 87
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たなか 田中 飯田 羽場 37-92 12,13 1

たなか 田中 伊賀良 大瀬木 ４３２－４４８ 75

たなか 田中 伊賀良 大瀬木 １６５８－１７２４ 82

たなか 田中 伊賀良 上殿岡 １４４ 9

たなか 田中 伊賀良 北方
６３２－６３８，７０５－７２１，７３６－７３９，７５３
－７７４

48

たなか 田中 鼎 上山 2384-2427 7 24

たなか 田中 鼎 下山 489-541,550-553,688-717,874-897 15 24

たなか 田中 鼎 名古熊 1365 9,12 24

たなか 田中 上郷 飯沼
１８４７－１８４８，１８５５－１８６２，１８８６，１９４６－
１９４８，１９６０，１９６２－１９６７，１９７１ 15 37

たなか 田中 上郷 黒田 ２１０５－２１５１ 8 19

たなか 田中 上久堅 中宮 1684-1689,1691-1721,1726-1727 3 18

たなか 田中 上久堅 平栗 6437,6439-6446 10 57

たなか 田中 川路 3151-3174,3288-3316,3331-3351 6 33

たなか 田中 下久堅 稲葉 1653-1656

たなか タナカ 下久堅 下虎岩 2336-2337  

たなか 田中 龍江 今田 3308-3310 34

たなか 田中 千代 米峰 4073 9 178

たなか 田中 千代 米川 2256-2260 20 59

たなか 田中 三穂 伊豆木 3816-3846 16 45

たなか 田中 山本 久米 538,1465 32 140

たなか 田中 山本 竹佐 778-788,818 28 78

たなか 田中 座光寺 恒川 4584-4594,4622-4629 11 40

たなか 田中 竜丘 桐林 913-930,943-948 13 126

たなかいやしき 田中居屋敷 鼎 上山 1790-1813 8 25

たなかいり 田中入 山本 久米 1847-1848,1850-1851 32 140

たなかかわら 田中河原 山本 久米 1834-1835 32 147

たなかじま 田中島 龍江 今田 2633-2805

たなかはた 田中畑 三穂 伊豆木 140 　

たなかはた 田中畑 座光寺 恒川 4569-4583 11 40

たなかはた 田中畑 座光寺 中羽場 4474ﾉ3 11 40

たなかまえ 田中前 伊賀良 中村 ８９２，８９４－８９７，９０６－９１０ ###

たなかまえ 田中前 座光寺 中羽場 4551-4564 11 40

たなかまえだ 田中前田 竜丘 長野原 12-20 66

たなだ タナ田 竜丘 駄科 201 87

たなだ タナタ 山本 久米 1965ﾛ-1966 33 149

たなだ タナ田 山本 山本 4947-4975 9 43

たなだ 棚田 飯田 飯田 上3211-3243,3252-3277,3323-3326 18,20 47

たなだ 棚田 伊賀良 中村 ２２８４ ###

たなだ タナダ 鼎 一色 423-427,581-586 9 25

たなだ 棚田 鼎 一色 579-580,587-589 9 25

たなだ 棚田 鼎 上山 3011-3017,3020-3022 8 25

たなだ 棚田 上郷 飯沼 ６８１ 15 38
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たなだ タナダ 上郷 黒田 ３７７７

たなだ 棚田 上郷 南条 ３６５０－３６５７、３６７３－３６７４ 15 38

たなだ 棚田 上久堅 大鹿 8884-8888 6 79

たなだ タナダ 龍江 今田 4498-4499 8 50

たなだ 棚田 龍江 宮沢 8808

たなだ タナダ 竜丘 駄科 1383イ 87

たなだ 棚田 千代 大郡 2896-2897,2899-2900,2903-2905 8 147

たなだ 棚田 三穂 伊豆木 2620-2632 9 34

たなだ 棚田 山本 久米 1931,1965 33 149

たなだ 棚田 山本 竹佐 762,767-769,773 28 77

たなだ タナダ 山本 箱川 220-221 18 94

たなだ 棚田 山本 箱川 921,924-926,1059-1060,1238 13,16

たなだ 棚田 山本 山本 1204-1236,1344 3,22 12

たなだ 棚田 山本 山本 4898-4902,5049-5050

たなだ タナ田 竜丘 駄科 1383ﾛ-1385 87

たなだ 棚田 座光寺 下羽場 5237-5269,5265 12 13

たなだ 棚田 座光寺 宮ノ前
2624-2630,2640-2643,2676-2683ｲ,2687-
2718,2723-2730,2732-2746

8 13

たなだ 棚田 座光寺 共和 4172-4174,4178-4180 12 13

たなだ 棚田 座光寺 欠野 5181-5194,5201-5208,5219-5221 12 13

たなだ 棚田 座光寺 上野 3104-3106,3117-3118 6 13

たなだ 棚田 竜丘 駄科 1361-1363,1378-1382,1392-1394 10 108

たなだした 棚田下 座光寺 欠野 5197-5200 12

たにいわ 谿岩 千代 米峰 3865 11 173

たにがわ 谷川 飯田 飯田
上3020-3089,3278-3284,3287-
3310,3316,3319,3321

18,20 47

たにがわ 谷川 鼎 西鼎 570-600,601-638 11 25

たにがわばた 谷川端 飯田 飯田 139-146

たにがわはら 谷川原 飯田 飯田 上3285-3286,3311-3314,3317-3318,3320 20 47

たにがわみなみ
ほり

谷川南堀 飯田 飯田 625 17,18 41

たにごえ 谷越 南信濃 八重河内 1213ﾛ

たのいり 田入 龍江 尾科 9472 23,18 105

たのいり 田ノ入 上久堅 小野
4761-4770,4791-4814、4817-4818,5014-
5020

19,20 40

たのいり 田ノ入 龍江 今田 6361-6545 9 62

たのいり 田ノ入 山本 久米
1276-1278,1304,1306-1315,1340-1341，1354-
1355

29 136

たのいり 田ノ入 千代 法全寺 3255-3256,3258-3264,3267 24 77

たのくち 田ノ口 三穂 伊豆木 2322ロ-2333 2,8 29

たのこし 田ノコシ 伊賀良 中村 ２２５４ ###

たのしり 田ノ尻 千代 法全寺 3602,3608,3610 13 85

たのはんば 田ノ半場 上村 程野 10-4～11,16～21,ﾍ､ﾄ､ｸ、　15 3,4 44

たのひら 田平 龍江 宮沢 8915

たのほら 田ノ洞 竜丘 桐林 2372-2376 3
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たのほら 田ノ洞 竜丘 桐林 2591-2601 3

たのほらとうげ 田ノ洞峠 竜丘 桐林 2377-2378 3

たのや タノヤ 龍江 今田 2375-2376 6 29

たばこばた 煙草畑 上久堅 堂平 9360 16 88

たばた 田畑 下久堅 下虎岩 822-826,828-834 11 12

だふ 田府 山本 山本 3211-3286,2262-2263 20,21 24

だぶ 田府 山本 竹佐 907-912,922 20 81

だぶ だぶ 山本 竹佐 918-920 20 81

たまち 田町 飯田 飯田 998-1029

たむかい 田向 上久堅 下平 8419-8425 4 72

たむけやま 手向山 川路 4590-4591

たもんぼう 田門坊 三穂 立石 111-113 12 91

たや タヤ 松尾 清水 4784-4787,4791-4794,8394-8449,4828-484411,13 6

たや 多屋 山本 久米 1430-1432 28,32 139

たや 田屋 三穂 立石 877-910 12,13 103

たやかいと たや垣外 三穂 伊豆木 3467ロ-3469 　

たゆうぼら 太夫洞 千代 田力 37-51,76-77 16 2

たら タラ 下久堅 下虎岩 2216,2241-2246 10 34

たるいし タルイシ 上久堅 風張 7579-7580 16 67

たるうえ 樽上 南信濃 木澤 818 14 52

たるがいり 樽ヶ入 龍江 大屋敷 9677 25 110

たるがさわ 樽ケ沢 三穂 下瀬 98ロ 18 77

たるがわき 樽ヶ脇 三穂 伊豆木 2876イ-2901イ 9 35

たるくち タル口 上村 中郷 385 13 45

たるした タル下 下久堅 下虎岩 1498-1499 11 24

たるした タル下 龍江 雲母 8957-8960 14,20 90

たるした 樽下 龍江 雲母 9110-9111 19 94

たるした 樽下 千代 下村 167､1683-1691,1730-1733 36 119

たるした 樽下 千代 米川 1999､2199 21 54

たるど 樽戸 龍江 雲母 9112-9114 19 9

たるのいり 樽ノ入 下久堅 小林 661-664 6,7 78

たるのうえ 樽ノ上 下久堅 小林 712

たるのうえ 樽の上 上久堅 堂平 11671-11673 9 89

たるのさわ タルノ沢 千代 法全寺 2964-2977

たるのさわ 樽ノ沢 山本 山本 6065-6074 8 52

たるもと 樽元 上村 中郷 361,473-474 14 45

たるわき 樽脇 千代 下村 634-938,946 4 102

たろうづくり 大郎作り 龍江 尾林 8408

たわしろ た巴志ろ 上郷 南条 ３７３０ 16 82

たわしろ たわ志ろ 上郷 南条 ３７５９－３７６２ﾉ１

たわらだ 表田 上郷 別府 ３１７－３１８ 17 85

たわらなし 俵ナシ 千代 田力 250-253,258-261,267-276 19 9

だんござか 弾古坂 千代 米峰 4266-4286 12 181
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だんござか ダンゴザカ 下久堅 下虎岩 850   

だんごた ダンゴタ 飯田 羽場 1027-1028､1071-1072 8 21

だんごめ 團子目 千代 米川 1997-1998,2206 21 54

だんごめん 団子免 千代 米川 1996 21 54

たんざいけ 反在家 竜丘 駄科 100-101 9 85

だんじょうかいと 弾正垣外 三穂 下瀬 178-187 19 80

たんぼ 反保 竜丘 桐林 1061-1102 11,13 128

ちうき チウキ 下久堅 上虎岩 1855-1858

ちうた チウタ 竜丘 駄科 1166-1168 10 103

ちえんぼら 知園洞 三穂 立石 1155ロ-1159 　

ちかはた チカハタ 南信濃 和田 264

ちかぼら チカ洞 下久堅 柿ノ沢 1551-1568 19 65

ちがやだ 千萱田 鼎 一色 225-243 8 25

ちからいし 力石 伊賀良 下殿岡 ９０２－９３３ 2

ちからまち 主税町 飯田 飯田
606-608,613-624,627,677-679,685-
688,694,698,699

18 40

ちからまちきた 主税町北 飯田 飯田 611

ちからまちみなみ 主税町南 飯田 飯田 612,699

ちきりだ 知喜利田 山本 山本 3364-3369,3375-3379 20 33

ちくがた 知久方 座光寺 共和 3960-3981 8 14

ちくざわ 知久沢 下久堅 南原 1272-1276,1278-1287,1304,1307-1312 6 120

ちくざわきた 知久沢北 下久堅 南原 1299-1303

ちくじん チクジン 南信濃 和田 258～261 18 52

ちくまち 知久町 飯田 飯田 784-886

ちくみね 知久峯 下久堅 柿ノ沢 556 19 53

ちくわ 地鍬 三穂 立石 6-7イ 11,12 90

ちけだ ちけ田 山本 久米
1457,2003,2021-20221862,1901-
1911,1916,1925-1927,1929，1932-1935，1939-
1947

32,33 140

ちけたいしづか ちけ田石塚 山本 久米 1998

ちごうばた 千合畑 山本 山本 2014-2017 20

ちごのみや チゴノ宮 上郷 別府 ６９８－７００，７０６，７１０－７１１ 17 92

ちそうみず チソウ水 飯田 羽場 512-513 8 12

ちとりば 血取場 上久堅 堂平 9342 16 87

ちとりば 血取場 千代 大郡 3386 10 164

ちどりばた 千鳥畑 山本 山本 840-841 22 8

ちどりばた 千鳥畑 山本 山本 2050-2051

ちとりばら 血取原 伊賀良 北方 ２２０９－２２１４，２２７２－２２７３ 68

ちはら 血原 伊賀良 大瀬木 ８４３－８５９，４０５６－４０６５，４１２０－４１８２ 77

ちはら 千原 山本 久米 850,867､876-890,892,895 32 129

ちはら ちはら 山本 久米 860-861,863-866,868､871-874,894 32 129

ちはら チハラ 山本 久米 893 32 129

ちはらみちした 千原道下 山本 久米 875 32 130

ちまい チマイ 飯田 羽場 129-160､599 8,13 1
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ちまいみなみだ チマイ南田 飯田 羽場 161､580-583 13 2

ちむかい 地向 南信濃 和田 2533

ちゃうき チャウキ 下久堅 上虎岩 1853-1854,1859-1861 20 140

ちゃうすやま 茶臼山 三穂 伊豆木 5092-5094 11 63

ちゃえんはた 茶園畑 龍江 尾科 9386-9390 18 10

ちやがだいら 千屋ヶ平 千代 毛呂久保 2221-2231 9 135

ちゃがらやま 茶柄山 松尾 八幡原 227-267,286-300ﾛ 5 1

ちゃきばた 茶樹畑 上郷 飯沼 ２５９１－２５９２ 14 63

ちゃざ 茶座 鼎 下山 868-869 12 25

ちゃつか 茶ツカ 竜丘 駄科 1156,1163,1165 10 104

ちゃどう 茶堂 龍江 今田 2354-2361 6 28

ちゃどう 茶道 伊賀良 中村 ６２－６５，２５２－２５４ 90

ちゃのきした 茶の木下 三穂 立石 446 　

ちゃのきだ 茶ノ木田 龍江 今田 1516-1519

ちゃのきだ 茶之木田 千代 米川 877 16,17 21

ちゃのきばた 茶ノ木畑 鼎 名古熊 1090-1097 16 25

ちゃのきばた 茶ノ木畑 上郷 別府 ２２０１－２２１７，２２２０ 11 100

ちゃはた 茶ハタ 竜丘 駄科 1126 13 118

ちゃはた 茶畑 竜丘 駄科 1125,1127,2432  118

ちゃばた 茶畑 伊賀良 中村 ２３０３－２３０４ ###

ちゃばた 茶畑 伊賀良 中村 ２７７４ ###

ちゃばた 茶畑 上郷 別府 １０７３

ちゃばた 茶畑 下久堅 小林 618-625,847-748 6 77

ちゃばた 茶畑 南信濃 和田 85 20 53

ちゃばたけ 茶畑 上久堅 大鹿 9024-9026 5 81

ちゃばたけ 茶畑 飯田 羽場 444ｲ-449､450-452 8 10

ちゃばたけ 茶畑 上久堅 森 4240

ちゃばたたなか 茶畑田中 飯田 羽場 1-36 8,13 1

ちゃみち 茶道 下久堅 小林 3146-3150 18

ちゃみち 茶道 千代 下村 852,856-857,869,871-878,882,886 4 101

ちゃや 茶屋 山本 山本 3346-3350 20 33

ちゅうじざか 忠治坂 山本 山本 1969-1973､2018-2028 6 20

ちょうげんじうら 長源寺裏 飯田 飯田 上2393-2397,2455,2460-2461 13 44

ちょうげんじけい
だい

長源寺境内 飯田 飯田 上2450-2452,2456-2459,2462-2463 13 44

ちょうさい 長才 千代 毛呂久保 2507ｲ､2508 7 140

ちょうじゅうやま 長十山 山本 竹佐 454,462-463 12,19 71

ちょうせいじま 長生島 座光寺 河原 6628,6729,6729ﾉ54-67,6729ﾆ-ﾀ 14,15 27

ちょうせんなぎ 長ｾﾝﾅｷﾞ 竜丘 桐林 724-726 13 124

ちょうせんなぎ 長溝谷 竜丘 桐林 561-563,565-567,717-723,727-728 13

ちょうぞうぼり 長藏堀 飯田 飯田 上2401-2405 14 44

ちょうちんだ 提灯田 龍江 今田 2441-2445 6 31

ちょうちんやま チョウチンヤマ 上久堅 原平 1026-1027ｲ 12 13
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ちょうちんやま 提灯山 上久堅 原平 1027ﾛ

ちょうばり 町バリ 上郷 黒田 ２８２６－２８２８、３０２３，３５８２－３５８７ 4 10

ちょくとうばら 勅当原 伊賀良 北方 ３３４４－３３４９ 71

ちわはた チワ畑 上郷 黒田 ３４１２－３４１５ 4 29

ちんしゅうばやし チンシュウ林 上久堅 蛇沼 7314-7315 23 63

ちんじゅやま 鎮守山 山本 山本 6375 9 57

ちんぺい チンペイ 飯田 羽場 709ﾉ1-719､727 8 15

つか 塚 竜丘 桐林 178-184 14 121

つか 塚 竜丘 時又 1185 14 67

つか 塚 竜丘 長野原 91 13 67

つかあな 塚穴 上久堅 中宮 597-603､1723-1725,1727-1731 3 9

つかあなぼら 塚穴洞 下久堅 小林 240-242

つかがいと 塚垣外 三穂 伊豆木 5654-5660 16 70

つかきた ツカ北 竜丘 駄科 131  87

つかこし 塚越 上郷 飯沼 ２７８５ 13 65

つかこし 塚越 上郷 別府 ９６３－９６５、１１８２－１１８３、２４３１－２４３２

つかこし ツカコシ 下久堅 柿ノ沢 1060-1068,1070-1113,1116-1118

つかこし 塚越 下久堅 柿ノ沢 1114-1115 7 60

つかごし 塚越 下久堅 下虎岩 1145-1170 11 18

つかごし 塚越シ 下久堅 柿ノ沢 771

つかごし ツカゴシ 下久堅 柿ノ沢 1051-1054,1059 19 60

つかごし ツカゴシ 竜丘 駄科 341-343,346-349  91

つかごし 塚越 竜丘 桐林 2011-2014,2032 11 91

つかだ ツカ田 上郷 飯沼 ２７５９－２７６３ 13 65

つかだ 塚田 鼎 一色 273-275 8 26

つかだ ツカダ 竜丘 駄科 129 87

つかだ 塚田 竜丘 桐林 1372-1391,1392 8 67

つかだ 塚田 竜丘 長野原 90 13 67

つかだいら 塚平 伊賀良 三日市場 ９５２－９５４ 33

つかだいら 塚平 下久堅 下虎岩 2781-2789,2794-2801 2 44

つかだいら 塚平 竜丘 上川路 60-72 12 146

つかだいら 塚平 竜丘 桐林 2911 12 143

つがのお つがの尾 龍江 今田 827-830 11 9

つかのこし 塚ノ越 竜丘 駄科 1058

つかのこし ツカノコシ 竜丘 駄科 1136,1179 10 91

つかのこし ツカノコシ 竜丘 駄科 339-340,344-345,350,357-358  91

つかのこし 塚のこし 山本 竹佐 561-568 20 73

つかのこし 塚ノ越 山本 竹佐 1017,1030-1032 21 83

つかばた つか畑 上郷 南条 ３５６５－３５６９ 15 77

つかばた 塚畑 上久堅 森 4249 17

つかばら 塚原 竜丘 上川路 77-3,76-77 12 143

つかばら 塚原 竜丘 桐林 2769-2910,2912-3062 12 121

つかまい 塚前 竜丘 上川路 956-957,872-ﾛ 5 160
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つかもと 塚本 伊賀良 中村 ２１５０，２１６０－２１８０，２３５０－２３６０ ###

つかもと 塚本 下久堅 知久平 1551-1552,1764-1766,1769,1771-1772 3 101

つかもと 塚本 山本 久米 1558,1563,1568-1573 32 144

つかもとかわら ツカモト川原 伊賀良 中村 ２１５３－２１５５，２３６１－２３６２ ###

つかやま ツカ山 千代 下村 1511 6 117

つきじした 築地下 伊賀良 大瀬木 ４３２３－４３３１ 89

つきじと 月じと 龍江 雲母 9205-9208 19 97

つきのき 月ノ木 川路 4100-4104,4106-4179,4199-4200,4265 10 36

つきのき 月ノ木 龍江 今田 3855-3859 3,4 43

つきのきだ 月ノ木田 千代 下村 477-483 3 94

つきのしま 月ノ島 南信濃 南和田 274,349～352 28,42 53

つきよだ 月夜田 伊賀良 中村 ３１３１－３１３６，３１９６ ###

つくいやま ツクイ山 上久堅 森 4223 17 34

つくえはら 机原 下久堅 下虎岩 127-323 10,12 3

つくだ ツク田 山本 箱川 98-101,642 13 90

つくだ つく田 山本 久米 1382-1385 28 137

つくだ 佃 上郷 別府 １２４，１４９，１６２ 16 84

つくだやま ツク田山 山本 箱川 75-81 13 90

つくつき ツクツキ 飯田 羽場 336-339 8 49

つぐみがわ 鶫川 座光寺 共和 4090-4094,4114-4116 8,9 28

つくりばた 作畑 上村 中郷 334,378

つくりみち ツクリミチ 下久堅 上虎岩 611

つじ 辻 伊賀良 大瀬木 １３４１－１３４２ 80

つじ 辻 伊賀良 中村 １７６０－１７６１，１７６４，１９０３－１９０６ ###

つじ 辻 鼎 上山 1845-1851,2667-2674 8,12 19

つじ 辻 上郷 別府 ２４３１－２４４３，２４５７－２４６２ 10 101

つじ 辻 下久堅 稲葉 1547-1548 8 124

つじ 辻 下久堅 柿ノ沢 291 20 51

つじ 辻 龍江 安戸 7874-7897 14 67

つじ 辻 千代 芋平 1673-1674 18 44

つじがいと 辻垣外 鼎 名古熊 1989-1990 13 26

つじがいと 辻垣外 川路 2264-2284 6 25

つじがいと 辻垣外 伊賀良 北方 ２２０４－２２０８，２２７４－２２７９ 68

つじした 辻下 下久堅 稲葉 1549-1557 8,9 124

つじた 辻田 山本 山本 3929-3944 9 36

つじのうち 辻ノ内 座光寺 松林 2040 7 28

つじのうち 辻の内 座光寺 唐澤 2494-2497 7 28

つじのうち 辻ノ内 座光寺 萬才
1924,1928-1932,1934,1935ﾛ,1944,1950-
1952,1961-1994

7 28

つじのたいら 辻ノ平 南信濃 南和田 1278～1286

つじばた 辻畑 三穂 立石 517ハ 　

つじはば 辻羽場 三穂 立石 940-951ロ 12 103

つじはら 辻原 山本 山本 3816-3830,3835-3844,3848ﾉ2,3891-3913 9,19 36
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つじまえ 辻前 川路 2299-2341,2398-2417 6 25

つじまえだ 辻前田 山本 山本 3914-3928 9 36

つしまやま ツシマ山 下久堅 下虎岩 1436-1439 16 22

つしまやまひかげ ツシマ山日カゲ下久堅 下虎岩 1440-1442 16 22

つしまやまひなた ツシマ山日向 下久堅 下虎岩 1442-1443 16 22

つたいわ ツタ岩 上村 下栗 1313､1025 24,28 45

つたいわ ツタ岩 上村 程野 332 13 45

つちだいら 土平 伊賀良 北方 ３２３９－３２４８，３２６９－３２８２ 71

つちはし 土橋 山本 竹佐 475 29 71

つちばやし 土林 上久堅 平栗 6419-6426,6531 10 57

つちばやし 土林 千代 野池 1221-1226 18 30

つちばやし 土林 龍江 今田 3167-3198 2 32

つちばやしひかげ 土林日影 上久堅 平栗 6530-6541 10,11 57

つちむろ 土室（土諸） 上村 中郷 462,463､468 14,17 45

つつい 筒井 上村 程野 1ｰ1,3,112

つつこだ ツゝコ田 上郷 飯沼 ２７４３－２７４４ 14 65

つっとり 土取 伊賀良 三日市場 １－２９ 24

つつみ 堤 飯田 丸山 6703-6704,6733-6739ﾉ2,6743-6746,6758-67627 33

つつみ 堤 伊賀良 中村 １０４８－１０５０ ###

つつみ 堤 南信濃 和田 2474～2476 28 53

つつみ ツヽミ 竜丘 上川路 454-455,469-472 5 153

つつみ ツゝみ 南信濃 南和田 3～9 28 53

つつみ ツゝミ 南信濃 和田 2511ﾛ,2513

つつみ 津々み 南信濃 南和田 1～2 28,43 53

つつみ 津々み 南信濃 和田 2506～2507,2509～2512,2514～2515 28,30 53

つつみいり ツツミ入 龍江 今田 1741-1746 11 15

つつみいり 堤入 龍江 今田 1436-1449 11 15

つつみいり 堤入 三穂 伊豆木 2402イ-2417ハ 2,8 30

つつみいり 堤入 三穂 伊豆木 5543-5562 16,17 69

つつみいり 堤入 三穂 伊豆木 6399-6419 17 69

つつみいり 堤入 山本 山本 6015-6017 11 51

つつみいり ツヽミ入 竜丘 上川路 456-468 5 153

つつみうえ 堤上 伊賀良 大瀬木 １０９６－１１０２，１１１２－１１２２ 78

つつみうえ 堤上 下久堅 柿ノ沢 1845 8 68

つつみうえ 堤上 座光寺 原 926-948,952 2 28

つつみがいり 堤ヶ入 山本 久米
928-929,931-933,982-984,988-989,1009，
1014-1016

27,28 131

つつみがほら 堤ヶ洞 三穂 立石 264-279 5,6 94

つつみした 堤下 伊賀良 中村 １１７９ ###

つつみした 堤下 上郷 別府 ２２６６－２３１７ 10,11 101

つつみした 堤下 座光寺 萬才
1917-1923,1925-1927,1933,1935ｲ,1936-
1940,1945-1949,1953-1960

7 28

つつみだ ツツミ田 下久堅 上虎岩 309 15

つつみだ 堤田 伊賀良 北方 ２０５８－２０６１ 66
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つつみだ 堤田 下久堅 上虎岩 558 15

つつみだ 堤田 下久堅 南原 985-986,989-990,1003-1010,1014-1020 4,5 116

つつみだ ツツミダ 下久堅 上虎岩 309,310-362,557 15

つつみだ 堤田 座光寺 中市場 3530-3530ﾉ11,3530ﾉ14-ｲ3 11 28

つつみばた 堤端 伊賀良 中村 １１６９－１１７０ ###

つつみはら 堤原 座光寺 原 904-925 3,7 28

つつみぼら 堤洞 下久堅 小林 769-771 7 80

つつみぼら 堤洞 龍江 雲母 9181-9189 19,20 97

つつみぼら 堤洞 山本 竹佐 446-449 29 71

つつみぼら ツツミボラ 下久堅 小林 772-774

つつみもり 堤森 飯田 丸山 6742

つつみもりみなみ 堤森南 飯田 丸山 6741

つつみわき 堤脇 座光寺 原 835,837-838 3 28

つづらいし ツゝラ石 上村 中郷 370,371 14 46

つつんぼら 堤洞 竜丘 桐林 1432-1467 8 131

つとい ツトイ 飯田 羽場 706

つどい ツド井 飯田 羽場 708､708ﾉ9,708ﾛ2

つどい ツド井 飯田 羽場 1197-1200､1243-1246､1257､1273-1290 7 23

つどいはら ツド井原 飯田 羽場
1193,1201-1207､1208ﾛ､1210-1211,1219-
1223,1228-1233

7 23

つときのほら ツトキノ洞 伊賀良 中村 ３３８０ ###

つばきうつ 椿ウツ 南信濃 南和田 1135 57 53

つぶていし つぶて石 龍江 大屋敷 9691-9697 25 110

つべたみず ツベタ水 上村 中郷 486,493 17 46

つぼがしり ツボガシリ 山本 山本 1605-1610 21 17

つぼがしり ツボガ尻 山本 山本 2075-2080

つぼがしり 坪ガ尻 山本 山本 4107-4122 9 38

つぼしり ツボシリ 上郷 飯沼 ２２５６－２２６０，２２６２－２２６３ 15 58

つぼしり ツボシリ 山本 山本 5366-5372 10 17

つぼじり ツボ尻 伊賀良 北方 ６１３－６１５ 45

つぼじり ツボ尻 山本 山本 5408-5411 10 17

つぼじり つぼ尻 山本 久米 1245,1409-1414 28 135

つぼじり ツボジリ 下久堅 上虎岩 1200-1203 17 136

つぼじり 坪尻 座光寺 中羽場 4535 11 29

つぼじり 坪尻 竜丘 桐林 169-173 14 121

つぼた ツボ田 飯田 羽場 1259 7 24

つぼつら 坪津良 千代 毛呂久保 2137-2138,2141-2142ｲ 7,9 132

つぼのうち 坪ノ内 下久堅 下虎岩 2450 2

つぼのうち 坪乃内 川路

つぼのうち ツホノ内 座光寺 河原 5737-5741 11,14 29

つぼのうち 坪ノ内 座光寺 宮ノ前
2533-2535,2539-2542,2545-2551,2561-
2567,2573-2580,2586-2588

8 28

つぼのうち 坪ノ内 座光寺 唐澤 2512 8 28

つぼのうち 坪ノ内 座光寺 南市場 3812-3813 8 28
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つぼのしり 田螺尻 伊賀良 北方 ６３１ 45

つぼのしり ツホノ尻 三穂 伊豆木 312-330 　

つぼのしり つぼの志り 三穂 伊豆木 3724-3761 10,16

つぼのしり ツボノ尻 伊賀良 大瀬木 ２９３６－２９４７ 86

つぼのしり ツボノ尻 川路 3806-3820 10 35

つぼのしり ツボの尻 伊賀良 北方 ３３６ 45

つぼのしり つぼの尻 上郷 南条 ３６６１ 15 58

つぼのしり ﾂﾎﾞﾉｼﾘ 竜丘 駄科 159-161,185 9 90

つぼのしり 坪の尻 三穂 伊豆木 296-303 15 8

つぼのしり 螺ノ尻 伊賀良 上殿岡 １３４－１３５ 8

つぼのしり 坪ノ尻 竜丘 駄科 187-188, 9 90

つぼのだ 坪ノ田 下久堅 下虎岩 2449 2

つりまき 釣巻 竜丘 時又 649,652-654

つるがふち 鶴ヶ渕 飯田 羽場 590-592､611,636ﾉ1,641-642,643-644 8 13

つるさし 鶴指 上郷 黒田 ２２０９－２２１７、２２５６－２２６４，２２６８－２２７７8 19

つるし つるし 龍江 今田 7124-7130 4 63

つるね ツル子 下久堅 柿ノ沢 851-854 6 58

つるね 津る祢 上久堅 落倉 5768-5769

つるね ツルネ 上久堅 小野 4909-4922、5213-5216,5218 20 41

つるね ツルネ 下久堅 下虎岩 1916 14 31

つるね 鶴根 千代 毛呂久保 2661ﾊ-2666 7 143

つるね ツルネ 千代 野池 1286

つるまき 鶴巻 山本 箱川
62-63,65,134,141-152,445,449-451，453，
455，457

12,18 89

つるまき 鶴巻 山本 箱川 445,453,455

つるまき 鶴牧 山本 箱川 449-451,590-592 18

つるまき 鶴巻 竜丘 上川路 861-871,893-894 5 159

つるまき 鶴巻 竜丘 桐林 612-5,640-676 13 124

つるまき 鶴牧 竜丘 長野原 195-216,217 13 71

でぐち 出口 上郷 黒田 ３１９９－３２１１、３１９０－３１９８ﾉ１，４１１９－４１３３3,7 26

でぐち 出口 山本 箱川 770,895 103

でぐち 出口 座光寺 南市場 3669,3678-3679 8 29

てじょう 手城 千代 大郡 3146-3151,3168-3170 19 155

てしろ 手白 千代 荻坪 280-299ｲ 19 10

てじろ 手白 千代 米川 1022-1034 20

てづか 手塚 竜丘 駄科 189-190,205-212  

てつごろうつくり 鉄五郎作リ 南信濃 和田 1143ﾛﾊ

てどりおけ 手取桶 伊賀良 大瀬木 ３４－１５８，４９９－５２２ 74

でのぼり 出登リ 千代 米峰 3974-3976 9 175

ではり 出張 千代 下村 78､183-201,446-450,453-457,463-474 3 90

ではりとうげ 出張峠 千代 下村 80-84 3,4 90

でぼら 出洞 川路 3681-3696,3699-3729 11 37

でまる 出丸 飯田 飯田 672-673 18 42

でまる 出丸 竜丘 駄科 1706-1707,1765-1766 9 113
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でまるけがさわば
た

出丸毛賀澤
端 竜丘

駄科 1702
9

113

でまるけがさわば
た？

出丸毛賀澤
端 竜丘

駄科 1702

でまるみなみした 出丸南下 飯田 飯田 668 18 42

でやすんど 出休戸 南信濃 南和田 1277

でやま 出山 南信濃 和田 1143～1184,1602～1605ｲ､1606～1610 18,31 54

でやまたいら 出山平 南信濃 和田 1143ﾍﾁ

てら 寺 鼎 名古熊 1804,1806 9 28

てら 寺 下久堅 下虎岩 2213 10 34

てら 寺 三穂 立石 139-145 11,12 92

てらあだいら 寺平 上久堅 小野 5001-5010 20 43

てらうちばた 寺内畑 飯田 飯田 上3713-3714

てらうら 寺裏 飯田 飯田 上3710-3712

てらおばら 寺尾原 伊賀良 中村 ９５９－９６４，９７０－９７１ ###

てらおやしき 寺尾屋敷 三穂 伊豆木 3601ロ-3604 10 44

てらがいと 寺垣外 千代 野池 1340-1341,1435-1442 21 34

てらけいだい 寺境内 飯田 飯田 上3715-3720

てらさか 寺坂 下久堅 知久平 148-156 3 87

てらさか 寺坂 山本 久米 918-922,930,985-987,1010-1013 27,32 131

てらさかした 寺坂下 上郷 飯沼 ２５１８

てらさわ 寺澤 山本 竹佐 359-360 20 70

てらした 寺下 飯田 飯田 上3721

てらした 寺下 鼎 上山 2524-2555,2558-2578 8 26

てらした 寺下 下久堅 南原 1168-1177 4 118

てらした 寺下 南信濃 和田 1757ｲﾛ 23,24 54

てらした 寺下 南信濃 和田 1757-1,2ｲﾛ

てらした 寺下 南信濃 和田 1140ﾛ

てらした 寺下 山本 久米 312,1123-1124,1143-1145,869-870 28 121

てらした 寺下 山本 久米 869-870

てらした 寺下 竜丘 桐林 1280-1284

てらした 寺下 竜丘 駄科 1601-1613 10 112

てらした 寺下 竜丘 長野原 57-60  

てらだ 寺田 伊賀良 大瀬木 ３７６－３９０，３９２－３９４，４１６－４２１ 75

てらだ 寺田 飯田 羽場 740-747,800-802,1073,1323 5,8 15

てらだ 寺田 川路 3175-3185 5,6 24

てらだ 寺田 山本 竹佐 544,549-556,559 20 73

てらだ 寺田 座光寺 中羽場 4476-4481,4534 11,12 29

てらだやま 寺田山 千代 芋平 1596 18 42

てらちさわ 寺地沢 座光寺 下羽場 5367-5374 12 29

てらちさわ 寺地沢 座光寺 河原 6253-6258  

てらちさわ 寺地沢 座光寺 欠野 5196

てらちさわ 寺地澤 座光寺 下羽場 5255,5332-5336 13 29

てらちさわ 寺地澤 座光寺 共和 4360-4364 12 29
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てらちさわうえ 寺地沢上 座光寺 下羽場 5436-5444,5446-5447,5453-5455 12 29

てらちさわうえ 寺地沢上 座光寺 河原 6259,6328-6344 12 29

てらちさわした 寺地沢下 座光寺 下羽場 5337-5339,5364-5366,5456-5464 13 29

てらちさわしり 寺地沢尻 座光寺 河原 6260-6277 12 29

てらつくりぐち 寺作口 南信濃 和田 2212

てらどころ 寺所 松尾 寺所 5701-5709,5720-5800 9 16

てらなか 寺中 南信濃 和田 1198 31 54

てらのうえ 寺ノ上 伊賀良 中村 ２９３７，２９３９ ###

てらのうえ 寺ノ上 上久堅 上平 1487,1546-1547 13 15

てらのうえ 寺ノ上 龍江 今田 2365-2368 6 29

てらのうえ 寺ノ上 龍江 今田 3847-3848 3 42

てらのうえ 寺ノ上 南信濃 和田 1199 31 54

てらのうえ 寺ノ上 山本 山本 4519-4520 9 41

てらのうしろ 寺ノ後 千代 下村 660-661､666ｲ 4 95

てらのうしろ 寺ノ後 龍江 石林 8747-8767 15,21 85

てらのうら 寺ノ浦 千代 下村 662 4 95

てらのうら 寺ノ浦 竜丘 駄科 2042 7 111

てらのき 寺ノキ 上村 上町 795-796 20 46

てらのさか 寺ノ坂 鼎 名古熊 1801-1802 14 26

てらのさき 寺ノ先 千代 米峰 3843-3853､3869-3871,3873 9 172

てらのした 寺ノ下 龍江 石林 8347

てらのした 寺ノ下 龍江 今田 2413-2425 6 30

てらのした 寺ノ下 南信濃 木澤 1019～1031 14 54

てらのした 寺の下 上郷 黒田 ６３０－６３３、６３６－６４３ 9 6

てらのにし 寺ノ西 龍江 今田 2373-2374 6 29

てらのまえ 寺ノ前 伊賀良 中村 ２７５６ ###

てらのまえ 寺ノ前 鼎 名古熊 1804,1807 14 26

てらのまえ 寺ノ前 下久堅 小林 707

てらのまえ 寺ノ前 千代 下村 664-665,666ﾛ､669-676 4 95

てらのまえ 寺ノ前 山本 山本 3967-3970 9 37

てらのわき 寺ノ脇 三穂 伊豆木 68-69 15 3

てらばた 寺畑 山本 竹佐 636-637,653-654,691-692,701,703 20,29 73

てらばた 寺畑 伊賀良 中村 ６６－６９，８２－７８ 90

てらばた 寺畑 伊賀良 中村 １１８７ ###

てらばやし 寺林 千代 下村 1359ﾛ､1387ﾛ-1387ﾊ 3 115

てらはんば 寺半場 上村 中郷 336-1～4,10,ﾛ～ﾎ 13,14 46

てらびら 寺平 南信濃 和田 1755～1756 23,24 54

てらまえ 寺前 飯田 羽場 878-879 8 18

てらまえ 寺前 伊賀良 下殿岡 １０１８－１０３３ 3

てらまえ 寺前 上久堅 小野 5011-5013 20 43

てらまえ 寺前 上久堅 中宮 1846-1848 3 21

てらまえ 寺前 千代 下村 578-580,1358､1384 3,4 114

てらまえ 寺前 竜丘 駄科 2011-2012,2015-2019,2023-2031 8 111
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てらまえきた 寺前北 竜丘 駄科 1674-1679,1685-1690 9 111

てらまえみちばた 寺前道端 竜丘 駄科 1680-1681 9

てらむら 寺村 龍江 石林 8338-8346 1,21 75

てらもり 天良森 飯田 羽場 1508 4 26

てらやしき 寺ヤシキ 上久堅 下平 8210ﾛ､8334,8337-8341 4 71

てらやしき 寺屋敷 上村 中郷 472-ﾛ､ﾊ､ﾆ 17 47

てらやしき 寺屋敷 龍江 石林 8337 21 75

てらやしき 寺屋敷 千代 米峰 3926ﾊ､3932 9 174

てらやしき 寺屋敷 山本 箱川 458-461,463-467,469,496 17 98

てらやま 寺山 千代 法全寺 3043,3247-3253,3257 24 74

てらやま 寺山 三穂 立石 226-263 5,11 94

てるくり 輝栗 飯田 丸山 6975-6978 6 34

てろうした 手路下 南信濃 和田 44ﾛ,ﾊ､48～50 17,19 55

てろうやま 手路山 南信濃 和田 44ｲ 17,19 55

でんがみ 伝上 下久堅 柿ノ沢 960-962 7 59

でんきちづくり 傳吉作 南信濃 和田 2535～2536 27 55

てんぐ 天狗 上郷 別府 ９２３－９３０、１１０４－１１０５，１１０９－１１１０ 16 94

てんぐまつ 天宮松 山本 山本 6130 7,9 52

てんぐやま 天狗山 下久堅 柿ノ沢 952,954-955 7 59

てんぐやま 天狗山 千代 下村 1031-1032 5 105

てんじん 天神 下久堅 南原 1081-1096 4 118

てんじん 天神 龍江 今田 674-685 11 7

てんじん 天神 龍江 宮沢 8854 20 87

てんじんいわ 天神岩 山本 山本 6467､6469 4 59

てんじんいわか
わむかい

天神岩川向 山本 山本 6538 4 59

てんじんした 天神下 上久堅 下平 7953

てんじんだ 天神田 伊賀良 北方 ３６６－３６７ 45

てんじんづか 天神塚 上郷 南条 ３３３４－３３３７ 16 71

てんじんばら 天神原 下久堅 下虎岩 19-40 10 2

てんしんやま 天神山 南信濃 南和田 816-1～816-2 41 55

てんじんやま 天神山 飯田 羽場 1397､1420 4 25

てんじんやま 天神山 下久堅 柿ノ沢 1448 19 64

てんじんやま 天神山 下久堅 下虎岩 3-4 10 2

てんじんやま 天神山 下久堅 知久平 804

てんじんやま 天神山 下久堅 南原 1150-1151 4 118

でんぞうばた 伝三畑 千代 法全寺 3411ﾛ-3414 24 81

でんだくぼ 傳田窪 千代 大郡 3421-3422,3424-3429,3438 10 164

でんたさわ 伝田沢 下久堅 柿ノ沢 714,3641-3710,1713-1717,1720-1739,1744 21 66

でんたざわ 伝田沢 下久堅 上久堅 9124-9126

でんださわ 傳田沢 上久堅 堂平 7443-7449,7457-7477 2,5 65

でんだざわ 傳田沢 上久堅 大鹿 9100-9120 5 65

でんだざわ 伝田沢 千代 芋平 1761 30,31 48
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でんたさわみちした 伝田沢道下 下久堅 柿ノ沢 1711-1712,1718-1719 21 66

でんだつ デンダツ 南信濃 木澤 841～843 12 55

てんのう 天王 上郷 飯沼 ６１９－６３５，６４４，６４７，６５９ 15 37

てんのう 天王 上郷 別府
１５２６－１５３０，１５３３－１５３５，１５４２－１５９０，
１５９７－１６３１、１８２８－１８３７，１８５２－１９３３ 11 37

てんのう 天王 三穂 伊豆木 231-233 15 6

てんのうぼら 天王洞 山本 箱川 709,711,717-722 17 102

てんのうまえ 天王前 上郷 飯沼 ６４２－６４３，６４８－６５８ 15 37

てんのうまえ 天王前 山本 山本 3127-3141 9,20 32

てんのうやま 天王山 下久堅 下虎岩 2757 15 43

てんばく テンバク 下久堅 下虎岩 974 11 15

てんばく 天伯 下久堅 下虎岩 972-973 11 15

てんぱく 天伯 鼎 切石
4845-4849,4876-4887,4892-4894,4896-
4899,4904-4625,4928-4931

4,5 26

てんぱく 天伯 鼎 名古熊 1792-1797,1803,1806,1809-1813 14 26

てんぱく 天伯 龍江 今田 2806-3009

てんぱく 天白 伊賀良 大瀬木 ２９８３－３００１，３０７４－３１０７ 87

てんぱく てんパク 下久堅 上虎岩 2604 18 146

てんぱく 天白 下久堅 上久堅 61-62

てんぱく 天白 千代 法全寺 2466-2467 23 64

てんぱく 天白 竜丘 上川路 448-452,473-489 5 153

てんぱく 天白 竜丘 桐林 1703-1719,1844-1846 11 132

てんぱくうら 天伯浦 千代 下村 725 4 98

てんぱくさん 天白山 上郷 黒田 ２８５０－２８５５ 13 66

てんぱくざん 天白山 下久堅 柿ノ沢 467,557-558 18 50

てんぱくじま 天伯島 川路 5

てんぱくしゃ 天伯社 千代 下村 761 4 99

てんぱくばやし 天白林 千代 米川 1010-1020 20 25

てんぱくばやし 天白林 三穂 伊豆木 4962-4966 11 60

てんばくぼら 天馬久洞 千代 毛呂久保 2270-2273ｲ 9 136

てんぱくぼら 天白洞 千代 毛呂久保 2273ﾛ-2276ｲ 9 136

てんぱくやま 天白山 山本 箱川 891-894

てんぱくわき 天白脇 三穂 伊豆木 1753-1771 1,8 22

でんべい 傳平 伊賀良 北方
２９７９，３０１６－３０５９，３０６１－３１９９，３２０７－
３２３８ 71

でんべいじょう 傳平城 竜丘 上川路 383-398 5 153

でんべえばた 伝兵衛畑 千代 米川 1896-1897

てんまちょう 傳馬町 飯田 飯田
48-50,52-61,65-71,75-85,87-95,104-117,121-
122,128-129,131-138,147-171,176-186

13,16 38

でんもんやま 傳門山 南信濃 南和田 864-4～865

てんりゅうむき 天龍向 三穂 下瀬 473ロ-474ロ 20 89

どい ドイ 下久堅 上虎岩 1347-1353 17 138

どい 土井 下久堅 知久平 1601,1609 3 101

といがいり トイガ入 三穂 下瀬 422ロ-424イ 20 87
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といだ 戸井田 三穂 伊豆木 5177-5181 11 65

といのうえ 戸井ノ上 千代 下村 1507

といのくち 戸井ノ口 山本 久米 1392,1502 32 137

といのくち 戸井ノ口 山本 久米 1823 32,33 147

どいば 土井場 三穂 立石 858-865 12 102

どう 堂 千代 大郡 2945 8 150

どう 堂 千代 法全寺 2491 24 65

どううら 堂ウラ 上久堅 森 4245-4247ｲ 17 34

どうえん 堂遠 伊賀良 三日市場 １０９９－１１１２ 34

どうえん 道円 上郷 黒田 １７４３－１７５０、１７６０－１７９２、２０７９－２０８１ 8,9 16

どうかいと 堂垣外 龍江 今田 123-130 6 2

どうがいと 堂垣外 鼎 上山
2728-2735,2740-2748,2989,2993-3000,3001-
3010

8,11 27

どうがいと 堂垣外 上郷 飯沼

１０２７－１０２８，１０９４－１０９７、１２６６－１２７３，
１２７７，１２７９－１２８３，１２８５－１２８６，１３００，
１３０５－１３０７，１３１４－１３１５，１３１７－１３２８、
１２３８

14 43

どうがいと 堂垣外 竜丘 桐林 1917-1920 11 134

どうがいり 堂ｹ入 上郷 黒田 ３８４１

どうきゅうだ 道休田 上郷 南条 ３５３１－３５３５ 15 76

どうきん 道近 千代 毛呂久保 2192-2197､2354-2355 9 134

どうきんだ 道近田 千代 大郡 3372 10 163

どうきんぼら 道金洞 下久堅 下虎岩 2112-2125 10 33

どうくぼ 堂久保 山本 久米 286-290,292 27,31 120

とうくろうづくり 藤九郎作リ 南信濃 和田 1605ﾛ

とうくろうばら 藤九郎原 伊賀良 大瀬木 ３８８８－３９５０ 88

とうげ 峠 下久堅 柿ノ沢 1055-1056,1058,1612 19 61

とうげ 峠 千代 荻坪 458

とうげ 峠 千代 毛呂久保 2488-2489,2496ｲ､2516,2554,2587ﾛ 7 140

とうげ 峠 千代 下村 1160-1161,1381-1382

とうげ 峠 千代 法全寺 2818ﾊ､2832-2836 34 70

とうげ 峠 三穂 伊豆木 4695-4700 4,10 55

とうげ 峠 山本 久米
109,143,146,151,2233,2236-2237,1162-
1164,1167ﾛ

28,33 117

とうげ トウゲ 山本 箱川 36-37 18 88

とうげ 峠 山本 箱川 888-889ﾉ1,890,938-939,489-490 15,17 99

とうげ とふげ 山本 箱川 975 15 107

とうげした 峠下 上久堅 大鹿 9029-9030,9032 5 82

とうげした 峠下 千代 下村 1809-1810,1830-1833,1847-1854 36 123

とうげはた 峠畑 龍江 宮沢 8784 20,21 86

とうげはた 峠畑 千代 毛呂久保 2473､2482-2487,2491-2493 7 140

とうげんだ とふげん田 龍江 宮沢 8768-8769 21 85

とうけんな トウケンナ 下久堅 下虎岩 2227-2240,2263-2266 10 35

とうげんな 東源名 下久堅 下虎岩 2267-2276,2478-2482 10 35

どうご 堂後 上久堅 小野 5334,5352-5360 8,20 46
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どうこう 道好 上久堅 平栗 6356-6381,6385-6393 10,21 56

どうこうだ どふこう田 山本 箱川 1431,1443 12 114

とうざがいと 当座垣外 千代 米川 2170-2176 20,21 57

とうじ トウシ 鼎 上山 1961 12 27

とうじ トウジ 鼎 上山 1857 12 27

とうじ トヲジ 鼎 下山 1858-1861,1862-1882 12 27

とうじがいと 藤治垣外 鼎 切石 3976-3992 5 27

とうじがみね 藤治ヶ峰 川路 2148-2217,2367-2368 6 26

どうした 堂下 上久堅 森 4243ｲ

どうした 堂下 千代 毛呂久保 2083

とうしちやま 藤七山 上久堅 大鹿 8933-8935 5 80

どうじま 堂島 上村 程野 7ｰﾛ 4 47

どうじま 堂島 南信濃 木澤 603～606 5 56

どうじょう ドウジャウ 龍江 今田 3247

どうじょう 堂上 上久堅 森 4225-4227,4242 17 34

どうじょう 堂城 三穂 伊豆木 5157-5176 11 64

とうしょうじ 東照寺 龍江 今田 2408 6 30

どうじょうだ 道城田 山本 山本 2093-2099 6,21 21

どうじょうはた ドウジャウ畑 龍江 今田 3242-3243  

どうじょうばた 道城畑 山本 山本 3750-3752 20 21

とうしょうぼう 東照坊 三穂 伊豆木 6502 11

どうしんだ 同心田 下久堅 小林 904-906 6 81

どうしんだ 道心田 下久堅 小林 907-908,910,913-915 6 81

どうすだいら 堂須平 下久堅 知久平 247-258,276-310,316,332-343 3 87

どうぜんまち ドヲゼンマチ 下久堅 下虎岩 2341-2343  

とうそ 当祖 千代 下村
86-90,95-107､111-137,139-143,155-162,167-
182

3 90

どうだいら 堂平 伊賀良 北方 ３９０４ 70

どうだいら 堂平 上久堅 堂平 7450-7451,7478-7504 16,17 66

どうだいら 堂平 上久堅 堂平 9353 16 88

どうだいら 道平 上郷 黒田 ５９８－６０１、６０３－６２９，６３５ 9 6

どうちん 道珍 千代 下村 968 5 103

とうてい トウテイ 飯田 羽場 252､316､463-483ﾛ､484-486 13 6

どうど ドウド 竜丘 駄科 1703-1705 9 113

どうどう 洞々 竜丘 駄科 1696

とうないだ 藤内田 千代 法全寺 2455-2456 23 64

とうないだいら 藤内平 飯田 飯田 上3722-3744 16 48

どうのうえ 堂上 千代 下村 1228-1230 4 110

どうのうえ 堂ノ上 下久堅 下虎岩 2302-2308 10 36

どうのうえ 堂ノ上 龍江 今田 1543-1564 6 2

どうのうえ 堂ノ上 千代 大郡 2950 8 150

どうのうえ 堂ノ上 千代 法全寺 2492-2493 24 65

どうのうえ 堂ノ上 山本 久米 1642-1655,1661-1667 32 141

どうのうしろ 堂ノ後 山本 久米 428-429 27,31 117
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どうのきた 堂ノ北 山本 久米 750 31 128

とうのした トウノ下 龍江 雲母 9036-9042 20 93

どうのした 堂ノ下 千代 法全寺 2488-2489 24 65

どうのした 堂ノ下 山本 久米
426-427,430-433,439-440,940,136-
138,139ﾊ

27,31 117

どうののき 堂ノ軒 南信濃 和田 168 18,20 56

どうのひがし 堂ノ東 千代 毛呂久保 2084 7 131

どうのまえ 堂ノ前 下久堅 下虎岩 2434-2446 10

どうのまえ 堂ノ前 山本 久米 1574-1575,1577-1578 32 141

どうのまわり 堂ノ回リ 千代 下村 1225-1227 4 110

どうのやま 堂ノ山 下久堅 南原 1317-1327,1908 4 121

どうのわき 堂ノ脇 千代 毛呂久保 2082 7 131

とうふがいと ﾄｳ腐垣外 竜丘 上川路 73,74-75 12 146

とうふがいと 豆腐垣外 竜丘 上川路 86-97 12 146

とうへいやま 藤平山 山本 久米 946-949 27 136

とうべえやしき 藤兵エ屋敷 三穂 伊豆木 58-65 15 3

とうま トウマ 上村 上町 513

どうまえ 堂前 上久堅 森 4241,4243ﾛ

どうやしき 堂やしき 南信濃 木澤 379～380 6 56

とうやま トウヤマ 南信濃 和田 1767 23 57

とおおりした 通下 山本 竹佐 597 20 74

とおげたやま 峠田山 龍江 石林 8688-8690 21,26 84

とおすのき とうすの木 龍江 今田 1677-1687 6 19

とおみはらおおい
みなみ

遠見原大井
南 竜丘

駄科 1813,1816,1860-1862,1879-1880,1885､
1900-1902,1904-1918

7 113

とおりいなば 通稲場 千代 大郡 3361-3366,3368,3370-3371 10 163

とおりだ 通リ田 上郷 飯沼 ２６４７－２６４８ 14 64

とおりのかみ 通ノ神 下久堅 稲葉 3526-3527,1546 8 123

とおりのほら 通ノ洞 千代 田力 97 16 3

とおりぼた 通リボタ 上郷 飯沼 １７９９－１８０１、１８０８ 15 51

とおりぼら トウリボラ 上村 下栗 1,315 24 47

とおりぼら 通洞 下久堅 柿ノ沢 488-499,501-523 18 51

とおりぼら 通リ洞 川路 5871-5894 14 43

とおりぼら 通り洞 龍江 石林 8670-8671 26 82

とおりぼら 通り洞 千代 大郡 3104､3113-3114,3117ｲ､3118,3123,3126-3135 19 153

とおりぼら 通り洞 三穂 伊豆木 6118-6120 17 75

とおりぼら トフリボラ 上村 下栗 1312

とおりぼらうえの
きり

通洞上ノ切 下久堅 柿ノ沢 484-487,530 20 51

とおりぼらしたの
きり

通洞下ノ切 下久堅 柿ノ沢 526-527 18 51

とおりみち 通路 千代 荻坪 610 16 17

とがお 栂尾 千代 下村 927-933､939-941 4 102

とかき とかき 山本 久米 1930 149
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とがくぼ トガ久保 龍江 宮沢 8810-8814 15,21 86

とかげはた とかげ畑 山本 竹佐 774-775,777 28 78

どぎじま ドギジマ 南信濃 和田 2508 28 57

とぎや 研屋 上久堅 平栗 6447-6465、6473-6525 10,21 58

ときわまち 常盤町 飯田 飯田 705,708,717,719-730,732-733 13 43

ときわやしき 常磐屋敷 三穂 伊豆木 3942-3947 　

とぐ とぐ 上郷 南条 ３５９３ 15,16 78

トクウツ トクウツ 上村 中郷 289-1,2,3,ﾛ 10 47

とくぞうたいら 徳造平 南信濃 和田 1768 25 57

とくべいさか 徳兵エ坂 三穂 伊豆木 1177-1180 14 17

とくぼ 戸久保 南信濃 木澤 590

とくみょう 徳明 伊賀良 中村 １５３７ ###

とくやづくり 徳弥作リ 南信濃 和田 1605ﾊ

どくりはば 土栗羽場 座光寺 中羽場 4381 12 16

とげぞろ トゲゾロ 三穂 下瀬 272ロ-282チ 20,21 83

とけやま トケ山 南信濃 八重河内 1465

とこなみ 常浪 龍江 今田 7115-7123 4 63

ところざわ 所沢 千代 米川 1880

ところだ 所田 龍江 安戸 7869-7873 14 66

ところめん 所免 伊賀良 中村 ２５３６ ###

とさやしき 土佐屋敷 竜丘 駄科 170-180,194-199 9 89

とざわ ﾄ澤 南信濃 木澤 22～27 11 58

どじょうがいと 土城垣外 山本 竹佐 604-615,621-623 20 74

どじょうがいと 土城垣外 上郷 黒田 ２８７０－２８７５、２８８６ 4 22

どじょうづくり ドジョウ作 龍江 今田 4505-4506 8 50

とじょうばた 登城畑 千代 米峰 4261-4265 12 181

どそがわ 土曽川 上郷 飯沼
３６４－３７９、１００１－１０２６、１２７４－１２７６，１２
７８，１３１６，１３２９－１３３５ 18 34

どそがわ 土曽川 座光寺 下羽場 5279-5281,5283-5285,5293-5305 12 29

どそがわ 土曽川 座光寺 共和
4095-4110,4119-4120,4206-4228,4246-
4247

12 29

どそがわ 土曽川 座光寺 唐澤 2363-2378 8 29

どそがわだいら 土曽川平 上郷 黒田 ５０７３－５０８１ 13 66

とち（の）うえ 杤（ノ）上 南信濃 木澤 822～838 7,12 58

とちあいど 栃合戸 南信濃 南和田 36 42 58

とちがほら とちがほら 山本 久米 2205-2206,2225-2226,2244-2256 33 156

とちがほら とちが洞 山本 久米 2228-2232 33 156

とちがほら 栃ヶ洞 伊賀良 中村 ２５６，８０９，７４８－７９９，８１０－８１１ 95

とちがほら 栃ヶ洞 上郷 黒田 ３８９６－４０２５、４０３９－４０７０ 1,3 32

とちがほら 栃ヶ洞 山本 久米 2183,2258-2263,2269-2270,2274-2280 33 156

とちがほら 栃ヶ洞 山本 山本 1345-1355,6629-6630 3,22 13

とちがほら 栃ケ洞 三穂 立石 1190ハ-1207 6 107

とちざわ 栃沢 千代 法全寺 3581-3585,3590-3596 13,24 84

とちざわ 栃沢 南信濃 南和田 23
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とちのうえ 栃之上 南信濃 木澤 818ﾛﾆ

とちのた 栃ノ太 千代 野池 1531-1535 18 40

とちひら 杤平 上村 中郷 292

とちぼら 栃洞（トチボラ）上村 下栗 1115,1120～1124 26 48

とちやま 朽山 上村 上町 520 16 48

とちやま トチ山 南信濃 木澤 1325

とちやま 栃山 南信濃 南和田 85

とちやま 栃山 南信濃 南和田 310～311,314,316～317,796 26,40 14

とちやま 栃山 南信濃 和田 2233

とちやま 栃山 南信濃 和田 270

とちやま 栩山 南信濃 南和田 317 40 14

とちら トチラ 上村 下栗 1015 29 48

とつく とつく 山本 久米 2211-2213 33 153

とっぱら 十原 南信濃 南和田 23ﾛ,29ﾛ,90～224 27,42 58

とっぱらざわ 十原沢 南信濃 南和田 321

どてして 土手下 座光寺 高岡 4910-4922 14 30

ととおり 十通リ 伊賀良 上殿岡 １６４－１６９ 9

ととだ ト々田 竜丘 桐林 949-953 10 127

とどめ 留々女 川路 2654ﾛ-2682,2712-2715 6 30

とどめき トドメキ 伊賀良 三日市場 １４１７－１４２６，１４９３－１５３０，１５３４－１５３９ 38

とどめき とどめき 上久堅 蛇沼 6822-6828,6834,6865-6866 11

とどめき トドメキ 下久堅 小林 330-335 7 73

とどめき トドメキ 龍江 今田 1215-1216 12 13

とどめき とどめき 龍江 今田 1774-1778 12 13

とどめき トドメキ 山本 山本 1356-1367 3,22 14

とどめき トゞメキ 竜丘 桐林 2045-2049 11 137

とどめき とと免き 山本 久米 1950-1956,1964,1967,1969 32,33 149

どどめき ドゝメキ 上郷 黒田 ５１６１－５１９６ 9 100

どどめき ドゝメキ 上郷 別府
２１７１、２２１８－２２１９，２２２１－２２３０，２２４７－
２２５６，２３１８－２３３４ 10,11 100

どどめき ドドメキ 三穂 下瀬 250 19,21 82

となぎ トナギ 上村 下栗 1116～1119 23,26 48

となり 隣 千代 大郡 3060ｲ 19 158

とのがいと 殿垣外 千代 米川 2273 20 60

とのがいと 殿垣外 山本 竹佐 1024 21 83

とのがいと 殿垣外 山本 山本 748-753,765-779､908-928,951-956 22 5

とのがいと 殿垣外 伊賀良 中村 ２９１５ ###

とのがいと 殿垣外 鼎 名古熊 1773?,1776-1789,1831-1864 13 27

とのがいと 殿垣外 竜丘 桐林 46-136,138 14 54

とのがいと 殿垣外 竜丘 時又 1019-1061 12 54

とのぐら 殿蔵 伊賀良 北方 １３１３－１３２０ 57

とのしま 殿島 飯田 羽場 1937-1966,2005-2008 5 26

とのじまはら 殿島原 飯田 羽場 7223-7264 5 26

とのだ 殿田 龍江 尾林 8593
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とのばた 殿畑 鼎 一色 528-532,539 8 27

とのばやし 殿林 三穂 伊豆木 2281-2295ロ 8 28

とのばやし 殿林 三穂 伊豆木 4693-4694 10 55

とのばやし 殿林 千代 大郡 3534､3536-3541､3572-3576,3577-3578 10 168

とのはら 殿原 伊賀良 上殿岡 ６００－６０５，６３９－６４２ 17

とのひら トノ平 下久堅 下虎岩 2447-2448,2451-2468,2493-2497 2 38

とのまち 殿町 飯田 飯田 1202-1205,1222-1248,1250-1258 13 43

とのまち 殿町 南信濃 和田 1361,1362,1365～1410,2322 31 59

とのまちうら 殿町裏 飯田 飯田 1206-1216,1249 13 43

とのむら 殿村 伊賀良 北方 ２４８０－２４９１ 68

とのむら 殿村 川路 3119-3135 6 33

とのやま 殿山 千代 大郡 3535 8 168

とば 渡場 上郷 別府
４０５－４１２、４３５－４３６，４７０，４２１－４２２，４２
６－４３０，４７８－４８７，４９０－４９３ﾉ４，４５６－４５
７

21 87

どばやし 土林 千代 米川 912 18 23

とびいし 飛石 千代 下村 1893-1894,1907-1908,1950-1951 6 125

とびがす トビガス 上村 下栗 1008 29 49

とひき 戸引 伊賀良 中村 ２２４７－２２５２ ###

とひき トヒキ 伊賀良 中村 ２２６７，２２６９－２２７４ ###

とびさわ とび沢 山本 箱川 962-967,989 16 107

とびさわ 飛沢 山本 箱川 977,979-987 15,16 107

とびた 鳶田 三穂 立石 577-606 12 99

とびなが？ 飛長 山本 久米 504,529

とびのす とびのす 山本 箱川 1098-1100 14 110

とふらぼら トフラボラ 上村 下栗 1306～1309-1,2 23 49

どほど ドホド 竜丘 駄科 1755 9 113

とみおか 富岡 川路 3741-3792,3801-3804 6,10 34

とみおか トミヲカ 下久堅 上虎岩 1254-1285,1290-1293 17 137

とみおかした 富岡下 川路 3793-3800,3805 10 34

とみじゅうぼら 冨十洞 下久堅 下虎岩 91 12 3

とみださわ トミダサハ 下久堅 下虎岩 706-712 11 10

とみだざわ 冨田沢 下久堅 下虎岩 1196ｲ  

とみださわじり トミダ沢尻 下久堅 下虎岩 1935-1936

とみだざわじり 冨田沢ジリ 下久堅 下虎岩 1196ﾛ  

とやた トヤタ 竜丘 駄科 1266 10 106

とやた トヤ田 竜丘 駄科 1262-1263,1265,1318 10 106

とやだいら 鳥屋平 千代 大郡 2741,3210 20 160

とやだいら 登ヤ平 千代 下村 992 5 104

とやね トヤネ 上久堅 落倉 5693-5695 20 49

とやね 鳥屋根？ 千代 野池 1220 18,21

とやのくち 戸屋ノ口 上久堅 大鹿 9067-9099 5 83

とやのすね トヤノス祢 千代 下村 1362ｲ

とやのだいら 鳥ヤノ平 千代 下村 1600-1601 6 119
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とやば トヤバ 伊賀良 中村 ２１５７－２１５９ ###

とやば 鳥屋場 上郷 別府
７４９－７５３、９１６－９１７，９３１－９３２，９３６－９
６２，９６４－９７２，１０５６－１０５７，１０５９－１０６
３，１０７７－１０９５

16 92

とやば トヤバ 上久堅 風張 4031 16 33

とやば トヤバ 下久堅 上虎岩 1983-1988,2005-2017 20 141

とやば トヤバ 下久堅 下虎岩 1064-1082 11 16

とやば トヤバ 龍江 今田 4477-4492 8 49

とやば 鳥屋場 飯田 飯田 上2933-2945,2949-2951 18 46

とやば 鳥屋場 座光寺 上野
2905-2906,2910-2916,2920-2923,3231,3254-
3264

10 30

とやば 鳥矢場 座光寺 松林 2158,2160-2162 3 30

とやばいりまで トヤバ入迠 下久堅 下虎岩 337

とやもり 鳥屋森 千代 大郡 3297-3311､3315-3317 10 162

とよいり 樋入 竜丘 上川路 492-501 5 154

とようえ とよ上 龍江 大屋敷 9681 25 108

とようけ トヨウケ（豊受）上村 下栗 978,979-1,2 30,31 49

とよがいり 樋ヶ入 千代 下村 59-74､79,91,1526 3,6 90

とよがいり 樋ヶ入 千代 米川 2132、2153-2162 21 56

とよがいり 樋ｹ入 竜丘 上川路 502 4 154

とよがさわ 樋ヶ沢 上久堅 上平 1505､2120-2122,2124-2155,2287,2302 13,16 18

とよがさわ 樋ヶ沢 上久堅 越久保 2315-2335 16 18

とよがさわ 樋ヶ沢 龍江 今田 5140-5236 7 56

とよがさわ トヨガサワ 上久堅 上平 2123

とよがさわ 豊ヶ沢 山本 山本 6297-6305 6 56

とよがほら トヨガ洞 龍江 雲母 9018-9023 20 92

とよがほら 豊ヶ洞 上久堅 中宮 282-316 1 5

とよくち トイ口 上村 程野 128,　129-3 6,8 49

とよくち 樋口 南信濃 和田 593 29 59

とよぐち 樋口 上郷 飯沼
１９９２－１９９８、９８５－１０００，１０２９－１０７
３，１０７６－１０９０

15 54

とよぐち 樋口 山本 山本 3293-3302 20 33

とよぐち トヨグチ 下久堅 上虎岩 1908-1914

とよくぼ 樋久保 上村 程野 318-320 13 50

とよくぼ トヨ久保 上村 程野 308-309 13 50

とよさわ 豊沢 川路 5814-5841 14 11

とよした 樋下 山本 山本 5065-5080 9 44

とよした トヨ下 龍江 大屋敷 9608-9609 25 108

とよずみ 豊住 三穂 伊豆木 480ロ-482 9,15 10

とよだ 豊田 上郷 黒田 １１９３－１２０６ 5,9 11

とよだいら 樋平 龍江 今田 1071-1084 11 11

とよつるね 樋ツルネ 山本 箱川 634-641,644-646 13 101

とよのくち 樋ノ口 龍江 今田 4113-4191 4,8 46

とよのくち ﾄﾖﾉｸﾁ 竜丘 駄科 1428,1434 10 108

とよのくち トヨノ口 竜丘 長野原 524-526 13 77
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とよのくち 樋ノ口
竜丘

駄科 1386-1391,1395-1397,1429-1433,1435-
1439,1496,1504-1506,1518-1519 10 108

とよのくち 樋ノ口 竜丘 長野原 494-495,546-547  77

とよのくちい ﾄﾖﾉ口井 竜丘 長野原 522-523 13 77

とよのくちい 樋ﾉ口井 竜丘 長野原 518,542 77

とよのくちいがかり ﾄﾖﾉ口井掛ﾘ 竜丘 長野原 521 13

とよのくちかかり 樋ﾉ口掛ﾘ 竜丘 長野原 517,541 77

とよのした 樋ノ下 伊賀良 北方 ２０３２－２０４３ 66

とよのはら 樋ノ原 伊賀良 北方 １７５９－１８０４，１８０８ 63

とよみちうえ 筧道上 南信濃 和田 1631ﾛﾆ､1631-1,2 31 59

とらいし トラ石 下久堅 下虎岩 2187-2192 10 33

とらいしばら トラ石原 下久堅 下虎岩 2176-2186 10 33

とりいまい 鳥居前 三穂 伊豆木 3783 16 45

とりいまえ 鳥居前 上郷 南条 ３６６４ 15 80

とりいまえ 鳥居前 山本 山本 2425-2430 21 26

とりいめん 鳥居免 飯田 丸山 6205

とりうちば 鳥打場 伊賀良 上殿岡 １８３－１８７ 9

とりがくぼ 鳥ヶ久保 山本 山本 4532-4533､5060-5064､5092 9 42

とりごや 鳥小屋 飯田 大平 8120ﾉ5-8120ﾉ6

とりだいら 鳥平 三穂 伊豆木 5563-5623 70

とりで 取手 山本 久米 862 130

とりで 鳥手 山本 久米 858 32 130

とりで 鳥出 三穂 伊豆木 4864ロ-4878 11 58

とりで とりで 山本 久米 1479-1482 32 130

とりのいり 鳥ノ入 千代 法全寺 3341-3345 24 80

とりのこ 鳥ノ子 山本 山本 6532-6536,6539 3,4 61

とりのこやま 鳥ノ子山 山本 久米 902-904,973-981,1017-1018 27,31 130

とりのす 鳥ノ巣 龍江 今田 1779-1782 12 21

とりまえ 鳥前 下久堅 小林 158-159,210-216 7 70

とりめだ 鳥目田 上郷 黒田 ７５５－７５７、７６０－７６７、７７１－７８５ 5 7

とりや 鳥屋 伊賀良 大瀬木 ３５０１－３５１２，３５４４－３５４８ 87

とりやね 鳥屋根 千代 米川 913-917,919-920 18 23

とりやば 鳥ヤバ 伊賀良 中村 ２６６１－２６６３，２６６７ ###

どろがほら 泥ヶ洞 龍江 今田 1700-1702 6 20

どろぬき 泥抜 竜丘 駄科 2493,2673,2675-2682 8 119

どろのき 泥ノ木 竜丘 駄科 2672 8 119

どろのき 泥抜 竜丘 桐林 1351-1364 8 119

どろぶ ドロブ 三穂 下瀬 475-476 20 89

どんがめぼら 土亀洞 上久堅 平栗 6274-6282 10 54

どんくり ドングリ 上村 下栗 1027 29 50

とんとやま トンド山 三穂 立石 280-293イ 5,6 94

どんどんやま ドンドン山 三穂 立石 1101-1119イ 105

とんばら 遠見原（二）
竜丘

駄科 1834-1837,1841-1859,1863,1865,1870-
1878,1889,1894-1898,1921-1925

7
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とんばら 遠ミ原 竜丘 駄科 1726 9 113

とんばら 遠見原

竜丘

駄科 1716-1718,1742,1744,1746-
1747,1749,1763-1764,1784,1787-
1791,1819,1821-1833 9

113

とんばら 遠見原（三） 竜丘 駄科 1899,1903,1919,1933-1934 7 113

とんばらおおいき
た

遠見原大井北
竜丘

駄科 1838,1840

とんばらおおいぼ
ら

遠見原大井洞
竜丘

駄科 1869 6 113

とんびいわ 鳶岩 竜丘 桐林 1391-ﾛ 8 144

とんびかす トンビ楮 上村 下栗 1003､1006 29,32 49

ないとうひら 内藤平 飯田 飯田 上2725ﾉ1-2

なえかまかた 苗釜片 伊賀良 下殿岡 １２０５－１２３６ 3

なか 中 千代 法全寺 3732

なか 仲 龍江 今田 3778-3780 3 41

なかあい 中合 千代 米川 1945-1949 21

なかい 中井 鼎 下山 1339-1346,1363-1367 12 27

なかい 中井 上郷 別府 １８０４，１８１３－１８２７，１８３８－１８５１ 11 99

ながいけ 長池 竜丘 駄科 926-930,939-942,946,948-951 101

ながいけ ナガイケ 竜丘 駄科 832,839,925  101

ながいけ ナガ池 竜丘 駄科 842 101

ながいけ 長池

竜丘

駄科 825-826,840,848-849,853,860-
865,876,879,883-888,893-894,902,910-
916,918,921-924

16

101

ながいけ 長池 竜丘 長野原 21-33 16 66

ながいけ 長池 竜丘 長野原 614-630 17 66

なかいだ 中井田 竜丘 長野原 118 13 68

なかいだにし 中井田西 竜丘 長野原 107-108  68

なかいちば 中市場 三穂 伊豆木 3762-3772イ 16 42

なかいっかんめ 中壱メ目 千代 米川 875 16,17 21

なかいど 中井戸 千代 毛呂久保 2562ﾛ

なかいどおり 仲井通 上郷 別府 １４２３－１４２４ 11 98

なかいなば 中イナハ 千代 荻坪 243 19 9

ながいなば ナガイナバ 下久堅 上虎岩 2390

ながいなば ナガイナバ 下久堅 上虎岩 2424

なかいり 中（仲）入 上村 下栗 980,981 30 50

なかお 中尾 伊賀良 三日市場 １７６２－１７６６ 40

なかお 中尾 龍江 今田 1314-1315 11 15

なかお 中尾 千代 法全寺
2418-2420､2423,2425-2429,2431-
2434,2437-2438，2445-2453

23 63

なかお 中尾 山本 久米
458-461,464,466-494,515,689-690,697-
700,703,706-711,754-757,759-765,795,796
ﾛ799

31 122

なかお 中尾 山本 箱川 29,39,159-160,164-167,169-184,191-192 13,18 87

なかお 中尾 山本 山本 6321-6324,6330-6343 5 56

なかお 中尾 竜丘 上川路 649-661,677-679 4 156
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ながおか 長岡 山本 山本 2261

ながおかだ 長岡田 山本 山本 1830-1832 6,21 18

なかおさ 中をさ 龍江 石林 8615 21 81

なかおざか 中尾坂 山本 久米 688 31

なかおさわ 中尾沢 下久堅 下虎岩 1701-1703,2300-2301,2311 10,14 28

なかおした 中尾下 山本 箱川 155-157,161,163 18 87

なかおだ 中尾田 伊賀良 北方 １３ 41

なかおとうげ 中尾峠 千代 法全寺 2430 23 63

なかおとうげ 中尾峠 山本 箱川 38,40-42 18 87

なかおなか 中尾中 山本 箱川 158,162 18 87

なかおはた 中オ畑 千代 下村 1316 3 113

なかおばん 中尾番 下久堅 下虎岩 1716 14 28

なかおひかげ 中尾日陰 千代 法全寺 2435-2436 23 63

なかがあら 中川原 南信濃 木澤 698～701

なかがあら 中川原 南信濃 八重河内 213～222

なかがあら 中川原 南信濃 八重河内 160～177,182～212 29 59

なかかいと 中垣外 山本 竹佐 939-940,945-950 20 82

なかがいと 中垣外 伊賀良 中村 １７２１，１７２５ ###

なかがいと 中垣外 上久堅 小野 4900-4908,4913ﾛ、4923-4924 20 42

なかがいと 中垣外 川路 4187-4198 10 36

なかがいと 中垣外 三穂 立石 547-555 12 99

なかがいと 中垣外 伊賀良 大瀬木 ６５１－６７８ 76

なかがいと 中垣外 上郷 飯沼 ８５４－８５５，８５７，８６２－８６３ 14,16 41

なかがいと 中垣外 上郷 南条 ３４２５－３４２６、３４３３－３４３７、３４９６－３４９８ 16 73

なかがいと 中垣外 千代 法全寺 3565-3569 24 84

なかがいと 中垣外 山本 久米 518 31

なかがいと 中垣外 山本 久米 2113 33

なかがいと 中垣外 山本 山本 2835-2836,2863-2871 6 30

なかがいと 中垣外 千代 野池 1299 21 33

なかがしま 中ヶ島 座光寺 河原
6302-6327,6345-6348,6365-6372,6443-
6454

12 30

ながかしら 長頭 鼎 上山 3787,3788

なかがた 中方 上郷 飯沼
６８０，６８６－６９４，７６０－７６２，７６４－７６５，７７
０，７７４－７７６ 15 38

なかがた 中形 鼎 中平 2488-2520 8 28

なかがたまえだ 中方前田 上郷 飯沼 ６８５、７６６－７６７ 15 38

なかがわ 中川 上郷 黒田 １１８７－１１９２ 4,9 11

なかがわ 中川 松尾 寺所
6901-6948,6956-7020,7040-7101,7301-
7334,7343-7468,7678-7704,8101-8127,8161-
8200

9,10 15

なかがわじり 中川尻 千代 毛呂窪 3678-3688 10 169

なかかわら 中川原 飯田 羽場 2076ﾛ

なかかわら 中河原 座光寺 中河原 5510-5517,5523-5524,5526-5533 12 6

なかがわら 中川原 南信濃 和田 1510～1596 30,31 59

なかぎり 中切 川路 1959-1961,1962ｲ,1962ﾊ-1967 6 22
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なかぎりじり 中切尻 龍江 尾科 9336 18 101

ながくな 長クナ 南信濃 木澤 1464～1466-3 21 60

なかくび 中くび 山本 箱川 1116 14 111

なかくぼ 中久保 南信濃 南和田 64

なかくぼ 中久保 南信濃 和田 2522 27,29 60

ながくぼ 長久保 下久堅 上虎岩 401-413,417-419,423-496 15 128

ながくぼ ナガクボ 下久堅 上虎岩 414 15 128

ながくぼ 長久保 南信濃 木澤 1462，1463,1468～1471,1466-3 21 60

ながくぼ ナガクボ 南信濃 木澤 1467

ながくぼ 長久保 南信濃 和田 1698～1699,1702～1709 21,23 60

なかご 中古 上村 中郷 387

なかごう 中郷 上村 中郷 252,255-15,16,20～32,　256 10 50

ながさか 長坂 鼎 上山
3744-3745,3747-3749,3772ﾛ-
3786,3582,3705,3710-3713ｲ,3715-3737,3789-
3795

6 28

ながさか 長坂 鼎 切石 5248-5251 1 28

ながさか 長坂 上久堅 上平 1461 13 16

なかざわ 中沢 上久堅 蛇沼 6695

なかざわ 中沢 南信濃 南和田 817 41 60

なかざわ 中沢 山本 山本 1560-1574,1820-1829 21 16

なかざわばた 中沢端 山本 山本 1797-1819､1833-1838 21 16

なかざわばた 中沢畑 山本 山本 1787 6

なかしきり 中式リ 伊賀良 中村 １４５，１５３，１８７ 93

なかしばはら 中芝原 竜丘 駄科 2303 7 118

なかしま ナカシマ 下久堅 下虎岩 2640-2641 2 41

なかしま 中島 南信濃 和田 116,120,124～125ｲ,ﾊ 20 61

なかしま 中嶋 南信濃 和田 126～135,156 20 61

なかしま 中嶌 南信濃 和田 125ﾛ 20 61

なかしま 中島 三穂 伊豆木 1230-1259 14 18

なかしま 中し満 南信濃 和田 114～115,117～119,121～123 20 61

なかじま 中嶌 下久堅 下虎岩 2596-2599,2625-2632 2 41

なかじま 中じま 上郷 南条 ３３２９－３３３１，３３３３，３３４８－３３５５ 16 71

なかじま 中島 飯田 丸山 4906-4946,5899-5957 7 30

なかじま 中島 伊賀良 北方
１００４－１００８，１１１４－１１１５，１１７６－１１９６，
１１９９ 51

なかじま 中島 伊賀良 中村 ６６９－６７６，６７８，６８９－６９１ 98

なかじま 中島 伊賀良 三日市場 ４０１－４２４，４２９－４４５ 30

なかじま 中島 鼎 上茶屋
2794-2800,2806-2815,2832-2847,2853-
2921,2923-2931,3180-3299,3304-3307

7 28

なかじま 中島 鼎 切石 5252

なかじま 中島 上郷 飯沼 ５６、６０４－６０８、１２２２－１２３０、１９３４－１９４５ 14,15 34

なかじま 中島 上郷 飯沼 １２２３－１２３０、１９３４－１９４５ 14 13

なかじま 中島 上郷 黒田 １３７２－１３８４ 4 13

なかじま 中島 上郷 黒田 ５３９６－５４０５ 9 13
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なかじま 中島 上郷 別府

１６４７－１６４８，１６５１－１６６８、１７７４－１７８５、
１７８７－１７９４、２０３６－２０４３，２０４８－２０４９，
２０５２－２０５４，２０５６－２０６８，２０７２－２０９５，
２１５１－２１６２，２１６４－２１７０，２１７２－２１７４

11 17

なかじま 中島 上郷 南条 ３２５６－３２６３、３３３９－３３４４ 11 71

なかじま 中島 上久堅 小野 4988、5186-519220

なかじま 中島 上久堅 蛇沼 6625-6635､6654-6667 10,11 59

なかじま 中島 上久堅 森 4354,4488-4494 18,19 37

なかじま 中島 上久堅 森 4777-4790,4974-4983,4985-4986 18,19 40

なかじま ナカジマ 下久堅 上虎岩 919-932,941-948,953-972,976-977 15 132

なかじま 中島 下久堅 小林 3038-3054,1120-1131 18 83

なかじま 中島 龍江 大屋敷 9666 25 110

なかじま 中島 千代 田力 125 16 4

なかじま 中島 千代 法全寺 2939-2947 25 72

なかじま 中島 千代 米川 2241-2245 20 58

なかじま 中島 松尾 新井 6078-6091,6687-6807,6847-6858,6873-68856,9 13

なかじま 中島 山本 久米 2156 33

なかじま 中島 山本 箱川
85,301,303,308-309,315,321-322,1276-
1277

13,29 91

なかじま 中島 山本 山本 2057-2059,4271-4274,4224-4225 6,10 21

なかじま 中嶋 伊賀良 中村 １７１７，２２９１，２２９３ 98

なかじま 中嶋 下久堅 小林 1132

なかじま 中嶋 山本 久米 2107-2012,2114-2115,2132 32,33 151

なかじま 中島 座光寺 松林
1995-2019,2021ﾛ-2022,2025-
2039,2045,2047,2061-2067,2069-2074,2080-
2102,2122-2126,2128

3,7 31

なかじま 中島 竜丘 桐林 1971-1984 11 135

なかじまじり 中島尻 下久堅 小林 3032-3037 18 83

なかじまはら 中島原 山本 山本 6492-6495 6 60

なかじまや 中島屋 千代 毛呂久保 2515 7 141

なかしみず 中清水 上郷 飯沼 ２４４０

なかしもだ 中下田 山本 箱川 1324-1327 12 88

なかじょう 中条 川路 2344-2345,2645-2654ｲ,2683-2706 6 28

なかじょうだいら 中條平 三穂 伊豆木 2426-2428 8,9 31

なかじり 中尻 下久堅 下虎岩 1687-1699,1704-1715 14 28

なかしんかわ 中新川 伊賀良 下殿岡 １４１３－１５０３ 4

なかしんでん 中新田 川路 330-382 1 8

なかしんでん 中新田 座光寺 下羽場 5345-5363

なかしんでん 中新田 座光寺 河原 6285-6291

なかずみ 中住 千代 大郡 3289-3290､3294,3318-3328,3330-3333 10,20 162

なかずるね 中鶴祢 下久堅 下虎岩 615-616 13 8

なかぜ 中瀬 飯田 羽場 2110,2147 5 29

なかぜ 中瀬 南信濃 和田 54-3,4､54ﾊ～ﾆ 17,18 61

なかせだ 中瀬田 下久堅 柿ノ沢 1751-1754,1761-1776,1800-1806 8,9 67
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なかそね 中曽根 上郷 黒田 １５０７－１５４１、１５６１－１５６４ 8 15

なかそね 中曽根 三穂 伊豆木 4640-4659イ 10 54

なかそね 中曽祢 龍江 今田 662-665,2301-2324 6,11 27

なかぞね 中曽根 三穂 伊豆木 3878-3901 16 46

なかそり 中ソリ 伊賀良 中村 ３１１２ ###

なかそり 中ソリ 下久堅 下虎岩 1614-1623,2565-2570,2834-2838 2,14 26

なかぞり 中ゾリ 下久堅 下虎岩 1588-1590,2802-2812 2,11 26

なかた 中田 飯田 羽場 514-516､613,821-824 8 12

なかた 中田 飯田 丸山 5675-5679,5681-5690,5697ﾛ-5700 12 31

なかた 中田 鼎 一色 363-364,379-380 6,9 28

なかた 中田 上郷 黒田 １２１５－１２３８ 9 11

なかた 中田 上郷 別府 ３５０

なかた 中田 上久堅 落倉 5613-5624,5632-56488

なかた 中田 上久堅 平栗 6009-6010 8 47

なかた ナカタ 下久堅 上虎岩 2277-2281,2310-2317 18 142

なかた 中田 龍江 今田 2391-2395 6 29

なかた 中田 三穂 伊豆木 331 15 8

なかた 中田 山本 山本 3541-3555,3561-3585 9,20 35

なかた 中田 山本 山本 4220-4223

なかた 中田 山本 山本 5380

なかた 仲田 伊賀良 大瀬木 ４０６７－４０９７ 88

なかた 仲田 上久堅 平栗 6001-6008 8 47

なかた 中田 座光寺 中羽場 4383-4384

なかた 中田 座光寺 南市場 3692-3697 11 31

なかた 長田 竜丘 長野原 505 13 77

なかだ 中田 伊賀良 北方 ５８９－５９２，５９５－６０６，６１０ア 48

なかだ 中田 下久堅 上虎岩 2298-2300 18 142

なかだ 中田 龍江 大屋敷 戊1661-戊1663  

なかだ 中田 千代 毛呂久保 2517ﾛ

なかだ 仲田 三穂 伊豆木 3873-3877 16 46

なかだ ナカダ 下久堅 上虎岩
2192-2241,2243-2247,2253-2270,2282-
2284,2294-2297

18 142

ながた 永田 龍江 今田 1287-1313 11 14

ながた 長田 伊賀良 上殿岡 ７８０－７８２ 21

ながた 長田 上郷 別府 ３３１，３７７、４７７，４６７－４６９ 21 86

ながた 長田 龍江 宮沢 8785

ながた 長田 千代 毛呂久保 2160 9 133

ながた 長田 山本 竹佐 418 19 70

なかだいら 中平 飯田 大平
7729-7782,7788-7830,780977868-
7958,7974-7999,8074,8083-8086

21 36

なかだいら 中平 上久堅 中宮 401-405,416-453 3 4

なかだいら 中平 川路 6 28

なかだいら 中平 下久堅 小林 794-839,683-685,859,861-894,896 6 77

なかだいら 中平 下久堅 南原 128-137,1161-1165,1178-1180 4 105
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なかだいら 中平 龍江 今田 86-104 6 2

なかだいら 中平 座光寺 共和 4332-4333 12 31

なかだいら 中平 竜丘 時又 227-274,283-322,337-356,380-385 14 60

なかだいら 中平 竜丘 長野原 850-853 14 60

なかだいらひら 中平ひら 下久堅 小林 581-583 6 77

なかたいり 中田入 龍江 尾科 9349

なかだち 中立 上村 上町 861～870 22,32 51

なかだち 中立 南信濃 木澤 145～181､184～190,191～197 1,3 61

なかたに 中谷 千代 野池
1206,1369-1372ｲ,1373-1375,1376ｲ､1378-
1380,1382-1400,1402-1407，1409-1410，
1412-1413，1416-14211378-1380

21 29

なかたぼら 仲田洞 山本 久米 768-769 31 128

ながたやま 長田山 山本 竹佐 243-244 19 66

ながつか 長塚 上郷 飯沼 １３６０－１３６２，１３６７－１３７２、１３９０－１３９１ 13,14 46

ながつか 長塚 山本 箱川 826 16 105

なかっぱら 中原 川路 5926-5978,6208 13 44

なかっぽら 中洞 南信濃 八重河内 1505～1513 47 61

ながつら 長面 伊賀良 中村 １９０７－１９１１ ###

なかつりね 中釣根 座光寺 宮ノ前 2760,2765

なかつりね 中釣根 座光寺 原 1033-1036,1082-1083,1087-1095 6 31

なかつりね 中釣根 座光寺 萬才 1178-1179,1183-1186 7 31

なかつるね 中釣根 下久堅 小林 243 7 72

なかつるね 中ツルネ 上久堅 小野 4893-4899 20 41

なかつるね 中ツルネ 下久堅 下虎岩 2839-2842 2 45

ながつるね 長釣根 伊賀良 三日市場 １６４８－１６５３，１７６９－１７９３ 39

ながつるね 長釣根 山本 山本 6739

ながて 長手 竜丘 駄科 133 9

ながてした 長手下 千代 毛呂久保 2065-2066 6 130

なかてんじん 中天神 下久堅 南原 1097-1107 4 118

なかどいれ 中土入 上久堅 大鹿 8676,8692-8693 6 77

なかどおり ナカドウリ 下久堅 下虎岩 1644

なかどおり 中通リ 伊賀良 上殿岡 ８２－８７ 8

なかどおり 中通リ 鼎 名古熊 1917-1919,1941 9 28

ながどおり 永通 上郷 別府 １０７１ 16 95

ながどおり 長通 龍江 石林 8612 21 81

ながどおり 長通リ 伊賀良 上殿岡 ２３－２７ 5

ながどおり 長通り 上郷 黒田 １１７７－１１８６ 4 11

なかとりや 中鳥屋 伊賀良 大瀬木 ３５４９－３５５４，３７３５－３７８２，３８５５－３８８７ 87

なかなだ 中菜田 千代 下村 1718

なかなはた 中ナ畑 千代 下村 1319-1320ｲ､1327-1328,1333-1334,1373-1374 3 113

なかなみき 中並木 座光寺 原
491-496,503-505,806,817,857ﾛ-860,862-
877

2,3 14

なかなみき 中並木下 座光寺 原 841,843-857ｲ,861 3 14
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なかなわて 中縄手 飯田 羽場 506-511 8 11

なかにし 中西 鼎 切石 4587-4590,4604-4612,4615-4616 4 29

なかにし 中西 三穂 立石 1079-1086 6 96

なかにし 中西 山本 竹佐 664-665,673 20 76

なかぬま 中沼 鼎 下山 670-687,898-913 12,15 29

なかぬま 中沼 山本 久米 1393-1396 28 138

なかぬま 中沼 山本 山本 1536-1546,2081-2084 6,21 21

なかぬま 仲沼 伊賀良 北方 ３９２－３９３，４１８－４３２ 46

なかね 中根 上村 下栗 1311-1,2,3,6,ﾛ 24 51

なかね 中根 南信濃 木澤 307～309､377 6,7 62

なかね 中根 南信濃 木澤 506～543､685～690､945ｲ 3,8 62

なかね 中根 山本 山本 6529 3,4 61

なかねやま 中根山 南信濃 南和田 820 41 62

なかのきり 中ノ切 龍江 尾科 9337-9339 18 101

なかのきり 中ノ切 上久堅 堂平 9259　9263　9284　9280　 4 86

なかのきり 中ノ切 千代 大郡 2974 8 151

なかのくぼ 中ノ久保 千代 法全寺 3570-3571

なかのさわ 中ノ沢 上久堅 越久保 2988-3097 18 27

なかのしま 中ノ島 南信濃 和田 1432～1509 31 62

なかのしま 中ノ島 山本 山本 2530-2533 6 27

なかのしま 中ノ嶋 南信濃 和田 1413～1431

なかのじょう 中ノ城 上村 程野 23-1,2

なかのじょう 中ノ城 山本 久米 2306-2308 29,33 154

なかのた 中ノ田 龍江 今田 3885-3887 3 43

なかのた 中ノ田 竜丘 長野原 441-442 13 76

なかのたいら 中ノ平 千代 法全寺 2761-2771 25 69

なかのだいら 中（ノ）平 上村 中郷 252-ﾊ 10 51

なかのたいらやま 中平山 南信濃 南和田 834 39,41 62

なかのだん 中ノ段 下久堅 下虎岩 1745-1746 14 29

なかのつぼ ﾅｶﾉﾂﾎﾞ 竜丘 駄科 1652 110

なかのつぼ 中ノツボ 竜丘 駄科 1561 110

なかのつぼ 中ノ坪 竜丘 駄科 1550-1560,1563-1567,1572-1574 10 110

なかのとうげ 中ノ峠 下久堅 下虎岩 341 23 4

なかのね 中ノ根 南信濃 木澤 30

なかのはた 中ノ畑 千代 野池 1300-1301 21 33

なかのはら 中ノ原 松尾 八幡原 599ﾉ1-799 2,3 2

なかのほった 中ノ堀田 龍江 宮沢 8968-8974 14,20 91

なかのほら ナカノホラ 下久堅 上虎岩 2242

なかのほら 中ノ洞 下久堅 小林 3312 18 84

なかのほら 中ノ洞 龍江 今田 1996-2015 6,11 23

なかのほら 中ノ洞 千代 大郡 3464､3466,3472､3498-3499 10 165

なかのほら 中ノ洞 千代 毛呂久保 2235-2238 10 136

なかのほら 中ノ洞 千代 田力 66-67 16 3
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なかのほら 中ノ洞 千代 法全寺 3164,3222-3225 24 75

なかのほら 中ノ洞 千代 米川 950-965 19,20

なかのむら ナカノムラ 竜丘 駄科 360 92

なかのむら 中ノ村 竜丘 駄科 407-410,424-433 10 92

なかのや 中野屋 千代 大郡 3052 19 157

なかはし 中橋 上郷 飯沼 ２４０５－２４０７ 15 60

ながはし 長はし 上郷 南条 ３６４６－３６４７

ながはし 長橋 上郷 飯沼 ５９０－５９５ 15 37

なかはた 中畑 飯田 羽場 1056ﾛ-1058､1060-1061 5,8 21

なかはた 中畑 伊賀良 大瀬木 １３０５－１３１１ 79

なかはた 中畑 上郷 飯沼 ２４４３－２４４９，２４５２－２４５３ 9 61

なかはた 中畑 上郷 黒田 ５２５－５４８ 9,10 5

なかはた 中畑 上郷 黒田 １６１７－１６２５ 9,10 15

なかばた 中畑 下久堅 下虎岩 813-821,827,864,851 11 12

ながはた 長畑 龍江 宮沢 8872-8874 20 88

ながはた 長畑 千代 大郡 3423,3443

ながはた 長畑 千代 毛呂久保 2198-2200,2358-2363 9 134

ながはた 長畑 千代 下村 681-687,1815-1816 4 98

ながはた 長畑 千代 米峰 4051-4053 9 178

ながはた 長畑 三穂 伊豆木 917-958ロ 14 15

ながばた 長畑 上村 下栗 895 33,34 51

ながばた 長畑 千代 法全寺 2406、2409

ながばた 長畑 南信濃 和田 872

ながばた 長畑 下久堅 上久堅 9121-9123

ながばただいら 長畑平 千代 下村 1813-1814 36 123

なかはば 中羽場 座光寺 欠野 5209-5213,5222 12 23

なかはば 中羽場 座光寺 中羽場 4422-4425,4430-4451,4453,4455-4461 12 23

なかはばがいと 中羽場垣外 座光寺 中羽場 4473-4474ﾛ 12 23

なかはばまえ 中羽場前 座光寺 下羽場 5445,5465-5476,5480 12 23

なかはばまえ 中羽場前 座光寺 河原
6199-6204,6221-6224,6228-6245,6373-
6393

12,15 23

なかはばまえ 中羽場前 座光寺 中河原
5498-5509,5518-5522,5525,5534-
5538,5553-5555,5584

12 23

なかばやし 中林 三穂 伊豆木 3772ロ-3782 16 45

なかはら 中原 伊賀良 上殿岡 １７４－１７５，１９９－２０４，２１１－２１２ 9

なかはら 中原 伊賀良 中村
１３８３－１３９０，１３９５－１３９７，１４０３、２７２５－
２７３１，２７３５，２９３８，２９４７－２９５５ ###

なかはら 中原 鼎 名古熊 2434-2451,2468-2490,2497-2501,2503-2526,290713 29

なかはら 中原 上久堅 小野 5094-5119 17,20 44

なかはら 中原 龍江 今田 6000-6015 8 60

なかはら 中原 山本 竹佐
48-53,77-83,88,90-91,93-129,135-229，233-
236

19,20 65

なかはら 中原 山本 山本 3469-3513､3586-3591 20 34

なかはら 仲原 伊賀良 中村 ２９４４ ###

なかはら 仲原 伊賀良 三日市場 １２８４－１２８５ 37
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なかはら 中原 座光寺 原
461-464,466-475,477-490,951,953-
975,977-985,989-995,998-999,1084-1086

2 14

なかはら 中原 座光寺 原 1237､1334,1342,1365-1370 2 14

なかはら 中原 座光寺 萬才 1231,1233 14

なかはら 中原 座光寺 萬才
1374-1375,1377-1380､1383-
1385,1291,1231,1233

6,7 14

なかはら 中原 竜丘 上川路 140-141 12 148

なかはら 中原 竜丘 桐林 2473-2509 12 141

なかはら 仲原 竜丘 駄科 833

なかはり 中張 伊賀良 中村 ９５９ ###

なかはり 中はり 山本 久米 3-6,13-14,17-27 30 115

ながひら 長ヒラ 下久堅 小林 336

ながひら 長平 下久堅 小林 337-408,411-425,436 6 73

なかぼう 中坊 三穂 伊豆木 4674-4692 10 55

ながほら 長洞 千代 田力 78-96,118-124,126-127 16 3

ながぼら 長洞 千代 大郡 2710-2720､2750,2753-2756 9,10 144

ながぼら 長洞 千代 大郡 3628-3632

ながぼら 長洞 千代 米峰
4055-4058,4062-4070,4071-4072,4074-
4080,4084-4085,4088-4089,4109-4114

9 178

ながぼら 長洞 竜丘 駄科 2704-2705 8 145

なかぼらざわ 中洞沢 龍江 尾科 9457-9461 23 104

ながぼらじり 長洞尻 千代 米峰 4059-4061 9 178

なかほらだ 中洞田 山本 山本 4807-4819

ながぼらひなた 長洞日向 龍江 宮沢 8902-8906 20

なかほり ナカホリ 上久堅 上平 1500-1502 13,15 17

なかまちだ 中町田 三穂 立石 617-619 12 100

なかみぞ 中溝 松尾 明 4990-4999,5004-5093,5099-5140,5143-51478,10 7

なかみぞ 中溝 山本 山本 1857-1859､1872､1974-1989 6 19

なかみぞぐち 中溝口 三穂 伊豆木 5134-5156 11 64

なかみぞまえだ 中溝前田 山本 山本 1990-1995 6 19

なかみぞみち 中溝道 山本 山本 1862-1871 6 19

なかみち 中道 南信濃 和田 1744～1745,1748～1749 22,24 63

なかみち 中道 竜丘 時又 80-84 17 82

なかみちうえ 中道上 上郷 飯沼 ２８３，２８６－２８９

なかみちした 中道下 上郷 飯沼 ２４２－２６０，２８４－２８５ 9 16

なかみちした 中道下 上郷 黒田 ５２５０－５２７９，５３０６－５３３３、５３３６－５３７２ 14 16

なかみちにし 中道西 竜丘 時又 85

なかみちにしつけ 中道西付
竜丘

時又 89-90,92-94
17 82

なかみちひがし 中道東 竜丘 時又 86-88 17 82

なかみちひがし
かど

中道東角
竜丘

時又 95-96

なかみちひがし
つけ

中道東付
竜丘

時又 91？
17 82

なかみどう 中御堂 山本 山本 1996-2004 6
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なかみなみ 中南 上郷 飯沼 ２３２２－２３２３，２３２７－２３３１、３０８６－３０８９ 10,15 58

なかみね ナカミ子 下久堅 上虎岩 559-561,563-566 15 128

なかみね 中峰 三穂 伊豆木 4619-4639 10 54

なかむら 中村 伊賀良 中村 １７３２－１７３３，１７４３－１７４６，１７４９ ###

なかむら 中村 上郷 飯沼 ６６０－６６７、８９７－９００ 15 38

なかむら 中村 上久堅 平栗 6413-6418,6427-6436,6438 10 57

なかむら 中村 南信濃 木澤 84～137 2 63

なかむらざわ 中村沢 上久堅 大鹿 8864 22 79

ながもと 永本 三穂 立石 1160-1163 6 106

なかや 中ヤ 龍江 今田 3098-311 2,6 32

なかや 中屋 龍江 尾科 9380-9385 18,19 103

なかや 中屋 千代 毛呂久保 2512 7 140

なかや 中屋 千代 米峰 3773 9 171

なかや 中屋 三穂 伊豆木 2507-2564 8,9 33

なかや 中屋 三穂 伊豆木 6274-6298 17 76

なかや 中屋 山本 竹佐 894 20 76

なかや 中屋 竜丘 桐林 299-315 13 123

なかや 中谷 座光寺 共和 4018-4019 12 30

なかやがいと 中谷垣外 座光寺 共和 4020-4028 12 30

なかやがいと 中谷垣外 座光寺 中羽場 4382,4393-4395 12 30

なかやしき 中屋敷 山本 山本 2950-2952 6 31

なかやすみ 仲休 伊賀良 北方 ２６７１－２６７７，３３２９－３３３１，３３５０－３３８３ 69

なかやだ 中屋田 伊賀良 上殿岡 ５６１－５６６ 15

ながやのき 長屋軒 山本 山本 835-837 22 7

なかやばた 中屋畑 竜丘 桐林 365-394 13 123

なかやひら ナカヤヒラ 下久堅 上虎岩 2161-2171,2173-2179,2181-2190 15,18 143

なかやま 中山 上久堅 堂平
8426-8506ﾛ､8508,8680-8691,9148-9151，
9178-9185，9237-9238

4,6 73

なかやま 中山 上久堅 堂平
9239ﾛ-9245,9247-9257,9266-9268,11858-
11863,11902

6,7 84

なかやま 中山 上村 程野 16-3～12,16～18,ﾊ､　17-3～5,ﾊ､ﾆ､ﾎ､ﾁ 4 52

なかやま 中山 川路 3678-3680 11 32

なかやま 中山 龍江 宮沢 8783

なかやま 中山 千代 下村 1378 3 116

なかやま 中山 千代 法全寺 3471-3472 13,24 82

なかやま 中山 竜丘 桐林 2625-2626

ながやま 長山 山本 竹佐 55-60,66ｲ､70-74,76 19 65

なかやまえ 中屋前 鼎 上山 1966-1971 12 29

なかやまえ 中屋前 竜丘 桐林 395-410 13 123

ながやまえ 長屋前 飯田 飯田 上2547-2551 14 48

なかやまじり 中山尻 上久堅 堂平 9253-9255,9269 7 84

ながれがわ 流川 座光寺 中市場 3528 11 31

ながれがわ 流川 座光寺 南市場 3591-3593 11 31

ながれざき 流嵜 伊賀良 三日市場 ５３１－５３２，５３４－５４１ 30
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ながれだ 流田 龍江 今田 2278-2282 6 27

ながれだ 流田 龍江 宮沢 8902 20  

ながれだ 流田 千代 毛呂久保 2179-2187 9 133

ながれだ 流田 下久堅 柿ノ沢 394-404,580,876-886,1332-1342,1346 6,7 49

ながれだ 流田 下久堅 小林 3386-3398,3279,361-365,377-391 18 89

ながれだ 流田 千代 田力 131-133 16 4

ながれだ 流田 座光寺 共和 3529-3926ﾛ,3928-3959 11,12 31

ながれだ 流田 座光寺 南市場 3795-3798,3841-3869,3878-3901 8 31

ながれだ 流田 竜丘 桐林 1597-1599 11 145

ながれぼら 流洞 龍江 宮沢 8919-8922 20 89

ながれぼら 流洞 山本 久米 207-210,217-221,229,234,236 31 119

ながれみや 流宮 上村 中郷 412、415､426､430,431､433,434 14 52

なかわり ナカワリ 下久堅 下虎岩 1575-1580 11 25

なかんちょう 中ノ町 飯田 飯田 296-308,351-362 17 39

なぎ なぎ 竜丘 時又 897-900,951-957 14 56

なぎいわ 崩岩 千代 米峰 4240-4241 12 180

なぎいわ 崩岩 千代 法全寺 2657-2666 25 68

なぎさわ 崩沢 上村 中郷 278-1,ﾄ 13 52

なぎした 崩下 上村 中郷 287

なぎした 崩下 龍江 今田 838-840 11 9

なぎした ナギ下 下久堅 知久平 5-18,28-37,107 6 85

なきじり ナキ尻 山本 箱川 208,212,214 18 92

なきじり なき尻 山本 箱川 684-690 16 92

なきじり 那き尻 山本 久米 2187-2188 118

なぎしり ナギシリ 龍江 今田 4777-4903 7,12 51

なぎしり ナギシリ 山本 山本 468-470 21 3

なぎじり 崩尻 龍江 尾林 8501

なぎじり ナキ尻 伊賀良 中村 ２７３８ ###

なぎじり なき尻 山本 久米 164,169-170,423-425,630,1476,641,643-64527,31 118

なぎじり 奈木尻 伊賀良 中村
１４６０－１４６３，１５０２－１５０５，１５７７－１５
２３，２２８８，２２９２，２４１７，２５７９

###

なぎじり ナギ尻 山本 箱川 113,117,288,298 13,18 92

なぎじり ナギ尻 山本 箱川 1259 92

なぎじり ナギ尻 山本 山本 477､1015-1027 21 3

なぎじり なぎ尻 伊賀良 三日市場 ５４２－５５７ 30

なぎじり なぎ尻 山本 久米 1475,1979,2011 32 118

なぎじり ナギジリ 上久堅 原平 1208 13 16

なぎじり ナギジリ 座光寺 唐澤
2286,2294,2296,2298-2302,2304-
2328,2345

8 32

なぎじり ナギジリ 山本 竹佐 284-291 19 68

なぎじり なぎじり 山本 箱川 778,786-790 16 92

なきだ なき田 千代 法全寺 2483 23 65

なぎた なぎた 伊賀良 中村 ８０９ 99

なぎた なぎ田 龍江 雲母 8999-9000 20 92
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なぎなか 崩中 上村 下栗 1046,1063-1065,1190-1191 26 52

なぎなか 崩中 上村 中郷 418,419 14 52

なぎなか ナギナカ 南信濃 木澤 562～564 5 63

なぎのうえ なきの上 山本 久米 685 127

なぎのした ナギノシタ 下久堅 小林 553-557 6 76

なぎのしり ナギノシリ 上郷 黒田 ３６５５－３６６６、３６７１、３７７２－３７７６、２８２０ 3,4 31

なぎのしり ナギノシリ 上郷 黒田 ５００７ 13 31

なぎのしり ナギノ尻 竜丘 上川路 844-846 5 159

なぎのて なぎの手 千代 米峰 4249-4258 12 180

なぎのほら ナギノ洞 上郷 飯沼 ２３４６－２３５３ 10 59

なぎのまえ ナキノ前 龍江 尾科 9327-9329 18 100

なぎのまえ なきノ前 山本 久米 171 31 118

なぎのまえ なきの前 山本 久米 1386-1391 28 118

なぎのわき ナギノハキ 下久堅 下虎岩 1178-1188,1190 11 19

なぎのわき ナギノワキ 川路 972-973,982-986ｲ 2 14

なぎのわき ナギノワキ 下久堅 上虎岩 1817-1838,1888-1899,1915 20

なぎのわき ナギノワキ 下久堅 知久平 1007-1017,1078 3 84

なぎのわき 那義ノ脇 山本 久米 1988-1989 32 150

なきほら なきほら 上久堅 森 4234 17 27

なぎぼら 崩洞 上久堅 森 4228-4230,4235-4239ｲ 17 27

なぎぼら ナギ洞 上久堅 越久保 3098-3211,3213ﾛ 17,18 27

なぎぼら ナギ洞 上久堅 森 4231,4233,4239ﾛ､4280ｲ 17,18 27

なぎぼら ナギホラ 上久堅 森 4232,4233ﾆ-4233ﾎ,4274-4277 17 27

なぎぼら ナギ洞 下久堅 下虎岩 364 13 5

なぎわき ナギワキ 下久堅 知久平 1-2,81-89 6 84

なくぬま 中沼 伊賀良 北方 １１０５ 51

なげじり なぎ尻 三穂 伊豆木 564-565 15 11

なごくま 名古熊 鼎 名古熊 1897 9 29

なごやま 名古山 南信濃 南和田 387～702ｲ,703～721,728,742～743 26,38 63

なさか なさか 上郷 南条 ３７３２－３７３３ 19 82

なしくぼ ナシクボ 上村 下栗 1002 29 52

なしくぼ 梨久保 南信濃 和田 1761ﾊ～1761ﾁ

なしくぼ 梨久保 南信濃 和田 2263

なしだ 梨田 上久堅 落倉 5608 8 48

なしのき 梨子ノ木 下久堅 柿ノ沢 974-975,980-984,997-1017,1020-1044,1048-10507 60

なしのき ナシノキ 下久堅 上虎岩 1691-1692,1710 17 60

なしのき ナシノ木 下久堅 上虎岩 1711-1712 17

なしのき なしの木 上久堅 森 4351-4353,4355-4357,4359 18 36

なしのき 梨ノ木 伊賀良 北方 ２１２３－２１３６ 67

なしのき 梨ノ木 龍江 尾林 8560-8564

なしのきしもだ 梨ノ木下田 伊賀良 中村 ２７７８ ###

なしのきだ 梨木田 上久堅 落倉 5595-5608ｲ、5609-5612 8 48

なしのきだ 梨ノ木田 千代 下村 492-493,496-498,500,503-504,1322-1326 4 94
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なしのきだいら 梨木平 下久堅 下虎岩 2902-2926 2 45

なしのきだいら 梨ノ木平 飯田 大平 8093

なしのきだいら 梨子ノ木平 山本 山本 6664-6684,6692-6696

なしのきぼらにし 梨木洞西 千代 米川 1067-1068 20 26

なしのきほらひあ
がし

梨ノ木洞東 千代 米川 1069 20 26

なしのたいら 梨平 上村 中郷 257 10,11 52

なしのだいら 梨木之平 千代 法全寺 3112 27 74

なしほら 梨洞 三穂 伊豆木 1747ロ-1752 1

なしぼら 梨洞 三穂 伊豆木 1517-1541 7,1 20

なしもと 梨元 南信濃 木澤 481-6～496 7 64

なしもと 梨元 南信濃 木澤 481-6～496

なしもとむかい 梨元向 南信濃 木澤 499～503 7 64

なしもとむこう 梨元向 南信濃 木澤 499～503  

なしやま 梨山 南信濃 和田 2270 33 64

なすがみ 茄子神 川路 1605-1617 3 16

なすだ ナスダ 上郷 飯沼 １３９９－１４０１，１４０８－１４１４ 14 46

なだくま 名田クマ 南信濃 南和田 1217，　1219，　1220 36 64

なだくま 名田熊 南信濃 南和田 1198～1216,1218 36 64

なつみがいと 菜摘垣外 上郷 別府 １７０ 16 84

なつやきざわ 夏焼澤 南信濃 木澤 29

なと 名登 上久堅 大鹿 8925-8932 5 80

ななくさだ 七草田 上郷 飯沼 ７７７－７８６、１８４９－１８５４，１８６３－１８６５ 15 40

ななくさだ 七草田 座光寺 南市場 3768-3784,3786ﾊ-ﾎ、3799-3801 8 32

ななくぼ 七久保 南信濃 木澤 1037 14,15 64

ななくぼ 七久保 南信濃 木澤 683 14 64

ななくぼ 七久保 南信濃 木澤 182～183

ななくり 七々久里 山本 山本 4723､4671-4708 10 43

ななしぎ ナナシギ 山本 竹佐 321,323ﾉ4-332,336-338 20 69

ななしぎ 名々鴫 山本 山本 3465-3468 20 34

ななたに 七谷 山本 山本 6462 4 59

ななつだ 七ツ田 伊賀良 中村 １４５３，１４６４，１４６６，２０５０－２０５６ ###

ななつだ 七ツ田 山本 山本 540 22 4

ななつだ 七ツ田 千代 下村 1276

ななつながしろ 七つ苗代 三穂 伊豆木 2468-2469 　

ななとおり 七通リ 松尾 上溝 3401-3414,3469-3493 5,6 15

ななどおり 七通リ 伊賀良 中村 ２４９６ ###

ななとおりだ 七通田 三穂 伊豆木 2002-2024 8 26

ななとだ 七斗田 千代 米川 882 17 22

ななひゃくめ 七百目 千代 米川 884 17 21

ななぼら 七洞 千代 荻坪 367-399 18,19 11

ななほらた ナナホラタ 下久堅 上虎岩 1447-1449

ななほらた ナナ洞タ 下久堅 上虎岩 1456-1461 24 138
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ななほらだ ナナホラ田 下久堅 上虎岩 1451-1455 24 138

ななほらだ ナナ洞田 下久堅 上虎岩 1450

ななほらだ ナナホラダ 下久堅 上虎岩 1369-1396,1400-1405,1462-1524 17 138

ななほらだ ナナ洞ダ 下久堅 上虎岩 1408-1446 24 138

ななまがり 七曲り 千代 米川 1877-1879

ななよばり 七呼り 三穂 伊豆木 1164-1175 8,14 17

ななよばわり 七呼リ 鼎 名古熊 2192-2198,2207,2250-2272 9 29

なのや ナノヤ 上久堅 越久保 2734

なべうり ナベウリ 上郷 飯沼 ２１４５－２１４７ 15 56

なべくら 鍋倉 千代 法全寺 3120-3124,3125ﾊ､3128-3130 27 74

なべくらざか 鍋倉坂 千代 法全寺 3114,3119 27 74

なべそう ナベサウ 南信濃 南和田 877

なべた 鍋田 川路 1053-1062 2 8

なべた 鍋田 三穂 伊豆木 4561-4600 10 53

なべつる ナベツル 南信濃 南和田 23～23-2 42 64

なべふたやま 鍋フタ山 山本 箱川 419 18 97

なみき 並木 座光寺 宮ノ前 2600-2601,2619-2622 8 14

なみき 並木 座光寺 原 1350

なみきうえ 並木上 座光寺 原 1284-1285,1288-1300,1302,1306 1,6 14

なみきざわ 並木沢 座光寺 萬才 1158

なみきした 並木下 座光寺 原
809,822-831,878-881,1345-1347,1351-
1353,1355-1359

3 14

なみきした 並木下 座光寺 萬才 1408-1409 6 14

なみきはら 並木原 座光寺 原 1301 2,6 14

なみきまつ 並木松 竜丘 駄科 1751-1754

なみした 並下 竜丘 駄科 562 10 98

なみはら 波原 南信濃 和田 2537

なみまつ なみ松 山本 竹佐 356 20 69

なみまつ 並松 山本 竹佐 339-340 20 69

なめがわばた 男女川端 鼎 上山 3682,3547-3581,3583-3639,3657-3659 5,6 8

なめらいわ ナメラ岩 龍江 今田 1249-1250 12 13

ならびまつ 並松 山本 山本 3749､3754-3760 20 36

なりこやま なりこ山 山本 久米 2311-2312 33 154

なりせる なりせる 上郷 南条 ３６８４ 16 80

なりわる なりわる 上郷 南条 ３７１８－３７１９ 15 80

なるかみ ナルカミ 伊賀良 中村 ２２３５－２２５２ ###

なるかみ 鳴雷 伊賀良 中村 ２２２９－２２３２，２２４１，２２４６，２３１５ ###

なるさわ 鳴沢 南信濃 和田 2276ｲﾛ 33 65

なるし 那留志 山本 竹佐 15-17,19,26-28,61-66,85-87 12,19 64

なるし ナルシ 山本 竹佐 30-31,67,75,81 12,19 64

なるし なるし 山本 竹佐 39-42 19 64

なわうちば 縄打場 上村 程野 4-2,ﾎ 2 53

なわしろ 苗代 竜丘 長野原 189 13 71
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なわしろだ 苗代田 三穂 伊豆木 6258-6262 　

なわて ナワ手 竜丘 駄科 147-148 9 88

なわて 縄手 座光寺 南市場 3753-3767 8,11 32

なわてぞい 縄手添 山本 久米 1542-1543

なんばと ナンバト 南信濃 木澤 328

におろしば 荷後場 千代 大郡 3073 19 158

にかいだ 二階田 下久堅 南原 494-509,518-520,514-515 5 111

にがたけ 二ヶ岳 上久堅 原平 748ﾉ3

にがたけ 二ヶ嶽 上久堅 原平 747,757-758 12,13 11

にがたけ 二ケタケ 上久堅 原平 748-750

にがたけ ニガタケ 山本 山本 1763-1773

にけんごや 二軒小屋 上村 下栗 1329-1,2,ﾎ 27,32 53

にけんじゃや 二軒茶屋 鼎 下山 785ﾛ,790-797 12 30

にごりがわ 濁川 上村 程野 4-3～9,12 2,3 54

にざだ 二座田 伊賀良 北方 １４５２－１４６５ 60

にし 西 飯田 丸山 4855-4872 12 29

にし 西 伊賀良 上殿岡 ６８０－６８３ 18

にし 西 鼎 上山 2428-2482 7,8

にし 西 龍江 尾林 8272-8274 15 74

にし 西 千代 荻坪 613 16 17

にし 西 千代 毛呂久保 2074-2080ｲ､2081 6 128

にし 西 千代 野池 1227､1230-1238,1376ﾛ-1377 18,21 31

にし 西 千代 法全寺 3313-3319 24 79

にし 西 千代 米川 1844

にし 西 三穂 立石 420-423 6 96

にし 西 竜丘 上川路 872,873-892,922-947 5 160

にし（の）くぼ 西（ノ）久保 座光寺 松林
2020-2021,2043-2044,2046,2050-
2051,2058-2060,2068

3,7 38

にし（の）はら 西（ノ）原 鼎 一色 590-597 9 30

にしあらだ 西荒田 竜丘 駄科 2478,2481 2 119

にしい 西井 竜丘 長野原 166-172 13 70

にしいんでん 西院田 竜丘 駄科 97-99 9 84

にしうら 西ウラ 下久堅 下虎岩 1645-1650 11 27

にしうら 西浦 飯田 東野 4244-4282 16 50

にしうら 西浦 上郷 飯沼 ２７１６－２７２０ 14 65

にしおか 西岡 伊賀良 大瀬木 ５４９－５５９ 75

にしおか 西岡 上郷 飯沼 １２５８－１２６０，１２８４，１２８８，１３１２－１３１３ 14 45

にしおさ 西をさ 龍江 石林 8613-8614 21 81

にしかいと 西垣外 上久堅 大鹿 8648-8662 5,6 76

にしかいと 西垣外 千代 荻坪 222 19 7

にしかいと 西垣外 南信濃 和田 192ﾛ,222～227,228～234 18,20 65

にしがいと 西垣外 伊賀良 上殿岡 ５０１－５０３，５４５－５４８，５５２ 14

にしがいと 西垣外 下久堅 上虎岩 1188-1199,1227 17 135
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にしがいと 西垣外 千代 芋平 1612-1614 18 43

にしがいと 西垣外 千代 野池 1171-1176,1178-1179,1185 20 28

にしがいと 西垣外 伊賀良 北方 １１４１－１１４２ 53

にしがいと 西垣外 鼎 上山 3018-3019,3023-3050,3112-3119,3124-31268 30

にしがいと ニシガイト 下久堅 上虎岩 1186-1187 17 135

にしがいと ニシガイト 下久堅 上虎岩 1784

にしがいとうえ 西垣外上 千代 野池 1183-1184 20 28

にしがくぼ 西ヶ久保 伊賀良 中村 ２５６４－２５６７，２５８０ ###

にしがくぼ 西ヶ久保 上久堅 越久保 2514-2515

にしがくぼ 西ヶ久保 千代 下村 1082-1084 5 106

にしがくぼ 西ヶ久保 山本 久米 1148-1158,1161 28 134

にしがほら 西ｶ洞 千代 田力 65

にしがほら 西ヶ洞 龍江 尾林 8201-8214 15

にしがほら 西ヶ洞 龍江 雲母 9251-9259 13,20 99

にしがほら 西ヶ洞 龍江 宮沢 8771-8780 21

にしがほら 西ヶ洞 龍江 安戸 7910-7914 14,15 67

にしがほら 西ヶ洞 千代 毛呂久保 2350 9 137

にしがほら 西ヶ洞 千代 米峰 4100-4108 9 179

にしがほら 西ケ洞 三穂 下瀬 112-139 17,18 79

にしがほらわか
ぼら

西ヶ洞わか
洞

龍江 雲母 9250 13,20 99

にしきど 西キド 下久堅 下虎岩 2370-2371 2

にしくぼ 西久保 座光寺 松林
2043-2044,2046,2050-2051,2058-
2060,2068

3,7 32

にしけろくぼ 西毛呂久保 千代 毛呂久保 2049

にしこや 西小ヤ 上久堅 下平 7958-7968,7971,8017-8034,8036 3,4 69

にしざわ 西沢 川路 7-12,102,113-116ｲ,117ｲ,118-126 1 7

にしざわ 西澤
竜丘

時又 982-985,1016-1018,1251-1260,1272-
1285,1321-1323 14

にししんかわ 西新川 竜丘 時又 1071-1074

にしだ 西田 伊賀良 中村 ３２１－３２６ 95

にしだ 西田 伊賀良 三日市場 ２５１－２６４ 29

にしだ 西田 上郷 別府 ７９８，８００－８３４、９１５ 16 93

にしだ 西田 下久堅 知久平 1298-1349,1394-1396 1 99

にしだ 西田 千代 下村 962-967,1219-1224 5,6 110

にしだ 西田 千代 野池 1165,1167-1168 20 28

にしだ 西田 座光寺 南市場 3578ｲ

にしだ 西田 竜丘 駄科 1308  110

にしだいら 西平 下久堅 知久平 1199-1200,1201-1205,1211,1389-1393 3 98

にしだいら 西平 下久堅 南原 90-91,93-94,97,100-121 4 105

にしだいらむき 西平向 伊賀良 中村 ６１８ 98

にしだうえ 西田上 千代 野池 1169-1170 20 28

にしたけ 西竹 山本 久米 1821-1822,1824-1828 32 146

にしなかっぱら 西中原 川路 5917-5925 14 44
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にしぬま 西沼 山本 久米 1525-1526

にしのいり 西ノ入 山本 久米
373-394,400-404,406,408-414,416-417,950-
953

27 121

にしのおち 西ノをち 龍江 石林 8259-8261

にしのかいと 西ノ垣外 千代 大郡 2928-2930,2932,2935-2937,2941 8 149

にしのかいと 西ノ垣外 千代 毛呂久保 2464-2465 7 139

にしのかいと 西の垣外 三穂 伊豆木 3148-3151 9 38

にしのくぼ 西ノ久保 上久堅 堂平 9302-9304,9311-9312 4 87

にしのくぼ ニシノクボ 下久堅 上虎岩 2191

にしのさわ 西ノ沢 上村 上町 816～821 20,22 38

にしのさわ 西ノ沢 座光寺 萬才 2889,1891-1907 7 32

にしのさわ 西ノ澤 座光寺 宮ノ前 2560 8 32

にしのさわ 西ノ澤 座光寺 唐澤
2450-2453,2458,2463,2466-2468,2470-
2476,2480-2493,2498-2502,2505

8 32

にしのさわ 西ノ澤 座光寺 萬才 1941-1943 7 32

にしのした 西ノ下 千代 毛呂久保 2069ﾆ

にしのしま 西ノ島 上村 程野 66 6 54

にしのしり 西ノ尻 千代 法全寺 3650ﾛ､3651-3655 11 86

にしのしろ 西ノ城 上郷 黒田 １６－１７、７１２－７１８ 9 1

にしのたいら 西ノ平 下久堅 柿ノ沢 867-873 6 58

にしのたいら 西ノ平 下久堅 知久平 1200

にしのたいら 西ノ平 龍江 今田 3795-3796

にしのたいら 西ノ平 千代 毛呂久保 2089-2090 7 128

にしのたいら 西ノ平 千代 下村
1361､1411-1412ｲ､1416-1417,1421ﾛ-1423，
1424

3 115

にしのはただ 西ノ畑田 飯田 羽場 230-232､234ﾉ1-237､276-278 14 4

にしのはら 西ノ原 飯田 羽場 1901-1908,1917-1928ﾉ1,1920,7183-7220 4 26

にしのはら 西ノ原 伊賀良 上殿岡 ３４３－３４９ 11

にしのはら 西ノ原 伊賀良 北方 １６－１９，２６４－２７５，３９４－３９８ 42

にしのはら 西ノ原 鼎 名古熊 605-623,634-638,642-657 9 30

にしのひら 西ノ平 下久堅 下虎岩 1608-1613 11 26

にしのひら 西ノ平 下久堅 下虎岩 2774-2777 2 44

にしのぼう 西ノ坊 三穂 立石 132-138 12 91

にしのまえ 西ノ前 上村 程野 147,148,160 8

にしのまえ 西ノ前 千代 毛呂久保 2037-2038,2080ﾛ 6 128

にしのまえ 西ノ前 千代 下村 601､603-608,613-624,626-627 4 96

にしのまた 西ノ又 千代 法全寺 3645-3650ｲ､3650ﾊ 11 86

にしのみや 西ノ（之）宮 上村 中郷 265-ﾛ 13 54

にしのみや 西ノ宮 上郷 黒田 ２９８６－２９８８ 4 24

にしのみや 西ノ宮 上村 程野 312-1,3,ﾛ～ﾎ

にしのみや 西ノ宮 千代 野池 1187-1188,1201-1205 20 29

にしのみや 西ノ宮 南信濃 和田 2237～2242 34 65

にしのみやうえ 西ノ宮上 千代 野池 1186 29

にしのや 西野屋 千代 大郡 3089 19 153
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にしのやま 西ノ山 上村 上町 806,807 20 54

にしばた 西畑 飯田 羽場 982

にしばた 西畑 千代 芋平 1608 18 43

にしばた 西畠 千代 大郡 2958ﾛ 8 151

にしはば 西羽場 竜丘 桐林 623,627-628 13 69

にしはば 西羽場 竜丘 長野原 129,132-139,146-164 13 69

にしばやし 西林 千代 芋平 1609-1611 18 43

にしばやし 西林 竜丘 時又 634-635,643-648

にしはら 西原 伊賀良 大瀬木 １１０４－１１１１，１１６９－１１７２，１１７９－１２０８ 78

にしはら 西原 鼎 名古熊 603-604,624-629,632-633 9 30

にしはら 西原 竜丘 時又 22 13 71

にしはら 西原
竜丘

長野原 187,191-194,210-216,218-221,223-231,250-
254 13 71

にしぶ 西武 伊賀良 三日市場 ９５５－９６０ 33

にしぶ 西部 伊賀良 中村 １６７９，１６８１，１６８９ ###

にしほっき 西ホッキ 龍江 今田 339-350 1 4

にしまえだ 西前田 千代 芋平 1567-1568 17 42

にしまざわ 西間沢 龍江 今田 4111-4112

にしませぐち 西柵口 三穂 立石 965-977イ 12,13 104

にしみだ 西見田 山本 久米 1499 32 143

にしもと 西本 三穂 伊豆木 3096-3106 9 38

にしやま 西山 伊賀良 北方 ２０４４－２０５７ 66

にしやま 西山 上村 程野
130-1,2,9,ﾛ,131,132-1,2,133～137,138-ｲ～ﾆ,
140,142

8,9 54

にしやま 西山 南信濃 木澤 1375～1376 15,21 65

にしやま 西山 南信濃 八重河内 855～883,901,1017,1021 44,51 65

にしやま 西山 南信濃 八重河内 774ﾛﾊ,814～870､884～901 49,52 65

にしやま 西山 南信濃 和田 2262

にしやま 西山 南信濃 和田 251～257,356 18 65

にしやま 西山 三穂 下瀬 99 　

にしやました 西山下 南信濃 和田 335ﾛ

にせんまち 二千町 下久堅 下虎岩 1891-1892 23

にせんまち ニセンマチ 下久堅 下虎岩 1451 16 23

にそのくぼ 西ノ久保 座光寺 松林 2023-2024,2075-2079,2129-2136 3,7 32

にたんじょ 二反所 上郷 飯沼 １３９５－１３９８，１４０２－１４０７，１４２０－１４２８ 14 46

にたんだ 二反田 伊賀良 北方 ５７８－５８０，５８４－５８８，６０７－６１０，６１２ 48

にたんだ 二反田 伊賀良 中村 ２１９３－２１９７ ###

にたんだ 二反田 上郷 黒田 １２８９－１３０３ 9 4

にたんだ 二反田 上久堅 蛇沼 6636-6653,6668-6673 11 59

にたんだ 二反田 下久堅 下虎岩 2483-2488 2

にたんだ 二反田 下久堅 知久平 1700-1717,1724-1726 3 102

にたんだ 二反田 山本 箱川 1435-1440 12 115

にたんだ 二反田 山本 山本
1094,1100-1114､1127-1130､1330-1333､
1445-1455,3984-4017,4123-4138

6,9 37
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にたんだ 二反田 竜丘 桐林 610-612,624-626,629 13

につけば 荷付場 上久堅 蛇沼 6692

にのせ 二ノセ 南信濃 木澤 654～655､672～676 8,9 6

にのまる 二ノ丸 飯田 飯田 654-655 18 41

にのまるきた 二ノ丸北 飯田 飯田 630-631 18 41

にのまるした 二ノ丸下 飯田 飯田 652-653,669-671 18 41

にばんぼら 二番洞 下久堅 下虎岩 1365-1370 13 22

にひゃくめ 二百目 龍江 今田 433-458,3888-3890 3,10 5

にひゃくめ 二百目 龍江 尾林 8009-8013 15 5

にひゃくめ 二百目 千代 大郡 3367

にひゃくめやま 二百目山 龍江 尾林 7959

にほうぼら 二方洞 伊賀良 中村 １６０１－１６０３ ###

にほんぎ 二本木 鼎 名古熊 2177 9 30

にほんぎ 二本木 山本 山本 6711-6712 2,23 62

にほんまつ 二本松 竜丘 駄科 2647

にもまるほりうめち 二ノ丸堀埋地 飯田 飯田 676 18 42

にゅうきがくぼ
ニウキガ久
保

上村 上町 514 16 53

にゅうどう 入道 飯田 山 8156ﾊ,8157ﾛ-8161

にゅうどうだ 入道田 龍江 大屋敷 9538-9544 24 106

にゅうどうつくり 入道作 南信濃 南和田 339

にゅうどうぶち 入道渕 千代 米峰 3866-3868 11 173

にゅうどうぼら 入道洞 上久堅 大鹿 9014,9031,9033-9034,9036-9051 5 82

にゅうどうぼら 入道洞 下久堅 上虎岩 849-864 15 131

にゅうどうぼら 入道洞 三穂 伊豆木 1イ-7 16 1

にゅうの 入野 伊賀良 北方
２８１６－２８２３，２８２８－２８６４，２９０５－２９
１７，２９５２，２９５５－２９６７

69

にゅうのだ 入野田 伊賀良 北方 ６３９－６４４ 48

にょらいした 如来下 座光寺 南市場 3594-3610 8 33

にんそ にんそ 龍江 宮沢 8833-8834 21 87

ぬおと ぬおと 三穂 下瀬 252ハ 21 82

ぬかりぼら ぬかり洞 龍江 宮沢 8875-8880 20 88

ぬかりぼらきたぼら ぬかり洞北洞 龍江 宮沢 8876-8878 20 88

ぬきはた ヌキ畑 千代 田力 138 16 4

ぬっちはら ヌッチ原 山本 山本
3303-3324,3336-3345,3351-3356,3372-
3375，3380-3387，3397-3399

20 33

ぬま 沼 鼎 上山 1936-1941 12 30

ぬま 沼 上久堅 中宮 516-583 1,3 9

ぬま ヌマ 竜丘 駄科 1280 10 106

ぬま ヌマ 千代 田力 145 16 4

ぬましおだ 沼塩田 千代 田力 12ﾛ、20ﾛ-29 14 1

ぬましおだやま 沼塩田山 千代 田力 9-12ﾉ2､31-14､31 14 1

ぬまじり 沼尻 山本 久米 242-243 31 120

ぬまた 沼田 千代 下村 1250-1255 3 111
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ぬまだ 沼田 山本 箱川 1061,1066 13 109

ぬまだ 沼田 山本 山本 2567-2572 6 27

ぬまだいら 沼平 上久堅 中宮 490-514 1,3 8

ぬまとうげ 沼峠 上久堅 中宮 391-398 3 4

ぬまのくち 沼ノ口 山本 竹佐 743-745 28 77

ぬまのたいら 沼ノ平 上村 程野 93-6,8,9,ﾆ､ﾍ､ﾄ､367 8 55

ねいぎやほら 祢宜屋洞 三穂 伊豆木 958ハ-1014 14 12

ねがいと 祢垣外 三穂 伊豆木 4664-4673 10 54

ねぎがいと 祢宜垣外 三穂 伊豆木 4807-4834 10,11 57

ねぎかくぼ 祢ぎが久保 鼎 名古熊 2184-2191,2199-2205 9 31

ねぎどのやしき ネギドノヤシキ上久堅 上平 1506-1513 13 19

ねぎや 子ギヤ 上久堅 越久保 2345-2375,2406,2409-2422,2436 16 24

ねぎや 子ギヤ 龍江 今田 3442-3448

ねぎや ネギヤ 伊賀良 大瀬木 ８２４－８４２ 77

ねぎや 禰宜屋 伊賀良 北方 ３４８－３６５，３６８ 45

ねぎや ネギヤ 上久堅 上平 1979-1991 13 24

ねぎや ネギヤ 上久堅 越久保
2342,2405,2407-2408,2413,2424-
2436,2437-2460,2462

13,16 24

ねぎや 祢宜屋 川路 2351-2354,2356-2366 6 28

ねぎや ネギヤ 下久堅 南原 146-153 4 107

ねぎや 祢宜屋 三穂 立石 327-330イ 6,12 95

ねぎや 祢宜屋 竜丘 時又 31 14 72

ねぎや 祢宜屋 竜丘 長野原 278,308-313 14 72

ねぎやい ネギヤ井 竜丘 長野原 292-293 14 72

ねぎやい 祢宜屋井 竜丘 長野原 297-307 14 72

ねぎやさか ネギヤ坂 下久堅 下虎岩 2469-2477 2

ねぎやだ 祢宜屋田 伊賀良 上殿岡 ６７６ 18

ねぎやだいら 祢きや平 上郷 黒田 １７２４－１７２９ 9 16

ねぎやはた 根木屋畑 上久堅 森 4323

ねぎやはた 子ギヤ畑 龍江 今田 3449-3450

ねぎやまえ 祢宜屋前 三穂 伊豆木 691-734 8,14 12

ねぐりやま 子グリ山 南信濃 木澤 1474～1475 21 66

ねこぜやま 猫背山 飯田 大平 8117

ねこぜやま 猫背山 飯田 山 8118

ねこばやし 猫林 座光寺 原 1234 6,2 33

ねこぼら 猫洞 下久堅 柿ノ沢 1356 7 63

ねこまい 猫舞 伊賀良 中村 １６４８，１６５０ ###

ねこまた 猫俣 龍江 大屋敷 9551-9585 24 107

ねこまた 猫又 龍江 大屋敷 9545-9549 19,24 107

ねこまたよんひゃ
くめ

猫俣四百目 龍江 大屋敷 9550 19,24 5

ねねくりざか 子子クリ坂 下久堅 知久平 594

ねのかみ 根ノ神 上村 程野 55-ﾛ 6 55

ねのかみ 根ノ神 千代 米川 2004 21 55
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ねのかみ 子ノ神 龍江 今田 5057-5082 12,13 55

ねのかみ 子ノ神 千代 下村 110 2 91

ねのかみ 子ノ神 千代 下村 1612-1613

ねのかみ 子ノ神 千代 米峰 4243-4248 12 180

ねばた ネバ田 龍江 雲母 9199-9203

ねぶのき ネブノ木 上郷 別府 ２２３１－２２４６ 10 4

ねぶのきさわ ネブノキ沢 上郷 黒田 ２１４ 10 4

ねりた 練田 伊賀良 下殿岡 １２４７－１２９１ 4

ねんじやま 念地山 竜丘 駄科 2445-2446,2449,2451 8 118

のい 野井 山本 山本 824-827 22 6

のいけ 野池 伊賀良 北方 ３８１６，３８１９，３８２３，３８２５ 73

のいけ 野池 千代 野池 1249ﾉ1,1296 18 33

のいけだ 野池田 龍江 尾林 8035-8042 15 70

のいけだ 野池田 千代 大郡 3185-3187 20 159

のいけづくり 野池作 千代 法全寺 2628-2637 23,25 67

のいけばやし 野池林 千代 野池 1536-1541 18 40

のいけやま 野池山 千代 米川 1781 30,32

のいわ 野井輪 下久堅 下虎岩 2600-2624,2647-2663 2 41

のいわ 野岩 上久堅 大鹿 8917-8924 5 79

のうけ 能化 伊賀良 北方
２５６０－２５６４，２５６６，３８１２－３８１５，３８１８，
３８２３－３８２９ 72

のうづくり ノウ作 龍江 尾林 8067-8069 15 70

のき 乃き 山本 山本 3325-3335 20 33

のきば ノキバ 上久堅 中宮 1823-1828 13 20

のきば ノキバ 上久堅 中宮 1840-1841 3

のきはた 軒畑 南信濃 和田 188～189 18,20 66

のきやま ノキ山 南信濃 南和田 1146

のきわ ノキハ 上久堅 中宮 1858-1863,1874-1878

のぎわ ノキハ 上郷 黒田 ３２９３－３２９８ 3 27

のぎわ ノギハ 上久堅 中宮
1836-1839,1879-1889,1915-1928,1958-
1960,1965-1978

13

のぎわ 野際 伊賀良 中村
１３８２，１３９１－１３９３，１４０４－１４０５，１４
１７－１４２１，１４２４－１４２５，１４２７，１４３０

###

のぎわ 野際 上久堅 中宮 1835

のぐち 野口 南信濃 南和田 341

のくろ 野畔 鼎 上山

3643-3655,3673-3681,3683-3704,3051-
3111,3120-3123,3127,3706-3709,3713ﾛ-
3714,3738-3744,3746,3750-3772ｲ,3805ﾛ,3806
ﾛ,3808-3809,3847-3849,3855-3856ｲ,3859
ｲ,3860-3960,3993-4000

8 31

のくろ 野畔 鼎 切石 4001-4012 4,5 31

のぐろ 野畔 伊賀良 上殿岡 １２－２１，２８－３２ 5

のこりくら 残倉 上郷 南条 ３５３６－３５３８ 15 76

のじり 野尻 上村 中郷 342 15 55

のぞえ 野添 三穂 伊豆木 1603イ-1604ハ 7,1 21

のぞえ 野添 山本 久米 502-503,505,2273 31 122
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のそこ 野底 飯田 飯田 上3815-3859

のそこ 野底 飯田 東野 3851-3872,3914 16 49

のそこ ノソコ 上郷 黒田 ３７５５－３７５６ 3 31

のそこ 野底 上郷 黒田 ５６２５－５６８７ 5 103

のそこ 野底 上郷 別府 ２８０４－２８２５ 5 103

のそこじり 野底尻 飯田 飯田 上3322

のそこはら ノソコ原 上郷 黒田 ３６９７－３７３３、３７４０－３７５４、３７６４－３７６８3,4 31

のた 野田 下久堅 柿ノ沢 790-803,833-841 6 57

のた 野田 三穂 伊豆木 483-530 9,15 10

のだ 野田 竜丘 上川路 375-382 5 152

のだいちば 野田市場 山本 箱川 512-522,733,736 17 99

のたいら 野平 南信濃 南和田 1151-1～1151ﾛ

のたいり のた入 三穂 伊豆木 657ハ-676 9,15 10

のたうえのきり 野田上ノ切 下久堅 柿ノ沢 824-830 6 57

のたしたのきり 野田下ノ切 下久堅 柿ノ沢 814-823 6 57

のたじり 野田尻 三穂 伊豆木 590-656 9,15 10

のだだいらとうげ 野田平峠 千代 法全寺 3017-3019 27 73

のたのさわ 野田ノ沢 下久堅 柿ノ沢 804-805,807-813 6 57

のたのたいら 野田ノ平 上久堅 蛇沼 7053-7061

のだのたいら 野田ノ平 千代 法全寺
3021-3030,3034-3035ｲ､3041-3042,3044-
30823258-3082

24,27 73

のたのはら ノタノ原 下久堅 柿ノ沢 1045-1047 7

のたのはら 野田ノ原 下久堅 柿ノ沢 773787 7 57

のたば ノタバ 上村 程野 326-1～6,ﾊ 13 55

のたまえだうえの
きり

野田前田上
ノ切

下久堅 柿ノ沢 831-832 6 57

のとうつ ノトウツ 上村 中郷 289 　

のなか 野中 伊賀良 大瀬木 １６０６－１６２７ 82

のなか 野中 上久堅 平栗 6255-6273 10 54

ののじり 野々尻 上久堅 堂平 11814-11838,11888-11985 6,9 90

のひら ノヒラ 下久堅 下虎岩 894 11 14

のぼり 登 三穂 伊豆木 1582-1599イ ,1 21

のぼりたて 登立 千代 毛呂久保 2175-2178､2180-2183 9 133

のぼりばやし 登林 千代 法全寺 2612-2627 23,25 67

のぼりまき 登牧 三穂 伊豆木 1351-1374 7 17

のみやぶり 呑破り 三穂 伊豆木 6056-6100 17 74

のみやぶりとびた 呑破り飛田 三穂 伊豆木 6053ハ-6055 17 74

のりくら 乗鞍 上郷 黒田 １８１２－１８１５、１８１７－１８２８、１８３０－１８３４ 8,9 17

のりくら のりくら 龍江 今田 4934-4970 12 22

のりくらだ 乗鞍田 龍江 今田 1833-1849 12,18 22

のりぶく 法福 上郷 南条 ３６５８－３６６０ 15 79

のんざわ 呑沢 南信濃 八重河内 349ﾛ1～5,708,709,711ﾛ～714ﾛ 43,44 66

はいあがり ハイアガリ 下久堅 柿ノ沢 612-613 6 55

はいでん ハイデン 上村 下栗 1152～1154 26 55
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ばいなん 梅南 飯田 飯田 1290-1291,1320 13 43

ばいなんうら 梅南裏 飯田 飯田 1298,1311,1313-1314,1318,1321,1325-132613 43

ばいなんこうじ 梅南小路 飯田 飯田
1270-1273,1292-1296,1299-
1310,1312,1315-1317,1319,1323-
1324,1327-1331

13 43

ばいなんこうじうら 梅南小路裏 飯田 飯田 1274-1288 13 43

はいやきど 灰焼渡 南信濃 木澤 846 7,12 66

はいやきど？ 灰燒土 山本 山本 6697

はかうら 墓浦 千代 下村 583 4 96

はかした 墓下 千代 下村 581,609-612 4 96

はかしょだ 墓所田 上郷 別府 １０７２ 16 95

はかと 羽カ戸 南信濃 南和田 836ﾆ

はがと 羽ガ戸 南信濃 南和田 836 41 67

はかばつるね 墓場ツル子 山本 箱川 391 18

はかばつるね 墓場ツルネ 山本 箱川 71-72,359-373,391 12,18 90

はかひがし 墓東 竜丘 長野原 186 13 70

はかまえ 墓前 千代 下村 582 4 96

はかまごし 袴腰 三穂 伊豆木 1882-1883 8 25

はかりふくろ ハカリ袋 龍江 今田 3535 7 38

はぎ 萩 千代 田力 729-730,735-757,768-796､800-802 15 19

はぎがくぼ 萩ヶ窪 飯田 丸山 6973-6974 6 34

はぎじり 萩尻 上久堅 蛇沼 7248-7271

はぎた 萩田 龍江 今田 1217-1248 12 13

はぎのたいら 萩ノ平 龍江 今田 873-1032 11,18 10

はぎばた 萩畑 龍江 今田 1121-1129 18 12

はくいんせき 白隠石 山本 竹佐 341-344 20 69

はくさん 白山 山本 竹佐 851-866,869-870 20 80

はくさん 白山 龍江 今田 3691-3692

はくさんこし 白山こし 山本 竹佐 829-831,843-844,846-849,871 20 80

ばくしゅじょう 麦種城 山本 山本 471-475 21,22 3

はくしんじうら 柏心寺裏 飯田 飯田 上2399-2400 13 44

ばくち ばくち 千代 大郡 3613-3616 10 166

ばくち 場口 千代 大郡 3617-3620､3626ﾛ､3658 10 166

ばくちいわ バクチ岩 千代 田力 15、18ｲ 14 1

ばけいし 化石 上郷 別府 １６７２－１６７３，１７２１，１７２３－１７４３、１７４５ 11,16 98

はこがいと 箱垣外 三穂 立石 117-131 12 92

はこがわまえ 箱川前 山本 箱川 1054 13 108

はこがわら 箱川原 山本 箱川
1173-1198,1201-1222,1349-1383,1387-1403，
1405-1406

12 112

ばこざか バコ坂 上久堅 中宮 1745 3 20

はこねやま 箱根山 千代 大郡 3339ﾛ

はさいだ ハサイ田 上郷 飯沼 １６１４－１６１５，１６２０－１６２４ 14 49

はざと ハザト 上村 程野 236-ﾛ､ｦ､ﾜ

はざば 破座場 飯田 飯田 119-120 16 38
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はざば ハザバ 飯田 羽場 430-431 13 10

はざば ハザバ 千代 荻坪 177-178 16 5

はざまいし 狭石 下久堅 知久平 632 3 92

はさみいし 挟石 千代 大郡 2812-2818 8 145

はしかみかた 端上肩 伊賀良 下殿岡 １１７２－１２０４ 3

はしきやま 橋木山 山本 久米 2201ﾛ 33 152

はしけずりめん 橋削面 伊賀良 三日市場 １０２０－１０２７ 33

ばしじつ 馬死実 座光寺 宮ノ前 2672 7 33

はしづめ 橋詰 伊賀良 中村 １２１６，１２１８－１２１９ ###

はしづめ 橋都 上郷 飯沼 ８８２－８８３ 15 41

はしづめ 橋都 上郷 黒田 １８３８－１８４８ 9 17

はしづめ 橋詰 山本 久米 1533-1538 32 144

はしづめ 橋詰 山本 竹佐 3-5 12 63

はしづめ 橋詰 山本 箱川 1441-1442 12 115

はしづめ 橋爪 上郷 飯沼 ８８９－８９２ 15 41

はしづめ 橋爪 龍江 今田 3059-3063,3603 6 31

はしづめ 橋爪 龍江 安戸 7760-7766 5 65

はしのうえ 橋の上 上村 中郷 262-1,6,7 10 56

はしのて ハシノ手 上村 下栗 897 33 57

はしのめん 橋ノ免 下久堅 南原 378-390 5 109

はしは ハシハ 下久堅 下虎岩 1526

はしば ハシハ 竜丘 駄科 499,501-502 10 94

はしば 羽柴 伊賀良 北方 ２１ 42

はしば 橋場 伊賀良 上殿岡 ４８０－４８２ 14

はしば 橋場 伊賀良 中村 ８３，８７８，１０１９ 91

はしば 橋場 鼎 上山 3307ﾛ,3316-3319

はしば ハシバ 上久堅 越久保 2735-2754 18

はしば 橋場 上久堅 下平 235-237 3 4

はしば 橋場 上久堅 蛇沼 7174-7175 11 62

はしば 橋場 下久堅 下虎岩 1189,1191-1194 11 19

はしば 橋場 下久堅 知久平 1293-1297 1 99

はしば 橋場 竜丘 駄科 1093-1095 10 94

はしば 橋場 千代 野池 1158-1161 20 29

はしば 橋場 南信濃 和田 1719 21 67

はしば 橋場 南信濃 和田 1143ﾆ

はしば 橋場 三穂 伊豆木 28-37 ,16 1

はしば 橋場 三穂 下瀬 284-285イ 21 84

はしば 橋場 山本 箱川 95-97 13 91

はしば 橋場 山本 山本 5000-5003 10 43

はしば 橋場 座光寺 共和 3924 12 34

はしば 橋場 竜丘 桐林 630-639,678,681-687,689-691 13 94

はしば 橋場 竜丘 駄科 500 10 94

はしばがいと 橋場垣外 三穂 立石 911-931ロ 12 103
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はしばこう 橋場浩 伊賀良 中村 １０２８ ###

はしばぼら 橋場洞 三穂 下瀬 285ニ 　

はしむこう 橋（ハシ）向 上村 上町 842～844,849～853 20,22 56

はしもと 橋本 上村 程野 24 7 56

はしらみぞ 柱ミゾ 上久堅 堂平 9127-9131、9145 3,7 83

はすいけ 蓮池 上郷 飯沼 １１４２－１１４３、１１５９－１１６１ 14 44

はずしば ハヅシバ 竜丘 駄科 1953-1954 115

はずしば 外シ場 竜丘 駄科 1950,1958,1960,1962-1963,1967-1968,19777 115

はずしば 迯場 伊賀良 上殿岡 ５０４－５０６ 14

はずしば 迯場 竜丘 駄科 1949 7 115

はすだ 蓮田 上郷 飯沼 １１５１ 14 44

はたうえ 畑上 南信濃 木澤 1385，1389～1461、1480ﾄ 21 67

はたがしま 畑ヶ島 座光寺 河原 6400-6413 12,15 38

はたくぼ 畑久保 南信濃 木澤 561 5 67

はたけだ 畑田 飯田 羽場 249-251､780,273-275,780,273-275,780 13,14 4

はたけだ 畑田 龍江 今田 3540-3543

はたこ ハタコ 鼎 東鼎 95-99,542-549,554-569,650-657 15 31

はたじり 畑尻 山本 久米 1984

はたじり 畑尻 山本 箱川 822-823 16 105

はたぞえ 畑添 三穂 伊豆木 4783-4803 10 57

はたぞえ 畑添 山本 箱川 168 18 92

はただ 畑田 伊賀良 上殿岡
２３４－２３６，２７２－３１０，３１３－３１４，３２４
－３２６

10

はただ 畑田 伊賀良 中村 １１６２－１１６４ ###

はただ 畑田 鼎 一色 42-48,53,90 6 31

はただ 畑田 上郷 別府 ６３１－６３６ 17 91

はただ 畑田 上郷 南条 ３６２８ 15 79

はただ 畑田 千代 野池 1401 21 36

はただ 畑田 千代 米川 2264-2265､2271 20 59

はただ 畑田 山本 久米 1428-1429 28 138

はただ 畑田 山本 竹佐 984,988-989,993-994 21 83

はただ 畑田 山本 山本 1588-1594,2006,2905-2908,3444-3449 6,21 16

はたたいら 秦平 南信濃 和田 2174ｲﾛ 20 67

はたなか 畑中 鼎 一色 142-144

はたなか 畑中 上郷 黒田 ２９０７－２９３９、２９７２－２９７５ 4 23

はたなか 畑中 龍江 今田 6943-6949 8 62

はたなか 畑中 千代 荻坪 584 16 17

はたなか 畑中 竜丘 時又 477-479,481-484,497-507 14 60

はたなかひら ハタナカヒラ 下久堅 上虎岩 874-879 15 132

はたなかまえ 畑中前 山本 山本 1611-1619 21 17

はたなかまえだ 畑中前田 山本 山本 2169-2182 21 17

はたなかやしき 畑中屋敷 山本 山本 2165-2168 21 17

はたのさわ 畑ノ沢 上郷 黒田 ３８４３

はだはた ハダ畑 南信濃 南和田 334 38,39 67
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はちえもん 八右ヱ門 上郷 別府 １０５１－１０５２ 16 95

はちえもんだ 八右衛門田 龍江 尾林 8007-8008 15 69

はちえもんだやま
八右衛門田
山

龍江 尾林 8043-8045 15 69

はちおうじ 八王地 川路 4564-4568 10 40

はちおうじ 八王子 伊賀良 三日市場 １０７４－１０９２ 34

はちおうじ 八王子 上久堅 越久保 2288-2301 16 23

はちおうじ 八王寺 龍江 今田 4213-4215 4 46

はちおうじ 八王神 鼎 名古熊 1662-1663,1668-1674,1679 14 32

はちおうじ 八王地 山本 竹佐 22,45-46 19 112

はちおうじ 八王子 竜丘 時又 276-271 14 59

はちおうじ 八王子 竜丘 駄科 1473 10 109

はちおうじわき 八王寺脇 竜丘 時又 280-282 14 59

はちがいと 八垣外 鼎 名古熊 2168-2175,2219-2249,2273-2290 9,13 32

はちがいと 八垣外 下久堅 柿ノ沢 1159-1241,1243-1259,3269-3273 7 62

はちがいとむきだ
いら

八垣外向平 下久堅 小林 160 7 71

はちがしま 八ヶ島 上郷 別府 ４４１－４４２

はちがり 蜂狩 千代 下村 1770,1775 36 122

はちじょうめん 八丈免 龍江 尾林 8082-8127 15,21 71

はちだ 蜂田 三穂 伊豆木 5270 　

はちのくら 八ノ倉 千代 下村

1363､1404,1407,1410,1412ﾛ､1414-
1415,1421ｲ、1426，1428-1429，1433，
1436，1438，1440，1444，1446，1448-
1450ｲ、1463ｲ、

3 115

はちのくら 八ノ倉 千代 米峰 4340-4344

はちのしり 蜂ノ尻 上村 程野 11-ﾊ 4 56

はちのす 蜂ノ巣 三穂 下瀬 100ロ-101 18 78

はちはらしもまえ
だむき

八原下前田
向

下久堅 柿ノ沢 855 6 58

はちまえ 八まへ 上郷 南条 ３５４２

はちまん ハチマン 下久堅 下虎岩 892 11 13

はちまんざか 八幡坂 上村 程野
305～307,310,313～316,.379～381,383～
384,389～395

13 56

はちまんばら 八幡原 上郷 黒田
３４１６－３４１７、３４２３，３４２５－３４３３，３４
３５－３４６８、３３３２－３３３４

3 29

はちもり 八森 南信濃 南和田 326～328 40,41 68

はちやしき ハチヤシキ 伊賀良 北方 １１５７－１１５９，１２６１－１２６３ 54

はちやま 蜂山 千代 下村 1501

はちややしき 八弥屋敷 三穂 下瀬 212-213 　

はちろうがいと 八郎垣外 山本 竹佐 872-875,877-879,883ｲ 20 81

はつざき 初崎 上郷 別府
１１７，１２７－１３２、２１０－２１３、２１４ﾉ２－２１４ﾉ
３，２１６－２１７，２８９－２９７ 16,20 84

はつざき 初崎 座光寺 共和 3920-3923 12 34

はっしょうまき 八枡槇 南信濃 南和田 798

はっしょうまき 八舛マキ 下久堅 上虎岩 978,998-1021,1025-1032 17 133



190

はっせだ 八畝田 伊賀良 上殿岡 ７４７－７５３，７５８－７６１ 20

はったんだ 八反田 鼎 上山 2944-2950,2951-2989,2990-2992 8 32

はったんだ 八反田 上郷 飯沼 ４７５－４８２，５１９－５２５ 19 35

はったんだ 八反田 上郷 別府
３２９－３３０，３４８－３４９，３９０－４０４、４２４－４
２５，５０１－５０６，５２９，４３７，４９７－４９９，５３４
－５３５，４３１－４３４，５３１、５３７，５６２－５６８

17,21 86

はったんだ 八反田 川路 2571-2635 6 16

はったんだ 八反田 三穂 伊豆木 4288-4322ニ ,16 50

はっちだいら ハッチ平 千代 田力 117 16 3

はっちょう 八丁 千代 野池 1214-1219,1228-1229,1350-1359 18,21 30

はっちょうざか 八丁坂 上村 下栗 896 33 56

はっちょうじ 八丁地 座光寺 共和 3916-3919 12 34

はっちょうじ 八丁地 座光寺 中羽場 4496-4503 12 34

はっちょうだ 八丁田 山本 久米 174-177,1283-1289,1292-1302 29,31 118

はっとばた 八斗畑 千代 米川 1797-1804 21 50

はっばいき ハッパイキ 下久堅 上虎岩 1650-1653,1654-1686 20

はっぴゃくだ 八百田 伊賀良 三日市場 ８７－８９ 26

はっぴゃくめ 八百目 龍江 今田 789-826,1285-1286 11 5

はっぴゃくめ 八百目 千代 田力 144 16 4

はっぴゃくめ 八百目 千代 米峰 3961-3963,4026 9

はっぴゃくめ 八百目 三穂 伊豆木 5228-5236 11 65

はとだいら 鳩平 飯田 大平 7784-7787

はなかけ 花掛 上久堅 落倉 5921-5939 20

はなかけ 花カケ 上久堅 落倉 5918-5920,5940-5941 20

はなかけほら 花掛洞 千代 田力 758-767 15 20

はなげ ハナゲ 竜丘 上川路 625 7 156

はなごしょ 花御所 川路 1120,1124-1127,1219-1295 3 17

はなたて 花立 座光寺 宮ノ前 2568-2572 8 35

はなたて 花立 座光寺 唐澤 2433-2434 8 35

はなつるね 花釣祢 下久堅 下虎岩 1861-1863

はなのき 花のき 下久堅 上虎岩 1,9,20-54,67-116 17 126

はなのき 花ノ木 下久堅 上虎岩 2-8,10 17 126

はなのき ハナノキ 下久堅 上虎岩 11-19,55-66 17 126

はなのき 花軒 竜丘 桐林 1015-1038 10 128

はなばた ハナ畑
竜丘

駄科 637-639,642-645,647,656-657,660-
669,671,673-675,678-679,683 12 100

はなむら 花村 伊賀良 三日市場
１１６３，１１７６－１１８２，１１９１－１２１７，１２１９－
１２２９ 36

はにゅうた 羽入田 南信濃 南和田 879 37 68

はにゅうだ 羽入田 龍江 今田 4192-4211 4 46

はにゅうだはら 羽入田原 龍江 今田 5237-5317 8

はね ハ子 下久堅 下虎岩 841-845 11

はね ハネ 龍江 今田 3916-3964 3,4 44

はね 羽根 龍江 今田 4046-4053 4 44

はねいし 羽根石 上久堅 下平 7694-7701
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はねおり 羽ヲリ 南信濃 木澤 1171､1175ｲ 15 68

はねがいと 羽根垣外 飯田 東野 5295-5459 12 53

はねのした 羽根の下 三穂 伊豆木 3869-3871 16 45

はば 波場 南信濃 南和田 32,35,37 42 68

はば 波場 南信濃 和田 910,911,914～918 29 68

はば 羽場 飯田 飯田 上2514-2531 14 48

はば 羽場 飯田 羽場 279-282､325-335､342-344,550ﾉ1,2､555-5578,13 5

はば 羽場 鼎 上山 2619-2636 8 32

はば 羽場 鼎 名古熊 1299,1303-1306,1313-1328,1372-1375 9 32

はば 羽場 上郷 別府 ６３７－６３８ 17 91

はば ハバ 下久堅 下虎岩 2322-2323,2328-2333 10 37

はば 羽場 下久堅 知久平

392-394,396-403,406-416,426-435,472-
473,493,496,633,595-599,1076-1077,1079-
1083,1144-1147,1170-1198,1206-1210,1213-
1214,1781

3 89

はば ハバ 竜丘 駄科 7-12,715-716,726,729 16 83

はば 羽場 松尾 上溝 3172-3220,3501-3554 6,7 14

はば 羽場 南信濃 和田 1249ﾍ

はば 羽場 竜丘 桐林 1151-1171,1255-1272,1297-1304,  2268-1 10 83

はば 羽場 竜丘 駄科 401,713  83

ばば 馬場 飯田 飯田 340,344-347 18 39

ばば 馬場 上久堅 風張 3835-3839ｲ､3840-3923,3976-3989 3,13 32

ばば 馬場 上村 上町 546-ﾛ､ﾊ､ﾆ

ばば 馬場 三穂 伊豆木 38 　

はばおき 羽場沖 飯田 羽場 198ﾉ3

はばがいと はば 山本 久米 47-53,105-106,115,121,144-145 30,31 116

はばがいと ハバ垣外 山本 竹佐 842,845 20 80

ばばがいと 馬場垣外 上久堅 越久保 3353-3357,3381-3382,3384-3427,3443-345716 29

ばばさくぼ ババサクボ 下久堅 上虎岩 553-556 15 129

はばした 羽場下 松尾 上溝 2901-2905,3126-3171 6 14

ばばしたざか 馬場下坂 飯田 飯田 504 18 40

ばばた 馬場田 上郷 飯沼 １９４９－１９５９，１９６１ 15 53

はばなか 羽場仲 飯田 羽場 234ﾉ5

ばばのたいら 馬場之平 山本 久米 28-46,54-56 30 116

ばばのたいら 馬場平 伊賀良 中村 ２９５６－２９６５，２９６８－２９６９，３００５ ###

はばひら 羽場平 鼎 名古熊 1228-1230 9 32

はばますがた 羽場枡形 飯田 飯田 上2407-2408 14 44

はばみちうえ はば道上 山本 久米 57 30 116

はばやま ハバ山 竜丘 駄科 28-29 9 83

ばばんちょう 馬場町 飯田 飯田
346ﾉ2,347ﾉ2,348-350,363-397,519-
531,533-537,539-543,545-547,552-590

17,18 40

ばばんちょうざか 馬場町坂 飯田 飯田 505-518 18 40

はまいば ハマ井バ 上久堅 中宮 744

はまいば 濱井バ 上久堅 中宮 745-746
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はまいば 濱井場 上久堅 堂平 9287-9296,9299-9301 4,13 86

はまいば 濱井場 上久堅 中宮 732,735-743 13 10

はまいば ハマイバ 上久堅 中宮 745ﾛ 13 10

はまいば ハマ井バ 千代 荻坪 438-439,445-446 19 12

はまいば ハマ井バ 千代 田力 797-799,803-813 15 20

はまいば 浜井場 千代 大郡
3111ﾛ,3489-3490ｲ,3638-3643,3645-
3648,3542-3543

10,19 154

はまいば 浜井場 千代 米峰 3989-3994 9 176

はまいば 浜井場 松尾 毛賀
910-933,937-939,944-952,986-995,1038-
1049,1053-1057

3,4 10

はまいば 濱井場 飯田 飯田
上3127-3158,3161-3188,3403-3407,3413-
3559,3570-3690,8185ﾉ5

17,18 47

はまいば 濱井場 上久堅 中宮 1481 13 10

はまいば ハマイバ 上久堅 原平 1475-1476,1482-1483,1598-1601 13 10

はまいば 濱井場 下久堅 下虎岩 2813-2824 3 44

はまいば 濱井場 龍江 石林 8608-8609 21

はまいば ハマイバ 龍江 今田 4728-4748 7 53

はまいば ハマイバ 龍江 安戸 7767-7782 14 53

はまいば 濱井場 千代 下村 510-511,514-526､531-533,535-540 4 94

はまいば 濱井場 千代 法全寺 3392-3396,3399-3408 24 81

はまいばやきだ 濱井場焼田 千代 法全寺 3397-3398 23,24 81

はまえば 羽前場 下久堅 南原 999-1002,1011 4 117

はやしいし 林石 山本 久米 1604-1606 32 140

はやしかけ 林掛 千代 下村 1315 6 113

はやしかげ 林影 千代 下村 1232

はやしくろ 林クロ 鼎 一色 178-182,212-216 6 32

はやしくろ 林くろ 伊賀良 中村 １２４，２５５，３０９ 92

はやしこし 林越 伊賀良 中村
１５４，１７３－１７４，２１１，２９８，３０２，３０４－３０
７，６５９－６６２，１０３３ 93

はやしこし 林越 山本 久米 1560-1562 32 144

はやしこし 林越 山本 久米 1857,1861,2063-2064 32 144

はやしこし 林越 山本 山本 2385-2391 21 15

はやしこし 林古シ 上郷 南条 ３２３７－３２４０ 10 70

はやしこし 林腰 山本 山本 4836-4840,4863-4869 10

はやしごし 林腰 竜丘 駄科 2566 17

はやしさい 林栽 伊賀良 中村 ２５１１ ###

はやしした 林下 下久堅 小林 476

はやしした 林下 山本 久米 1634 32 141

はやしじり 林尻 山本 久米 437 27,31 121

はやしぞえ 林添 三穂 立石 151-173 ,12 92

はやしぞえなかだ 林添中田 三穂 伊豆木 4449-4462 11 51

はやしそと 林外 上久堅 平栗 6035-6054 21 52

はやしのこし 林腰 龍江 今田 1647-1659 6 18

はやしのこし 林ノコシ 上久堅 中宮 1829-1834,1864 3 21

はやしのこし 林ノコシ 下久堅 小林 2980-2982 6 82
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はやしのこし 林ノ越 上郷 黒田 ２８０８－２８１１ 4 22

はやしのこし 林ノ腰 下久堅 下虎岩 2525-2526 2 39

はやしのこし ハヤシノコシ 下久堅 下虎岩 2552 2 39

はやしのこし 林ノコシ 龍江 安戸 7915-7920 14 67

はやしのこし 林ノ越 龍江 今田 1573-1582 6 18

はやしのこし 林ノ越 千代 下村
1180-1181,1194,1210-1212,1541-1551,1581-
1582

6 108

はやしのこし 林ノ越 山本 久米
203-204,1180,1182,1601-
1603,1801,2257,2264,2099-2105,2148-
2152,2155

28 15

はやしのこし 林ノ腰 龍江 今田 4326-4334 4,8 48

はやしのこし 林ノ腰 龍江 尾林 8363-8378 21

はやしのこし 林ノ腰 山本 山本 1413-1424,1880-1907 6 15

はやしのこし 林野越 千代 法全寺 3235-3241 24 77

はやしのこし 林ノ腰 竜丘 長野原 466-472 77

はやしのした 林ノ下 山本 久米 619-620 31 125

はやしのした 林ノ下 山本 久米 2061 33

はやしへり 林ヘリ 竜丘 駄科 538 10 97

はやまくぼ 葉山久保 山本 久米
958-966,969-972,1019,1022-1027,1075，
1082-1095，1100-1104，1108-1109，1112-
1119，1122

27,28 132

はら 原 伊賀良 上殿岡 ３６３，３８３－３８４，４３３－４３８ 12

はら 原 伊賀良 北方
２０９８－２１０５，２１１０－２１２２，２２１５－２２２６，
２２４１ 67

はら 原 鼎 名古熊 2291-2326,2491-2496,2612,2626,2628-26299,13 33

はら 原 上郷 黒田 １８７５－１８８２、１９３６－１９５０ 9 18

はら 原 上久堅 小野 5083-5093,5120-5153,5164ﾛ 17,20 43

はら 原 上久堅 小野
5413-5416,5421-5428,5431-5438,5446-
5463,5471

17,20

はら 原 上久堅 堂平 9212-9213 17

はら 原 川路 5135-5191,5194-5208 10 41

はら 原 下久堅 柿ノ沢 68-71 2 46

はら 原 下久堅 小林 431-433,435,437,738-757 7 73

はら 原 下久堅 知久平 206,213-214,220-223 3,6 88

はら 原 龍江 今田 6972-7000 4,8 62

はら 原 龍江 雲母 9215-9224 19 98

はら ハラ 竜丘 駄科 2656-2660 101

はら 原 千代 荻坪 497-501 16 15

はら 原 千代 下村 1473-1484､1500ﾛ 6 117

はら 原 竜丘 時又 141-145 14 64

はら 原 竜丘 駄科 1060-1073,1075-1076,1088,1098 101

はら 原 竜丘 駄科 2658-2659 14 101

はら 原 竜丘 長野原 755-758,767-798 14 81

はらいざわ ハライザハ 上村 下栗 1114 26,28 57

はらいづか 原伊塚 上村 下栗 1035 26,28 57

はらいめん ﾊﾗｲﾒﾝ 竜丘 駄科 1234 10 104



194

はらいめん 拂免 上郷 飯沼 １１６３－１１６７ 14 44

はらいめん 拂免 竜丘 駄科 1190-1192,1212-1218,1230-1231 10 104

はらした 原下 上久堅 小野 5345-5348,5361 8,20 46

はらじり 原尻 伊賀良 三日市場 １６０２－１６０３，１６０５－１６０６ 39

はらじり 原尻 上久堅 小野
5335-5344,5349-5351,5386-5390,5483-
5486,5491-5519

8,17 46

はらぞえ 原添 山本 竹佐 292-296,298-305 19,20 68

はらだ 原田 伊賀良 三日市場
１２８６－１２８７，１２９１－１２９２，１２９４－１２
９６，１３１３－１３２９，１３３５－１３５８，１３８７
－１３９７，１４４５

37

はらだ 原田 鼎 名古熊
2146-2148,2160-2161,2165-2167,2327-
2347,2615-2625

9,13 33

はらだ 原田 山本 久米 97-102 30 116

はらだ 原田 山本 山本 526-539 22 4

はらだ 原田 座光寺 原
1026-1029,1037-1058,1060-1081,1096-
1128

6 35

はらだ 原田 座光寺 萬才 1908-1916 7 35

はらだ 原田 竜丘 桐林 185-220,234-238 13,14 121

はらたいら 原平 伊賀良 大瀬木
３０３３－３０７３，３２９１－３３２１，３３２３－３４
７２，３５６３－３６０１

87

はらのした 原ノ下 下久堅 小林 434

はらのじょう 原ノ城 上郷 黒田
１１６－１１７、６６２－７１１，７１９－７２０，７２４－７
２５、９９６－１０７２，１１６１－１１６７ 10 2

はらのじょうみち
した

原城道下 上郷 黒田 ７５９ 5 7

はらのたいら 原ノ平 伊賀良 大瀬木 ３３２２，３６０２－３６２５ 87

はらのたいら 原ノ平 下久堅 下虎岩 1803-1836 14 30

はらはた 原畑 伊賀良 大瀬木 １２０９－１２４３，１２７３－１３００ 79

はらはた 原畑 千代 下村 1485-1486

はらはた 原畑 山本 山本 586-653,668-724､817-819、6721 22 5

はらばやし 原林 伊賀良 北方 ２８６５－２８６６ 70

はらみざか 原見坂 鼎 名古熊 1748-1752,1756-1757,1831-1864,2904 14 33

はらみや 原宮 鼎 名古熊 1735-1738,1753-1755,1758-1772,2905 14 33

はりくぼ 榛久保 南信濃 南和田 766,768～769 40 69

はりた はり田 上郷 南条 ３５０７

はりはら ハリハラ 竜丘 駄科 725ﾛ,737,742,751,763,765,767,768,778 16 100

はりはら ハリ原 松尾 毛賀 1566-1743 7,12 10

はりはら 針原 三穂 立石 753-770 12 102

はりはら 針原 山本 山本 3610-3613

はりはら ハリ原
竜丘

駄科 725ｲ,731,738-739,754-
755,759,766,768,771,784,859

16 100

はりはら 張原
竜丘

駄科 761-763,764,767,769-770,779-
780,783,785,794,799 16 100

はりまがいと 播磨垣外 三穂 立石 535-546 12 99

はりまもと ハリマ元 上郷 飯沼 2166-2168,2175ﾉ５－２１８７，２２１４－２２１８ 15 56

はりわら 張原 上郷 黒田 ８０７－８１３ 5 8

はるぼら ハル洞 山本 山本 6463-6464 4 59
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ばろいわ バロ岩 千代 荻坪 16-17,18ﾛ-20ｲ 14 1

ばろうさわ 場老沢 上村 中郷 266,269,272,275-285ｲ､286,295-300 13 57

ばろうさわ 場老沢 上村 程野 301-303 10 57

はろんり ハロンリ 南信濃 南和田 346 38,39 69

はわきがいと 羽脇垣外 三穂 立石 683-720 ,12 101

ばんかんやしき 播官屋敷 山本 山本 2053

はんげだ 半夏田 上郷 飯沼 ２２１９－２２２１ 15 57

はんざき 半崎 座光寺 高岡 4958-4959,4984-4987,5002 11 35

はんしゃくりやま ハンシヤ栗山 上村 下栗 1311-4,5 24 58

はんじやしき 半治屋敷 上久堅 森 4250 17 34

ばんじょう 番匠 三穂 立石 771-826 12 102

ばんじょうだ バン上田 下久堅 下虎岩 872  

ばんじょうだ 番匠田 上郷 黒田 ３５７２－３５７４、３５７７ 4 30

ばんじょうだ 番匠田 下久堅 柿ノ沢 599 6 54

ばんじょうだ 番匠田 下久堅 小林 3278,3399-3402 6

ばんじょうだ 番匠田 山本 山本 5006-5011､5023-5025 10 43

ばんじょうだ 番匠田 上郷 飯沼 ２００９－２０２１、３７０３ 15,16 54

ばんしょうづか 番匠塚 竜丘 駄科 611,677,681,685-690,714 12 99

ばんじょうつか ﾊﾞﾝｼﾞｬｳﾂｶ 竜丘 駄科 692,708 99

ばんじょうはた 番匠畑 三穂 伊豆木 677-683 15 11

ばんじょうばた バン上畑 下久堅 下虎岩 807-812 11 12

ばんじょうまち 番匠町 飯田 飯田 974-986,1044-1054

ばんじょうめん 番匠免 龍江 今田 4086-4110 4 45

ばんじょうめん 番城免 山本 山本 1441-1444 6,21 15

ばんじょうめん 番匠免 山本 竹佐 297,306-307,309-320,322-323ﾉ1,348-351 20 68

はんしろうやしき 半四郎屋敷 三穂 下瀬 218 　

はんだ 飯田 三穂 伊豆木 3522 16 41

ばんだ 番田 千代 毛呂久保
2466-2468､2469ﾛ､2472,2474-2475,2659-
2661ﾛ,2667ﾛ,2698-2701

7 138

ばんだ 万田 千代 毛呂久保 2444､2446,2452ﾛ 7 138

ばんだうえ 番田上 千代 毛呂久保 2470 7 138

ばんだした 番田下 千代 毛呂久保 2451-2452ｲ､2453､2461-2462 7 138

ばんだだいら 番田平 千代 毛呂久保 2469､2476  

ばんだだいら 万田平 千代 毛呂久保 2447

ばんだとうげ 番田峠 千代 毛呂久保 2471

はんなかだ 半中田 上郷 別府 １９２ﾉ２、２８０－２８８ 16 84

はんなかだ 半中田 下久堅 小林 3317,3321,3343-3356 18 84

はんなんだ ﾊﾝﾅﾝ田 竜丘 駄科 1600 111

ばんにゅうじ 番入寺 龍江 今田 5569-5596 13 57

はんのうた ハンノヲ田 下久堅 下虎岩 1107 11 17

はんのうだ ナンノヲ田 下久堅 下虎岩 1108-1111  

はんのうだ ﾊﾝﾅｳ田 竜丘 駄科 1582 10 111

はんのうだ はんのう田 上久堅 蛇沼 7322-7328 11 65
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はんのうだ はんのう田 龍江 尾林 8379-8380 21 76

はんのうだ 飯納田 竜丘 駄科 1581 10 111

はんのき ハンノ木 龍江 今田 4548-4567 8 51

はんのき 半ノ木 下久堅 柿ノ沢 359

はんのき 半ノ木 下久堅 小林 3133-3139,3325-3342 18 83

はんのき 半ノ木 龍江 今田 5318-5319 8 51

はんのき 半ノ木 千代 荻坪 595

はんのき 半ノ木 山本 山本 5583-5592､6081-6083 10 49

はんのき 半ノ木 座光寺 上野 3023-3035,3044-3045,3052ﾛ 6 35

はんのき 半ノ木 座光寺 萬才
1509-1510,1515-1519,1522-1540,1542-
1545，1551，1555-1583，1585,1608-1609

6,7 35

はんのき 𣜜木 千代 下村 667 4 97

はんのきいり はんノ木入 山本 久米 990,994-995

はんのきいり はんノ木入 山本 久米 1960-1962,1985 33 156

はんのきがわら 判ﾉ木河原 竜丘 上川路 331-334 5 151

はんのきぜ はんの木瀬 三穂 立石 1052ハ-1066 6 105

はんのきぜ はんの木瀬 三穂 立石 1228-1232 6

はんのきだ はんのき田 山本 箱川 809-810 16 104

はんのきはら 半ノ木原 千代 芋平 1556-1557､1598-1599 18 41

はんのきぼら 半ノ木洞 千代 毛呂久保 2247-2253,2418-2428 7,9 136

はんのた 半ノ田 龍江 石林 8610-8611 21 81

はんのた 半ノ田 三穂 伊豆木 5105-5108 11 64

はんのた 半ノ田 三穂 伊豆木 5182-5185 11 64

はんのたじり 半ノ田尻 千代 野池 1433 21 37

はんば 半場 伊賀良 上殿岡 ５８１－５８３，６３１－６３３，６３４，６３８ 16

はんば 半場 伊賀良 北方
１２３８－１２３９，１２４４－１２４６，１２７１－１２７５，
１２７９－１２８３，１２８５，１３０７－１３１２ 56

はんば 半場 鼎 名古熊
1350-1359,1363,1366,1368-1371,1376-
1379,1382-1395

9 33

はんば ハンバ 上郷 飯沼 ９１５－９１７、９７４－９８０ 15 42

はんば ハンバ 上郷 黒田
３３７２－３３７７、３３８２－３３８３，３３８６－３３８７，
３３８９，３３９１，３３９３，３４０７－３４１１、３００１－
３００９

4 25

はんば 半場 上村 上町 529-1,2 16,19 58

はんば 半場 下久堅 小林 494-506 6 75

はんば ハンバ 下久堅 下虎岩 2328 10 37

はんば 半場 下久堅 南原 451-459,489-491 5 111

はんば 半場 龍江 今田 3480-3483 3 37

はんば 半場 千代 米川 1963-1966 21 53

はんば 半塲 上村 下栗 1235～1237 23 58

はんば ハンバ 龍江 今田 3628-3646 3,7 37

はんば ハンバ 南信濃 木澤 18 2,11 69

はんば はんば 山本 久米 58

ばんば 番場 伊賀良 中村 ２１８１－２１９２ ###

ばんば バンバ 下久堅 下虎岩 2403-2423 2 37
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ばんば 番場 三穂 伊豆木 4890-4898イ 11 58

ばんばざか 馬場坂 上久堅 小野 5217 20 45

はんばだいら 半場平 下久堅 小林 451-452 6 75

ばんばとおやし
ろ？

番場遠社 千代 米峰 3766ﾛ 9 171

はんばやま ハン場山 竜丘 駄科 27 83

はんぼら ハン洞 伊賀良 中村 ３１４３，３１４５－３１４７ ###

はんまいば ハンマイバ 南信濃 南和田 279ﾛ 28 69

はんまいば ハンマイバ 南信濃 南和田 279 26 69

はんろくはた 半六畑 千代 法全寺 2952ﾛ-2960ｲ 26 73

ひあらいた ひあらい田 千代 毛呂久保 2539-2540ｲ 7  

ひいけ 樋池 鼎 上山 2675-2682,2696-2710,2715-2716 8 34

ひいけうらた 火池浦田 千代 下村 832-833 4 100

ひうけ 日うけ 山本 竹佐 583,594-596,599-602 20 74

ひうちざか 火打坂 竜丘 時又 526-528,536-537 14 61

ひうちだ 火打田 伊賀良 中村 ２６１５－２６１８，２６２０－２６２１，２６３０ ###

ひうちばら 火打原 座光寺 宮ノ前 2766-2767 10 35

ひうちやま 火打山 三穂 伊豆木 3119-3146 9 38

ひえた ヒエ田 飯田 羽場 242-248､369-379､518-524､621､748-749 13 5

ひえた ヒエ田 伊賀良 中村 ９１８－９１９ ###

ひえた ヒエタ 鼎 一色
15-16,19-32,63,95,107,116-119,152-
155,267-270,334,368-369,378

6,8 34

ひえた 冷田 鼎 切石 4599-4603,5018-5065 3 34

ひえた 冷田 上郷 飯沼 ２７２１－２７２２ 14 41

ひえた 冷田 山本 久米 1812

ひえた ヒヱ田 上郷 黒田 ３５５９－３５７１ 4 30

ひえだ ヒエ田 上郷 飯沼 ２１１３－２１２０ 15 41

ひえだ ヒエ田 松尾 水城 3415-3442,5587-5591 6,9 9

ひえだ 稗田 千代 芋平 1641-1643 18 44

ひえだ 稗田 千代 米峰 4299-4324 12 181

ひえだ 冷田 伊賀良 上殿岡 ６９３－６９６，６９８－７０６、７２０－７２５ 19

ひえだ 冷田 伊賀良 下殿岡 １－５４ 1

ひえだ 冷田 伊賀良 中村 １８５３－１８５４，２０４６ ###

ひえだ 冷田 鼎 上山 1852-1856,1883-1889 8,12 34

ひえだ 冷田 龍江 今田 4300-4319 7,4 47

ひえだ 冷田 千代 大郡 2705-2709､2738-2740,2744-2749 9,10 143

ひえだ ひへ田 上郷 南条 ３３５７－３３６４，３３７１，３４４２－３４４５、３６０９－３６１１15,16 72

ひえだ ヒヘ田 竜丘 駄科 623,1537-1549 95

ひえだ ヒヱ田 飯田 羽場 1046-1047 8 5

ひえだ ヒヱ田 上郷 飯沼 ８５９－８６０，８７９－８８１ 14 41

ひえだ ヒヱダ 竜丘 駄科 319-320,604,613 12 95

ひえだ ヒヱ田 座光寺 南市場 3811,3814-3821,3834-3840 8 36

ひえだ ヒヱ田
竜丘

駄科 513-514,536-537,568-569,580,595,621,693-
694

 95
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ひえだいり 稗田入 千代 米川 2289-2302 22,23 60

ひえだじり 稗田尻 千代 米峰 4295-4298､4325 12 181

ひえたぼら ヒエタ洞 下久堅 下虎岩 1360-1361 13 9

ひえだぼら ヒエダボラ 下久堅 下虎岩 619 13 9

ひえだぼら ヒヱ田洞 下久堅 下虎岩 1364 13 9

ひえはた ヒヘ畑 南信濃 南和田 1140

ひえばた ひへ畑 上郷 南条 ３６０３－３６０４ 15 78

ひえぼら 冷洞 山本 竹佐 524-538 19,29 73

ひがえり 日返り 山本 山本 6458 4 59

ひかけ 日掛 南信濃 和田 1777,1780～1784 23,35 70

ひかけ 日掛 南信濃 和田 1788 22,24 70

ひかけ 日かけ 上久堅 落倉 5899-5901,5907-5908 20 51

ひかけ ヒカケ 南信濃 木澤 455～456

ひかけ ヒカケ 南信濃 和田 1778 24 71

ひかげ ヒカケ 上久堅 下平 7759-7774,7789-7806 3 68

ひかげ ヒカケ 上村 下栗 938-ﾊ 31 58

ひかげ ヒカケ 上村 程野 180-ﾛ 3 58

ひかげ 日カケ 山本 箱川 756,918-919,922

ひかげ 日かけ 上久堅 森 4410-4411 17 38

ひかげ 日カゲ 鼎 一色 375 8 34

ひかげ 日カゲ 上郷 飯沼 ３０６９ 10 69

ひかげ 日かげ 伊賀良 中村 ８２２，２３６８－２３６９ 99

ひかげ 日かげ 上久堅 落倉 5875-5879,5881-5883,5787？

ひかげ 日蔭 上久堅 落倉 5869-5873,5880,5884,5890-5897 20 51

ひかげ 日影 上久堅 落倉
5865-5868,5873-5874,5878-5879,5886-
5889,5898,5902-5906,5916-5917

20 51

ひかげ ヒカゲ 上久堅 越久保 2524-2531,2534-2551 15 22

ひかげ ヒカゲ 上久堅 越久保 2494ﾛ-2951,2953-2965,3340ﾛ､3534-3538

ひかげ ヒカゲ 上久堅 蛇沼 6561-6562 10 59

ひかげ ヒカゲ 上村 中郷 251～252-1,2 10 58

ひかげ 日カゲ 下久堅 柿ノ沢 1991 7

ひかげ 日影 下久堅 柿ノ沢 609-611 6

ひかげ 日影 下久堅 柿ノ沢
953,3357-3370,3375-3378,1390-
1392,1404

7,19

ひかげ ヒカゲ 下久堅 上虎岩 1636,1697-1698,2248-2252,2301-2309 18

ひかげ 日カゲ 下久堅 下虎岩 1204-1205 11

ひかげ 日カゲ 龍江 今田 78-82 1 2

ひかげ 日カゲ 南信濃 木澤 11,761,177 15 70

ひかげ 日かげ 龍江 尾林 8199-8200

ひかげ 日蔭 下久堅 知久平 1831-1833 2

ひかげ ヒカゲ 竜丘 上川路 207-209,213-235 5 149

ひかげ ヒカゲ 南信濃 木澤 855～857 12 70

ひかげ 日かげ 山本 久米 522,535-536,539,544-545 31 133

ひかげ 日蔭 山本 久米 1841,1892-1894 28,32 133
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ひかげ 日蔭 山本 久米 2142,2147,2223,2272 33 133

ひかげ 日陰 千代 野池 1517 18 31

ひかげ 日陰 山本 久米 256-258,260-262 31 120

ひかげ 日影 伊賀良 上殿岡 ５５５－５５８，５９５－５９８，８３２－８３７ 15

ひかげ 日影 伊賀良 中村

７４４－７４７，８１４，８１８，８２３－８２６，８４５，８７
１－８７４，９３２，９３６－９４７，９５８，１２２１、１９３
２－１９３６，１９３８，１９４０－１９４１，１９７０－１９７
２

99

ひかげ 日影 伊賀良 三日市場 ５６，５９－６１，７１，７４－７６，７９－８０ 25

ひかげ 日影 鼎 一色 365-367 8 34

ひかげ 日影 鼎 名古熊 2072-2075,2084-2088,2093-2103,2111-211813 34

ひかげ 日影 上村 程野 44,46,57 6 58

ひかげ 日影 下久堅 下虎岩 2521-2522

ひかげ 日影 龍江 尾科 9354-9356

ひかげ 日影 千代 芋平 1629-1630､1634-1640 18 31

ひかげ 日影 千代 下村 879-881,883-884,897,899 4

ひかげ 日影 千代 野池
1251-1256,1497-1499,1518,1497-
1499,1518

18 31

ひかげ 日影 三穂 伊豆木 234-242 15 6

ひかげ 日影 山本 箱川 960,1037-1038 16 107

ひかげあん 日影庵 上村 程野 1-108～109,　.2-3,4,18～20,ﾍ 2 58

ひかげいした 日蔭井下 山本 久米 1837-1838,1840 32

ひかげがいと 日影垣外 伊賀良 三日市場 ９４１－９５１ 33

ひかげかわら 日陰川原 伊賀良 中村 ２３９ 95

ひかげかわら 日影川原 伊賀良 中村 ９３３－９３５ ###

ひかげさか 日カゲ坂 龍江 今田 3910-3915 3 44

ひかげざか 日蔭坂 千代 米川 2040-2042 22 55

ひかげざか 日影坂 千代 米川 2075,20802081

ひかけさわ 日影沢 南信濃 和田 1972ﾛﾊ

ひかけさわ 日掛沢 南信濃 和田 1700 21 70

ひかけざわ 日掛沢 上村 下栗 942,944 31 59

ひかけた ヒカケタ 下久堅 上虎岩 2087-2101 15

ひかけだ ヒカケ田 上久堅 蛇沼 7272-7297 23 63

ひかけだ 日かけ田 上久堅 蛇沼 7305,7310-7312 23 63

ひかげだ 陰田 三穂 立石 96 12 91

ひかげだ ヒカゲ田 龍江 安戸 7865-7868 14 66

ひかげだ 日カゲ田 山本 久米 521,537 31 133

ひかげだ 日かげ田 山本 箱川 760-761

ひかげだ 日影田 伊賀良 三日市場 １６６４－１６７８ 40

ひかげだ 日影田 龍江 今田 3395-3396

ひかげだ 日影田 伊賀良 上殿岡 ６８７ 15

ひかげだ 日影田 上久堅 平栗 6323-6336 10,21 55

ひかげだ 日影田 上久堅 蛇沼 7298-7300 23 63

ひかげだ ヒカゲダ 竜丘 駄科 2430 7 116

ひかげだ 日影田 千代 大郡 2987-2988,3359ﾛ 10 152
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ひかげだ 日影田 千代 毛呂久保 2188-2191 9 133

ひかげだ 日影田 千代 下村 484-491､494-495,501 4

ひかげだ 日蔭田 座光寺 上野
3070,3072-3077ｲ,3078-3082,3142-3144,3147-
3148

6 36

ひかげだ 日影田
竜丘

駄科 2020-2022,2431,2434,2436-
2438,2440,2443,2462-2463,2500

7 116

ひかげたいら 日影平 下久堅 南原 360-377 4

ひかげど ヒカゲド 上村 程野 2-1,2,11 2 59

ひかげはた 日影畑 千代 法全寺 2499

ひかげばた 日陰(蔭）畑 山本 久米 523,704,1727 31 133

ひかげばた 日カゲ畑 龍江 今田 3697-3704 3 40

ひかげばた 日かげ畑 山本 箱川 905-906

ひかげばた 日蔭畑 南信濃 南和田 1149ﾛ

ひかげばた 日蔭畑 山本 久米 1842

ひかげばたいえ
した

ヒカゲバタ家下龍江 雲母 9028-9032 20 93

ひかげばやし 日カケ林 上久堅 森 4460-4475 17 38

ひかげばやし ヒカゲ林 上郷 黒田 ３６８９－３６９５、３７３４－３７３９、３８３５－３８３７ 3,4 31

ひかげばやし 日カゲ林 上久堅 越久保 2528

ひかげばやし 日カゲ林 龍江 今田 1740 11 21

ひかげばやし 日影林 上久堅 落倉 5909-5917

ひかげばやし 日影林 下久堅 小林 161 7

ひかげばやし 日陰林 三穂 立石 1225-1227 6 107

ひかげぼら 日影 上久堅 上平 1995 13 22

ひかげぼら ヒカゲ洞 龍江 安戸 7902-7906 14 66

ひかげぼら 日影洞 上久堅 中宮 318-325 1 6

ひかげやま 日カゲ山 山本 箱川 1027,1090,1105 13,14 108

ひかげやま 日影山 竜丘 駄科 2441-2442,2460 7 116

ひかげやまひら 日影山平 竜丘 駄科 2439,2452 7 116

ひがし 東 伊賀良 上殿岡 ７３８ 20

ひがし 東 上郷 飯沼 ４２０－４２２ 19 35

ひがし 東 上郷 黒田 ４－１２、１８－２４，２８－３１ 5 1

ひがし 東 下久堅 知久平 42-47 6 86

ひがし 東 龍江 今田 3366-3368 7 35

ひがし 東 千代 荻坪 604 16 17

ひがし 東 千代 毛呂久保
2131ｲ､2132ｲ､2133､2135-2136､
2143,2148,2149,2150ｲ､2151,2154-2158，
2160

7,9 132

ひがし 東 千代 下村 1318,1320ﾛ､1395-1403,1498 3 113

ひがし 東 千代 米川 2208-2209 21 58

ひがし 東 山本 久米 1612-1614,1631 32 141

ひがし 東 山本 竹佐 886-889 20 81

ひがし 東 竜丘 時又 390,403,421-426 14 62

ひがしあと 東後 伊賀良 上殿岡 ７３９－７４４ 20

ひがしいり 東入 龍江 石林 8325-8326 16,22 75
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ひがしうえ 東上 千代 毛呂久保 2150ﾛ

ひがしかいと 東垣外 龍江 今田 3362-3365,4656 7 35

ひがしがいと 東垣外 鼎 東鼎 430-438,466-476 15 34

ひがしがいと 東垣外 山本 久米 1627,1629

ひがしがいと 東垣外 竜丘 桐林 795-801 13

ひがしがほら 東ヶ洞 下久堅 南原 1429-1430 7 122

ひがしかんとう 東ガンドヲ 上村 程野 4-10,11,13 2,3 59

ひがしざか 東坂 千代 野池 1443 21 34

ひがしさわばた 東沢端 三穂 立石 426-438 6,12 97

ひがしさんびゃくめ 東三百目 龍江 石林 8616 21

ひがししかいわ 東シカ岩 上村 下栗 984

ひがしじょう 東城 龍江 今田 400-432 ,10 4

ひがししんかわひ
ら

東新川平
竜丘

時又 636-638

ひがしだ 東田 山本 山本 3845-3848,3849-3890,5341-5349 10,19 37

ひがしだいら 東平 上村 中郷 339-2,6,　340-1,8,ｲ､ﾎ 13,14 59

ひがしだいら 東平 千代 毛呂久保 2132ﾛ

ひがしだな ヒカシダナ 下久堅 上虎岩 1294-1298,1300-1304,1336 17 137

ひがしだなとい ヒカシダナトイ下久堅 上虎岩 1337

ひがしつがいわ 東ツガ岩 上村 下栗 984-ﾛ 29,30 59

ひがしとのがいと 東殿垣外 三穂 立石 353-365 12 95

ひがしの 東野 飯田 東野 4283-4378 16 51

ひがしのうえ 東ノ上 上郷 黒田 １４－１５ 5,9 1

ひがしのした 東ノ下 山本 竹佐 884 20 81

ひがしのた 東ノ田 竜丘 長野原 440 13 76

ひがしのま 東ノ間 山本 久米 531,533-534 31 123

ひがしのまた 東ノ又 山本 久米 897

ひがしのやま 東ノ山 山本 久米 1734-1752 32,34 142

ひがしはた 東畑 上村 程野 166,174-177 7 59

ひがしはた 東畑 千代 野池 1267-1269,1298 18 32

ひがしはた 東畑 南信濃 和田 93,95,101～103 20 70

ひがしばた 東畑 山本 山本 2904 6 30

ひがしばら 東原 川路 4981-5036,5045-5134 9,13 41

ひがしぼら 東洞 龍江 石林 8727-8745 21 85

ひがしまい 東前 伊賀良 上殿岡 ７３６－７３７，７６３－７６４ 20

ひがしまえだ 東前田 千代 芋平 1565-1566 17 42

ひがしむかい 東向 千代 毛呂久保 2124

ひがしやかた 東屋形 南信濃 南和田 258

ひがしやま 東山 上久堅 上平 1488-1489,1527 13 16

ひがしやま 東山 龍江 石林 8331 16,22 75

ひがしやま 東山 山本 久米 1608-1609 33 142

ひがらい 日ガラヒ 南信濃 木澤 329～332 6 71

ひからき ヒガラキ 上村 中郷 271,274 11,15 59

ひがらき ヒカラキ 南信濃 木澤 25，26
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ひかりだ 光田 千代 下村 1713ｲ､1714-1715 36 121

ひかんやしき 被官屋敷 山本 山本 3945-3947

ひきまわし 引廻シ 下久堅 柿ノ沢 806 6

ひぐた ヒグ田 鼎 名古熊 693

びくた ビク田 鼎 名古熊 694 9 34

びくた びく田 上郷 南条 ３７２４ 19 82

ひくち 樋口 南信濃 和田 593,596～648,861～868ﾛ

ひぐち 樋口 上村 程野 138-6～17,ﾎ 9 60

ひぐち 樋口 下久堅 知久平 885-886 3 95

ひぐち 樋口 伊賀良 下殿岡 １３８６－１４１２ 4

ひぐち 樋口 鼎 下山 457-465,718-733 12,15 35

ひぐち 樋口 鼎 名古熊 1997-1998 13 35

びくにだ ビクニ田 上郷 飯沼 １５２３－１５２６ 14 47

びくにばた びくに畑 上郷 南条
３３４７，３３８８，３４１１－３４１６、３６２３－３６２７，
３６３６－３６４１ 15,16 72

ひくにんた ヒクニンタ 鼎 一色 211,221-222 6 35

びくや ビクヤ 下久堅 下虎岩 2634-2639,2642-2646 2 41

ひこえもんだ 彦右衛門田 飯田 羽場 209-220 13 3

ひこじゅうろう 彦十郎 千代 米峰 3859ﾛ､3881,3883-3891,4235-4236 12 173

ひこしろうだ 彦四郎田 飯田 羽場 750-751 8 16

ひこつどう ヒコツドフ 上村 下栗 1067～1069 26 60

ひさい 久井 松尾 久井 2161-2170,2218-2262,2511ﾉ2-2600 7 13

ひさし 檐 千代 下村 1437

ひじくり ヒジクリ 上村 下栗 1243､1244 26 60

ひしだ ひし田 山本 山本 5308-5312 10 46

びしゃでん ビシヤ田 竜丘 上川路 788-810 5 158

びじょう 美女 座光寺 萬才
1376､1381-1382,1386-1388,1393-1394,1402-
1405，1407，1448-1460，1464-1507，1511-
1514，1586-1592,1602-1603

6 36

ひじりいわ ヒジリ岩 千代 田力 1-8 14 1

ひじりがみ 火地里神 千代 毛呂久保 2532-2535 7 141

ひすえ 日末 南信濃 和田 2204ｲ,2205,2208 24,35 27

ひすえ ヒスヱ 南信濃 和田 2204ﾛ,2207 24,35 27

ひちょう 日丁 山本 山本
5433-5444,5500-5508,5515-5522,5534-5543，
5557-5563，5597-5610，5685-5693，5697-
5699，5708-5713

10,11 47

ひちょうおおた 日丁大田 山本 山本 5834-5848 10 47

ひちょうみちうえ 日丁道上 山本 山本 5548-5556 10 47

ひちろうがほら 七郎ヶ洞 伊賀良 中村 １６０４ ###

ひついわ ヒツ岩 川路 5323,5375-5386 13 45

ひついわ 櫃岩 千代 下村 648-656,658ﾉ2 1 97

ひつこやま ひつこ山 山本 久米 2017,2024-2025 33 150

ひつしま ヒツ（櫃）島 上村 中郷 456～461,469～471,478～482 17 60

ひつしまくぼ 櫃島久保 上村 中郷 478

ひっそり ひっそり 上郷 南条 ３７０７ 15 81
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ひつべぎ ヒツヘキ 龍江 今田 33-72 1,6 1

ひとつせ 一ツ瀬 龍江 尾科 9425-9456 18 104

ひとつだ 一ツ田 龍江 尾科 9408

ひとつだ 壱ツ田 千代 野池 1415 21 37

ひとつだ 一ツ田 上久堅 小野 4941-4942 20 42

ひとつだ 一ツ田 龍江 今田 3305-3307,3870

ひとつだ 一ツ田 三穂 伊豆木 776-777 　

ひとつだ 一ツ田 伊賀良 上殿岡 ９０８ 23

ひとつだ 一ツ田 伊賀良 北方 １５３１ 42

ひとつだ 一ツ田 伊賀良 中村 ２４９３－２４９５ ###

ひとつだ 一ツ田 上郷 飯沼 １６２６－１６２８ 14 49

ひとつだ 一ツ田 上久堅 平栗 6566-6472 21 57

ひとつだ 一ツ田 龍江 宮沢 8809

ひとつだ 一ツ田 千代 下村 1347 3 114

ひとつだ 一ツ田 千代 米川 1942  

ひとつだ ヒトツ田 竜丘 駄科 603  56

ひとつだ 一ツ田 竜丘 時又 903-904 14 56

ひとつつ ヒトツゝ 南信濃 和田 1739

ひとつづか 壱ツ塚 伊賀良 中村 ３３９１－３３９５ ###

ひとつとや 一ツ登屋 千代 下村 989-991､996 5 104

ひとつばし 一ツ橋 上郷 飯沼 １７４８－１７５１ 14 51

ひとつほつ 壱ツホツ 南信濃 南和田 347

ひとつぼつ 壱ツボツ 南信濃 南和田 347,348 39 71

ひともしはた 火トモシ畑 千代 野池 1279 18 32

ひどやま ヒドヤマ 上村 下栗 909 33 53

ひながいなば 日ナガイナバ 下久堅 上虎岩 2386-2389 15 144

ひなた 日向 伊賀良 北方 １１２７－１１３０ 52

ひなた 日向 上久堅 大鹿 8878-8880,8883ｲ 6 79

ひなた 日向 上久堅 小野 5154-5157 20

ひなた 日向 上久堅 風張 3990-3998,4032-4074 3,16 33

ひなた 日向 上久堅 平栗 6382-6384 10 56

ひなた ヒナタ 上村 下栗 1043～1045 26 60

ひなた ヒナタ 上村 程野 171-1,2,ｲ､ﾆ､178,180,180-1,2,ﾊ 9 60

ひなた 日向 下久堅 柿ノ沢 1976 8

ひなた ヒナタ 下久堅 上虎岩 734,1406-1407 15

ひなた 日向 下久堅 下虎岩 617-618,786-787,840,898-899 13 9

ひなた 日向 下久堅 知久平
1536-1544,1584-1585,1612-1621,1651,1655-
1656

3

ひなた 日向 龍江 今田 482-484,2215-2217,3708-3721 6,7 5

ひなた 日向 千代 下村 826 4

ひなた 日向 千代 米川 2136-2139 22 56

ひなた ヒナタ 南信濃 和田 1772～1774 25 71

ひなた 日向 三穂 下瀬 371ロ-372ホ 20 86

ひなた 日向 三穂 立石 330ロ-334 12 95
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ひなた 日向（ヒナタ） 上村 中郷 335,338-ﾛ､ﾆ 9 60

ひなたざか ヒナタ坂 上村 中郷 338 14 61

ひなたさわ ヒナタサワ 下久堅 上虎岩 706-707,1089-1090 15,17

ひなたさわ 日向沢 下久堅 上虎岩
1087-1088,1093-1110,1117-1118,1121-
1130

17

ひなたざわ 日向沢 下久堅 下虎岩 2711ｲ,2712,2715-2718,2722-2744 14 42

ひなただ 日向田 鼎 上山 3660-3672 6 35

ひなただ 日向田 鼎 名古熊 1241-1259,1287-1298 9 35

ひなたつくり 日ナタツクリ 南信濃 南和田 285 26 71

ひなたばた 日向畑 千代 下村 1265 3 112

ひなたばた 日向畑 千代 法全寺 3254､3257,3658 24 77

ひなたばた 日向畑 千代 米川 2134-2135 22 56

ひなたばた 日向畑 南信濃 南和田 838～839 39 71

ひなたばやし 日向林 山本 箱川 763-764 16 103

ひなたぼら 日向洞 下久堅 柿ノ沢 1926-1975 8

ひなたまえ 日向前 三穂 伊豆木 163-166 15 5

ひなたやま 日向山 上久堅 原平 1280-1281 12 14

ひなつちば ヒナツチバ 上村 下栗 1155,1157～1175 23,26 61

ひなみざわ 日並沢 下久堅 柿ノ沢 1582-1610,1613-1636 19 65

ひのきがつぼ 桧ヶ坪 松尾 寺所 5633-2 9 16

ひのきがほら 桧木ケ洞 三穂 立石 1132ロ-1140イ 106

ひのきざわ 桧沢 山本 山本 476,485-486,559-585,725-747,754-764 22 3

ひのきした 桧下 千代 大郡 3493

ひのきたいら 桧平 南信濃 南和田 781 40 72

ひのきのいり 桧ノ入 下久堅 小林 665-667

ひのきのさわ 桧ノ澤 山本 山本 5751 8 50

ひのきばた 檜畑 座光寺 宮ノ前 2597-2599 8 8

ひのきばやし 檜林 山本 山本 2350-2357 21 25

ひのきばらみちした桧木洞道下 下久堅 小林 180-182 7 71

ひのきぼら 桧洞 下久堅 小林 247-264 7 71

ひのきぼらみちうえ桧木洞道上 下久堅 小林 244 7 71

ひのきもと 桧本 千代 大郡 3491

ひのきもと 桧本 千代 米峰 4019

ひのぐち 樋ノ口 下久堅 南原 849 5 115

ひのさわ 樋ノ沢 鼎 切石
5066-5094,5114-5116,5124-5125,5086-
5089

3 26

ひので 日ノ出 伊賀良 北方 １３３３－１３３５，１４１５，１４０２－１４０４ 58

ひばりだ ヒバリ田 上郷 飯沼 １７０６－１７１０，１７１４、２０３４－２０３７ 14 50

ひばりだ ひばり田 上郷 南条 ３３５６，３３７７－３３７８ 16 72

ひび ひゞ 上郷 南条 ３５９９－３６００ 15 75

ひびばた ひび畑 上郷 南条 ３４９９－３５０２、３５９８ 16 75

ひふりばら 火振原 伊賀良 大瀬木 ２６０４ 85

ひむかいばた 火向畑 千代 下村 1915

ひめこやま ヒメコ山 上久堅 大鹿 8562-8563 5 74



205

ひめみや 姫宮 上郷 黒田 ３８４６－３８４８ 1 32

ひゃくしょうじ 百性地 飯田 羽場 1157 5 22

ひゃくしょうじ 百性持 飯田 羽場 1151-1154 5 22

ひゃくだ 百田 上久堅 平栗 6122-6124,6130-6141 10,21 53

ひゃくだ 百田 三穂 伊豆木 5000-5001 5,11 61

ひゃくだ 百田 下久堅 下虎岩 1131-1138 11 18

ひゃくだ 百田 千代 大郡 3555､3557,3559,3569 8 168

ひゃくだ 百田 山本 山本 992-1014 21 10

ひゃくだ 百田 山本 山本 5926-5934､5959ﾉ2-5963 11 51

ひゃくだ 百田 竜丘 上川路 189-196,197-ｲ 5 148

ひゃくたき 百瀧 座光寺 宮ノ前 2683ﾛ-2686 7 36

ひゃくたき 百瀧 座光寺 萬才 1773-1774 7 36

ひゃくにんしんで
ん

百人新田 座光寺 河原
5972-5979,5983-6011,6053-6058,6064-
6067,6073-6075,6116-6123,6133-6134,6138-
6143

14,15 36

ひゃくび ひゃくび 上郷 南条 ３７１０－３７１３

びやくぼ ビヤ久保 上村 程野 311-ﾛ

ひゃくめ 百目 龍江 尾林 8534  

ひゃくめ 百目 下久堅 柿ノ沢 524 18 52

ひゃくめ 百目 下久堅 小林 440-441,627-629 6 74

ひゃくめ 百目 千代 下村 138 3

ひゃくめ 百目 千代 法全寺 3457-3459,3490-3491 24 82

ひゃくめ 百目 千代 米川 2033ｲ､2034-2039,2044 22 55

ひゃくやま 百山 山本 久米 1290-1291 29 136

ひやけ 火焼 伊賀良 中村 ２６９６ 94

ひやけ 火焼 山本 山本 2117-2119 21 22

ひやけ 日焼 伊賀良 北方 １３７７－１３７９，１４００－１４０１，１４１９－１４２０ 59

ひやけ 日焼 伊賀良 中村

１６２，１６６，１８３－１８５，２０１，２８６，２９２－２９
７，３７３－３７５，３９２－３９３，１０１０，１１２０，１０
１２，１１３３，１２４１－１２４９，１６７－１６９，１７９，
２９０－２９１，３２０，３５８，６３４，６３８－６３９，６４
１，６８６，６９３－６９４，７２６，７３８－７４３，８１７

94

ひやけ 日焼 龍江 石林 8242-8245 15,21 73

ひやけ 日焼 山本 山本 3149-3155,3436-3444,5994-6008 11,20 22

ひやけ 日ヤケ 伊賀良 中村 ２６９２ 94

ひやけ ヒヤケ 上郷 飯沼 ９０２－９０５，９１８－９２５ 15 42

ひやけ 日ヤケ 千代 芋平 1751-1752 18 47

ひやけ 日やけ 山本 山本
5416-5432､5458-5465､5919-5925,5935-
5942,5955-5959

10,11 47

ひやけた 日ヤケタ 上久堅 下平 7978ﾆ-7980 5 70

ひやけだ 日や希田 山本 久米 103-104,110-114,116､267 30 116

ひやけだ ヒヤケ田 上久堅 小野 5284-5289,5365 8,20 45

ひやけだ 日やけた 山本 竹佐 1049-1050,1064-1065,796-798 21,28 78

ひやけだ 日ヤケ田 龍江 今田 3533-3534,3739-3744 3,7 38

ひやけだ 日ヤケ田 山本 久米 668,686-687 31,32 116
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ひやけだ 日やけ田 伊賀良 中村 ８０９－１ ###

ひやけだ 日やけ田 山本 久米 686-687,1858-1859,18711126-1127 28,32 116

ひやけだ 日ヤケダ 上久堅 下平 7981-7983 5 70

ひやけだ 日焼田 上久堅 堂平 9281-9296 4 87

ひやけだ 日焼田 龍江 尾科 9342 18 101

ひやけだ 日焼田 三穂 伊豆木 4434ロ-4448 11 51

ひやけだ 日焼田 千代 大郡
3436-3437,3439-3442,3506ｲ､3513-3514､
3519-3526,3529

10 164

ひやけだ 日焼田 千代 下村
513,982,1233-1236,1332ﾛ､1339-1341､
1346,1379-1380,1383,1385-1386,1420

3,4 94

ひやけだ 日焼田 千代 米峰 3724-3726,3735 10 170

ひやけななどおり 日ヤケ七通リ 伊賀良 中村 ２４９８－２４９９ ###

ひやけばた 日焼畑 龍江 尾林 8409-8432 16,22 77

ひやけばた 日焼畑 千代 下村 513ﾉ2,513ﾉ3

びやざわ 比矢沢 上久堅 堂平 11724-11737,11786-11790 9 89

ひやだ ヒヤ田 上郷 飯沼 １１１８，１１２２－１１２７，１１３１－１１３２ 14 44

ひやだ 日谷田 千代 荻坪 228-229 19 8

びやだ ビヤ田 鼎 名古熊 689-690 9 35

びやど ビヤド 竜丘 駄科 449-450,561,570-572,579 10 94

ひやなぎ ヒヤナキ 南信濃 南和田 1152

ひょううえもんつく
りだ

兵右エ門作
田

南信濃 南和田 58 42 72

ひょうこうむね 兵九峰 伊賀良 三日市場 ２８９－２９１ 29

ひょうさか 兵坂 南信濃 和田 1763

ひょうさか 兵坂 南信濃 和田 2257～2259 34 72

ひょうさか 兵坂 南信濃 和田 2108～2114

ひょうざわ 兵沢 南信濃 和田 919～923,2529 29 72

ひょうじま 兵嶋 南信濃 和田 782 30 72

ひょうだ 瓢田 千代 毛呂久保 1972,1973ﾛ-1974 7 127

ひょうぶ 兵部 鼎 下山 1347-1350 12 35

ひよしま ヒヨシマ 南信濃 南和田 881 37,57 73

ひら ヒラ 上郷 飯沼 ２２９５－２３００，２３０４ 10 58

ひら ヒラ 下久堅 下虎岩 895-896,901-902 11 14

ひら 平 下久堅 知久平
836-337,841-843,848-851,1215-1217,1242-
1246

3 94

ひら ヒラ 龍江 今田 304-338 1 3

ひら 平 龍江 今田 1565,3392,3860-3862 6,7 18

ひら ヒラ 竜丘 駄科 2654-2655

ひら ひら 山本 久米 1882,1900 32 148

ひら ひら 山本 久米 2168,2189,2201 33 156

ひら 平 座光寺 宮ノ前 2719-2721

ひら 平 座光寺 欠野 5180,5217-5218 12 36

ひら 平 竜丘 時又 152-155 14 64

ひら 平 竜丘 長野原 763-766 14 64
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ひらいわ 平岩 上久堅 下平 7969-7970,8012-8016 3 69

ひらいわ 平岩 下久堅 知久平 1545-1550,1557-1565 3 100

ひらいわ 平岩 龍江 今田 2138-2145 7 25

ひらいわ 平岩 千代 下村 1103-1105

ひらいわ 平岩 山本 山本 1132-1139 21 11

ひらがき 平垣 竜丘 駄科 1149-1151

ひらくり 平栗 南信濃 南和田 75

ひらぐり 平栗 飯田 丸山 6705-6730,6739ﾉ3,6747-6756,6763-6866 6,7 33

ひらぐり 平栗 山本 箱川
653-658,676-680,1001-1007,1014-1020,1024-
1025

13,16 101

ひらさわ 平沢 飯田 羽場 1183-1185

ひらさわ 平沢 飯田 羽場
1672-1690,1721-1742,1746-1749,1751-
1793,1798-1882

4 26

ひらさわ 平沢 南信濃 和田 1737,1740～1741-3 22 16

ひらさわ 平沢 山本 山本 1120-1126,1131 21 11

ひらさわ 平澤 上郷 飯沼 ２６２０，２６２２－２６２３ 14 63

ひらさわ 平澤 山本 竹佐 839 20 80

ひらさわ 平澤 山本 山本 1087-1093,1095-1099 21 11

ひらじ 平地 座光寺 上野
2824ﾉ7-2826,2907-2909,3306-3309,3314-
3325,3327ﾉ4-3329,3485-3487ｲ,3487ﾛ-
3488,3499

10 37

ひらじ 平地 座光寺 中市場 3538 11 37

ひらしろ 平城 南信濃 和田 2265　,2268 19 73

ひらしろ 平城 南信濃 和田 1691 21,33 73

ひらた 平田 伊賀良 大瀬木 １００４－１０２２ 78

ひらた 平田 龍江 今田 3489

ひらだに 平ダニ（ひ） 上村 中郷 294,294-ﾛ 　

ひらちゃばた 平茶畑 飯田 羽場 2339,2345-2347,2348-2350 9 29

ひらつか 平塚 竜丘 駄科 203,217-223,226-228 9 91

ひらつか 平塚 竜丘 駄科 1691-1693,1709-1710,1713 9 91

ひらのうえ 平ノ上 龍江 今田 1666-1672 6 18

ひらはた 平畑 上郷 黒田 ３２３６－３２４３、３２４８，３２５３－３２５６ 4 27

ひらはた 平畑 龍江 今田 1568-1569,3467-3479 3,7 18

ひらはた 平畑 龍江 宮沢 8786 23

ひらはた 平畑 千代 下村 825,827-828,1430 4 100

ひらはた 平畑 南信濃 木澤 661

ひらはた 平畑 山本 久米 614-615,1138-1140 28,32 125

ひらはた 平畑 山本 箱川 462

ひらはた 平畑 龍江 尾科 9487-9494 19,24 105

ひらばた ひら畑 上郷 南条 ３６０１－３６０２ 15 78

ひらばた 平畑 飯田 羽場 729-730 8,17 15

ひらばた 平畑 上郷 飯沼 ２３９４－２３９９ 15 60

ひらばた 平畑 上久堅 平栗 6065-6082 21 52

ひらばた 平畑 上久堅 森 4433

ひらばた 平畑 三穂 伊豆木 4496ハ-4504 10 52
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ひらばた 平畑 伊賀良 上殿岡 ３１２－３２３，３５２－３５３ 11

ひらばた 平畑 山本 山本 5303-5307 10 46

ひらはたきたぼら 平畑北洞 龍江 宮沢 8789-8800 15,21 86

ひらばやし 平林 鼎 切石 5089,5117-5123,5126-5132,5117-5122 2,3 35

ひらばやし 平林 千代 芋平 1718-1728 18,32 46

ひらばやし 平林 山本 久米 558,599-601,624-628 31 124

ひらばやし 平林 山本 久米 2092-2094,2096-2098 33 151

ひらばやし 平林 山本 竹佐 37,68-69,92 19 65

ひらばやし 平林 山本 箱川 348ﾛ-358,392,396-397 18 96

ひらばやし 平林 山本 山本
5192-5203,5208-5210､6105ﾉ4-6107､
6127,6105ﾉ4-6107,6127

9,10 45

ひらひらだ 平平田 竜丘 駄科 1620 10 112

ひらまつ 平松 山本 箱川 910-911,916-918,936,951 16 106

ひらみ ひらみ 千代 法全寺 3541-3550 11,13 83

ひらやしき 平ヤシキ 下久堅 知久平 1762-1763 2 102

ひらやしき 平屋敷 下久堅 知久平 1760

ひらやま 平山 下久堅 柿ノ沢 607 6 55

ひらやま 平山 龍江 今田 3693-3696 3 40

ひらやま 平山 三穂 下瀬 467 20 89

ひらゆわ 平岩 南信濃 木澤 656～658､662～671 4,10 73

ひりた ひ里田 上久堅 小野 5588-5590

ひるいば 晝場 上郷 飯沼 ３９２－３９８、９６６－９６７ 19 34

びるた 蒜田
竜丘

桐林 2420-2428,2434-2460,2463-2472, 2517-
2579

3,11
141

びるだ ビル田 伊賀良 大瀬木 ２２３３－２２５７ 84

ひるみ ヒルミ 下久堅 下虎岩
645-654,658-663,667-686,1240-1242,1290-
1292

13 9

ひるやすみば 昼休場 千代 米川 1777-1780

ひろかわら ヒロ川原 竜丘 駄科 2110

ひろた 広田 三穂 伊豆木 5266-5269 11 67

ひろた 廣田 山本 山本 1191-1203 12

ひろた 広田 座光寺 清水 4750-4751 11 37

ひろっぱらかた 廣原片 伊賀良 下殿岡 １１０４－１１７１ 3

ひろにわ ひろには 上郷 南条 ３６１３ 15 79

ひろはた 廣畑 鼎 一色 87,96-106,289-290 6 36

ひろはた 広畑 座光寺 高岡 4818-4819 11 37

ひろはた 廣畑 座光寺 上野 2836

ひろまち 広町 上郷 飯沼 ２７０３－２７１５、２７７２ 14 64

ひろみ 広見 伊賀良 中村 １４５２，１４５５，１４５７－１４５９ ###

ひろみ 廣見 上久堅 蛇沼 7101-7103,7107-7113 11 61

ひろみぼうずだ 廣見坊主田 上久堅 蛇沼 7100

ひわた ひハ田 上久堅 小野 5594 8 47

びわだ びハ田 上久堅 小野 5574-5586,5591-5593 8 47

びわだ ビワ田 龍江 今田 4475 8 49
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びわだ 枇杷田 上久堅 小野 5569-5573 7,8 47

びわだ 琵琶田 龍江 今田 2396-2400 6 29

びんだ ひん田 龍江 今田 1525 6 16

ひんまし 引廻 竜丘 駄科 2032,2433,2435,2461,2502 8 112

ひんまわし 引廻シ 竜丘 駄科 1614-1619,1624-1628,1631,1634-1655,243310 112

ひんまわし ヒンマワシ 上久堅 越久保 2857-2861 18

ぶいた ブイタ 下久堅 下虎岩 2424-2431 10

ぶいだ ブイダ 下久堅 下虎岩 2315-2321 10 36

ふえだけ 笛竹 南信濃 和田 870～871

ふえふき 笛吹 伊賀良 北方 １０１－１２２，１５９－１８７，３３０－３３５ 43

ふえふきだ 笛吹田 上郷 飯沼 １９２１－１９２５ 15 53

ふかさわ フカサハ 下久堅 下虎岩 2324-2327 10

ふかさわ フカサワ 下久堅 下虎岩 986-999,1002 11 16

ふかさわ 深沢 下久堅 下虎岩 1003-1006 11 16

ふかざわ 深澤 山本 山本 6131-6146 7 53

ふかせ フカセ（ゼ） 上村 上町 556-1,2～560,572,573,575,578,594～600､62918,20 61

ふかた 深田 山本 竹佐 253-257,259-261,1002,737-739 19,28 66

ふかだ フカ田 上郷 飯沼 ２２６４－２２６７

ふかだ ふか田 龍江 雲母 9063-9064 19 93

ふかだ フカダ 上郷 飯沼 ２２０６－２２０９，２２２４－２２２５、２２５２－２２５５ 15 57

ふかだ ふか田 上郷 南条 ３６７１－３６７２ 15 80

ふかだ 深田 上久堅 小野 4687-4694,4697-4700,4752-4755、4756ﾛ 19,20 40

ふかだ 深田 龍江 今田 4517-4519 8,7 51

ふかだ 深田 千代 毛呂久保 2458-2460 7 139

ふかだ 深田 千代 米峰 3953 9 175

ふかだ 深田 千代 米川 886 17 22

ふかだ 深田 山本 久米 1493-1495,1539-1541,1544,1583,1589-159032 143

ふかだ 深田 山本 箱川 213,215-219,285-287 18 93

ふかだ 深田 山本 山本 1729-1731,3624-3635,3727-3748 21 18

ふかぬま 深沼 鼎 上山 3801ﾛ,3802ﾛ,3803ﾛ,3804 6 36

ふかぬま 深沼 三穂 下瀬 221-222 18,20 81

ふかぬまだ 深沼田 鼎 上山
3796-3801,3802,3803,3805-3807,3850-
3853,3856-3859

6 36

ふかぼら 深洞 龍江 今田 1042-1056 11 10

ふかぼら 深洞 千代 法全寺 3162-3163,3165､3242-3246 24,27 75

ふかぼり 深堀 上久堅 上平 1503 13 18

ふかぼり 深堀 上久堅 越久保
2518-2523,2531ﾛ-2533,2552-2598,2602-
2645

15 18

ふかやまぐち 深山口 千代 荻坪 457,463-465,470 16 13

ふきあらし 吹嵐 飯田 山 8171-8175

ぶぐいり ぶぐ入 龍江 尾林 8551-8559 22 78

ふくおか 福岡 上郷 黒田 ６４４－６５１、６５３－６５７、１２４２－１２５９9 6

ふくおか 福岡 龍江 今田 1586-1646 6,11 20

ふくおかやま 福岡山 龍江 今田 1736-1739 6,11 20
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ふくざわ 福沢 龍江 今田 7001-7040 4 62

ふくしま 福島 飯田 羽場
722-726,1074-1075,1076ﾉ2-
1084,1144,1150

8 15

ふくしま 福島 上郷 黒田 １３０４－１３１２、１３２１－１３２３ 9 12

ふくじん 福神 龍江 今田 2284-2300 6 27

ふくだ 福田 川路 2845-2863,2865-2874 7 27

ぶくだ 仏供田 川路

ふくだや 福田屋 千代 毛呂久保 2043 6 129

ふくのみや 福宮 竜丘 駄科 2565 13 76

ふくべた フクベタ 龍江 今田 1783-1820 12,18 22

ふくべだ 瓢田 竜丘 桐林 1429-1431 8 131

ふくみや 福宮 竜丘 時又 46-47 17 76

ふくみや 福宮 竜丘 長野原 459-465,473-477,479-493,497 13 76

ふくめん 福面 山本 久米 655-656,666-667 32 126

ぶくめん ブクメン 上郷 黒田 ４０７１－４０７５、４０９７－４１０８，４１１５－４１１８ 3 33

ふくろがいと 袋垣外 山本 山本 2965-2979,3004-3009 9 31

ふくろざき 袋崎 飯田 飯田 96,98-102,118,123-127,130,173ﾉ7 16,17 38

ふくろぼら 袋洞 下久堅 柿ノ沢 619-638,654-674 6 56

ふくろぼら 袋洞 竜丘 上川路 138-139 12 141

ふくろぼら 袋洞 竜丘 桐林 2510-2516,2580-2590,2647-2654,2688ﾛ 12 141

ふくろぼら 袋洞 竜丘 時又 1220-1221 12 141

ふご フゴ 上村 中郷 472-1～7 17 61

ふこうじ ふこうじ 三穂 伊豆木 3029ロ-3036 10 37

ふじ フジ 上久堅 越久保 2906-2907 18 27

ふじお 藤尾 千代 毛呂久保 2202 9 134

ふじがくぼ フヂガクボ 川路 1349-1354 3 20

ふじきい 藤樹井 竜丘 長野原 419-424 13 75

ふじくらだ 藤蔵田 鼎 一色 305,342-343 8 36

ふじさげ 藤下げ 三穂 下瀬 477 ,21 89

ふじだいら 藤平 上久堅 平栗 6142-6193 8,10 53

ふじつか フシ塚 上郷 南条 ３２０５ 11 70

ふじつか 藤塚 川路
3990-3992ｲ,3993,4275-4393,4420-4421,4395-
4398

10 38

ふじつか 富士塚 伊賀良 大瀬木 ３５５５－３５６２，３６８２－３７３４，３９５１－３９７０ 88

ふじつか フジ塚 竜丘 長野原 701 17 80

ふじつか 藤塚 竜丘 上川路 503-507 4 154

ふじつか 藤塚 竜丘 時又 101-104？,146-151 17 64

ふじつか 藤塚 竜丘 駄科 2646 17 154

ふじつか 藤塚 竜丘 長野原 759-762 17 154

ふじづか 不二塚 上郷 黒田 ４０２６－４０３８ 3 33

ふじづか 富士塚 伊賀良 北方
２６８４－２７５９，３２０３－３２９６，３２３４ﾛ、３２８３
－３３２８ 69

ふじづか フジヅカ 下久堅 下虎岩 1299-1300,1302,1350-1357,1378-1429 13 20

ふじづか 冨士塚 下久堅 下虎岩 1349 13 20
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ふじつかだいら 冨士塚平 下久堅 下虎岩 1301 13 20

ふじづかたいら フジヅカタイラ 下久堅 下虎岩 1305-1306 13 20

ふじづかだいら フジヅカ平 下久堅 下虎岩 1298 13 20

ふじつかはら 藤塚原 伊賀良 三日市場 ９１５－９２３ 32

ふじつかばら フジツカバラ 下久堅 下虎岩 1377

ふじなえ フジナヘ 竜丘 桐林 1285,1305-1312

ふじのき 藤ノ木 上郷 黒田 ８１４－８２５ 5 8

ふじのき 藤ノ木 上郷 黒田 ５５３３－５６１０，５６２２－５６２４ 5 8

ふじのき 藤ノ木 上郷 別府 ２７２９－２７９６，２７９８ﾉ３、２８０２－２８０３5 8

ふじのき 藤ノ木 上久堅 中宮 456-480､584-588 1,3 8

ふじのき 藤ノ木 三穂 伊豆木 4601-4613 10 53

ふじのき 藤の木 上久堅 平栗 6283-6290 10 55

ふじのき 藤乃木 飯田 羽場 407-413､415､1003､1024-1025 8 9

ふじのき 藤ノ木 座光寺 共和 3992,3999-4004 9 37

ふじのき 藤ノ木 座光寺 上野 3458-3467,3473-3476,3478,3501-3502 11 37

ふじのき 藤ノ木 座光寺 清水 4676-4677,4680-4681 11 37

ふじのき 藤ノ木 座光寺 中市場 3535-3537 11 37

ふじのき 藤ノ木 竜丘 上川路 1130,1136-1147

ふじのきだ 藤ノ木田 伊賀良 中村 １８５５－１８５６，１８６９ ###

ふじのきみちみな
み

藤ノ木道南 飯田 羽場 1434-1435 4 25

ふじはな 藤花 南信濃 木澤 1382～1384 15,21 73

ふじむかい 藤向 上村 下栗 900

ふじもと フシ本 上郷 南条 ３４７５－３４７６ 15,16 74

ふじもと ふじ本 三穂 伊豆木 197-230 15 6

ふじや 藤屋 千代 大郡 3051 19 157

ふじやま 富士山 下久堅 南原 809-810,815-816 5 115

ふじやま 富士山 三穂 伊豆木 5807-5816 　

ふじやま 藤山 川路 8042-5044 12 45

ふじやま 藤山 龍江 今田 3544

ふじやま 藤山 三穂 伊豆木 14-26 15,16 2

ふじやま 冨士山 千代 下村 1231 3 111

ふじやました 藤山下 飯田 飯田 上3349-3402 20 47

ふしんだ
ふしん（婦
人）田

上郷 別府 ５８６ 17 89

ふすいびら 臼井平 伊賀良 三日市場
８９９－９０１，９０６－９１１，９３６－９４０，１５７
８－１５８４，１５８８－１５９０

32

ふたい 二タ井 川路 5979-6132 14 44

ぶたい 舞タイ 伊賀良 中村 ２４８０－２４８８ ###

ぶたい 舞台 伊賀良 中村 ８８５－８８６，８９１、２８７６－２８７７ ###

ぶたい 舞台 鼎 名古熊 1986-1988 13 36

ぶたい ブタイ 上郷 飯沼 ９６２、９７３，９８４ 15 42

ぶたい 舞臺 鼎 名古熊 662-669 9 36

ふたえ 福多恵 三穂 下瀬 387-394 18 86
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ふたご 二子 龍江 今田 2224-2243 6,7 26

ふたごいり 二子入 龍江 今田 2193-2214 7 26

ふだたてば 札立場 川路

ふたつさわ 二ツ澤 下久堅 南原 272-277 4 108

ふたつざわ 二ツ沢 龍江 今田 5091-5098 12,13 56

ふだつじ 札辻 飯田 大平 8088

ふだつじ 札辻 千代 毛呂久保 2061-2063､2109 6 130

ふだつじした 札辻下 千代 毛呂久保 2064 6 130

ふたつだ 二ツ田 千代 田力 130､134-135 16 4

ふたつだ 二ツ田 伊賀良 上殿岡 ５８４－５８５ 16

ふたつだ 二ツ田 伊賀良 中村 ２３７３－２３７４，２３８８－２３９０，２４６２，２４８９ ###

ふたつだ 二ツ田 千代 法全寺 3534-3539 11 83

ふたつだ 二ツ田 飯田 羽場 973-974

ふたつだ 二ツ田 上郷 別府 ５３６ 17 89

ふたつだ 二ツ田 山本 山本 2935-2936

ふたつづか 二ツ塚 伊賀良 北方
２６１６－２６２０，２６１２－２６１４，３３９９－３４
１５，３４２０－３４２４

69

ふたつづか 二ツ塚 竜丘 時又 24,29-30 13 72

ふたつづか 二ツ塚 竜丘 長野原 235-237,241-246,272-277,279 13 72

ふたつづかい 二ツ塚井 竜丘 長野原 249,255-257 13 72

ふたつやま 二ツ山 伊賀良 中村 ５９５－５９９，６０１－６１６，６５４，６５７ 97

ふたつやま 二ツ山 山本 山本 2-193､291-321､347-387 22,25 1

ふたつわけ 二ツ分 座光寺 共和 3982-3983,3987-3981,3993-3998 8,9 37

ふだば 札場 上郷 別府 １３５６，１３５８、１６７４－１６７８，１６８０－１６８１ 16 97

ふだば 札場 千代 下村 898 4 101

ふだば 札場 竜丘 長野原 437-439,506-508 13 75

ふだばい 札場井 竜丘 長野原 431-434 13 75

ふちた 渕田 川路 2482-2570 6 24

ふちだ フチ田 下久堅 下虎岩 982-985  

ふちだ フチ田 下久堅 知久平 608-609,1807-1815,1817-1818,1828-1829 3 92

ふちだ ふち田 伊賀良 中村 ２８３５－２８３７ ###

ふちだ 淵田 下久堅 下虎岩 979-981 11 16

ふちだ 渕田 下久堅 知久平 610-624,1796-1799 2 92

ふちだ 渕田 上郷 飯沼 ３９９－４０２ 19 35

ふちだ 渕田 上郷 別府 １０９７－１０９９、１２２４ 16 95

ふちだ 渕田 上久堅 大鹿 8854-8856

ふちだ フチ田 座光寺 高岡 5003-5004

ふっきめん 冨貴免 上郷 別府 ６９５－６９６、８３５－８４６ 17 91

ぶっくいり ぶっく入 龍江 尾林 8504 22 78

ふつくで フツクデ 下久堅 下虎岩 1527-1530,1531-1536,1566-1567 11 25

ぶつくめん 仏久免 三穂 下瀬 225-229イ 18 81

ぶつくめん 佛具免 龍江 尾林 8447 22 78

ぶつくめん 佛具免 千代 下村 945､948-950 4 102

ぶつくめん 佛具免 千代 米川 890-891 18 22
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ぶっし 佛師 竜丘 桐林 1729-1735,1834-1838 11 133

ぶつそう ブツソフ 上村 程野 156-1～6 9,10 61

ぶでん ぶでん 伊賀良 中村 ８０９－９，８１１ ###

ぶと ブ戸 南信濃 木澤 848～849 12 74

ふどうぼう 不動坊 千代 法全寺 3083 24 74

ふどうぼうとうげ 不堂防峠 千代 法全寺 2844丙ﾊ 25 71

ふどうぼら 不動洞 三穂 立石 174-176イ 12 92

ふなくぼ 舟久保 上村 程野 35,　53-6～15,17,18,ﾍ､54,　55-1,2､172-1 6,7 62

ふなくぼ 舟久保 三穂 伊豆木 4474-4481イ 10 52

ふなくぼ 舟久保 山本 箱川 896,908,937 16 105

ふなくぼ 舟久保 龍江 石林 8275-8324 15,22 74

ふなくぼ 船久保 上久堅 小野
5661-5662,5667-5668,5671,5685-5692,5696-
5699

8,20 49

ふなくぼ 船窪 上久堅 小野 5659-5660,5663-5666,5669-5684,5700-57018,20 49

ふなこしだ 船越田 上郷 飯沼 １８９６－１９０４ 15 53

ふなと 舟渡 下久堅 下虎岩 970  

ふなと 舟渡 竜丘 時又 467-468,517 14 61

ふなば 舟場 千代 下村 719-723,726-731ﾉ2 4 98

ふなばやし 舟林 下久堅 下虎岩 913-940 11 15

ふりまつ 降松 松尾 代田 1801-1936 7,8 8

ふるいだ フルイダ 上郷 黒田 ４０９４－４０９６、４１０９－４１１３ 3 33

ふるいちば 古市場 座光寺 上野

2889-2904,2917-2919,2924,2944-
2945,2953-2982,2985-2996,3002ﾊ,3130
ﾊ,3169-3177,3181-3189,3191-3216,3237-
3252,3272-3277

10 37

ふるいばやし 古井林 上郷 飯沼 ３０７８－３０８０ 10 69

ふるがいと 古垣外 下久堅 柿ノ沢 600,602-606,608,675-710 6 55

ふるがいと 古垣外 下久堅 南原 521-528 5 112

ふるかわ 古川 伊賀良 中村 ２２８２－２２８３ ###

ふるかわ 古川 川路 13-17,52-56,90-101 1 7

ふるこうじん 古庚申 下久堅 小林 3304-3311,1313,3318-3320,3322-3324 18 84

ふるしま 古島 山本 山本 5471-5498､5635-5649 10,11 48

ふるしままえだ 古島前田 山本 山本 5650

ふるじょう 古城 鼎 名古熊 1573-1580,1584-1585 12,14 16

ふるじょう 古城 松尾 八幡原 1001-1138 3 3

ふるじょう 古城 山本 箱川 404-408,498-500 17 97

ふるじょう 古城 伊賀良 北方 １２２２－１２２３ 55

ふるじょう 古城 上郷 南条 ３２３２－３２３３ 10 70

ふるじょうきただ
いら

古城北平 上郷 南条 ３２４８

ふるじょうした 古城下 座光寺 中河原 5609-5610,5623-5629 11 17

ふるじょうひがし
だいら

古城東平 上郷 南条 ３２４９－３２５１ 10 70

ふるてら 古寺 三穂 下瀬 253-258 21 82

ふるでら 古寺 上久堅 上平 2142,2202-2286 13,16 23
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ふるみち 古道 下久堅 小林 426-430 7 73

ふるみや 古宮 下久堅 南原 1249-1257,1293-1298,1305-1306 4 119

ふるやかいと 古屋垣外 龍江 石林 8348-8350 15,21 75

ふるやしき 古屋敷 伊賀良 上殿岡 ４１７－４２０ 13

ふるやしき 古屋敷 伊賀良 中村 １４９０ 93

ふるやしき フルヤシキ 下久堅 上虎岩 893-895 15 132

ふるやしき 古屋敷 千代 野池 1303-1305,1320-1321 21 34

ふるやしき 古屋敷 千代 法全寺 3117-3118 27

ふるやしき 古屋敷 三穂 伊豆木 265-268 15 7

ふるやしき 古屋敷 三穂 下瀬 206-211 19 80

ふるやしき 古屋敷 山本 竹佐 672 20 76

ふるやしき 古屋敷 山本 箱川 115-116,118 13 92

ふるやしき 古屋敷 山本 山本 4464-4469 9,11 41

ふるやしき 古屋敷 竜丘 駄科 156 9 86

ふろや フロヤ 千代 田力 619,639-640 16 17

ふろや 風呂屋 三穂 立石 74-82 12 90

ぶんかだ 文化田 山本 山本 2289-2291,2294-2298 21 24

ぶんきした 分木下 座光寺 原 976 2 37

ぶんきした 分木下 座光寺 萬才 1216-1219ｲ,1220-1225 6 37

ぶんごばやし 文吾林 伊賀良 北方
８６７－９０５，３８２１－３８２２，３８６２，３８６９
－３８８３

73

ぶんじだ 文治田 伊賀良 北方 ６２７－６３０ 48

ぶんすけやしき 文助屋敷 上郷 別府 ７９７ 16 92

ぶんぺいがいと 文平垣外 三穂 伊豆木 5242-5252イ 11 66

ふんまたぎ フンマタギ 上久堅 越久保 2461-247615 15 24

へいきがいと 平木垣外 上久堅 大鹿 8901-8909 6 80

へいくろうだ 平九郎田 上郷 南条 ３３６５－３３６７ 10,11 72

へいごろうはた 平五郎畑 山本 竹佐 823,825,833,936-838,840-841,951-954 20 80

へいじゅうはた 平十畑 千代 米川 1969 21 53

へいしん 平信 上久堅 小野 5179,5253-5258 20 44

へいぞうやぶ 平蔵薮 千代 下村 1499

へいぞうやま 平蔵山 千代 下村 1492

へいだいかわら 平台川原 伊賀良 中村 ９８４ ###

へいだいまえ 平台前 伊賀良 中村 ９８０，９８３，９９５－９９６，９９９，１００１－１００４ ###

へいないだ 平内田 上久堅 堂平 9151-9160､9174 7 83

へいないやま 平内山 山本 竹佐 458 12,19 71

へいはちなぎ 平八ナギ 飯田 大平 8113

へいろくばた 平六畑 伊賀良 上殿岡 ３８５ 12

べっしょ 別所 三穂 伊豆木 5283-5294 11 67

べっしょこしまい 別所腰前 三穂 伊豆木 5276-5276ハ 11 67

べっしょした 別所下 三穂 下瀬 53ワ-57ニ 11,17 77

べっしょばら 別所原 三穂 下瀬 57ホ-61 　

べっそ 別曽 三穂 伊豆木 5276ニ-5282 11 67

べっそはら 別曽原 三穂 伊豆木 5400-5406 11 67
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へびいし へび石 三穂 伊豆木 5034ロ-5044 4,10 60

へびいし 蛇石 三穂 伊豆木 4995-4997 11 60

へびさわ 蛇沢 千代 法全寺 2994､3016,3020 26 73

へびつか 蛇塚 山本 山本 6405-6406 5 57

へりた へり田 山本 箱川 1317,1421 12 114

へりだ ヘリ田 山本 山本 4903

へりだ 邊リ田 山本 箱川 169-190,195 18 93

べんてん 弁天 下久堅 下虎岩 2 10 1

べんてん 辨天 下久堅 下虎岩 5-7

ほうかい 法界 三穂 伊豆木 5297ロ-5299 11 68

ぼうがいと 防垣外 川路 2369-2374 6 29

ぼうがいと 坊垣外 伊賀良 北方 １４３７－１４４０，１４８７，１４８９－１４９１ 59

ほうかいばた 法界畑 三穂 伊豆木 5296-5297イ 11 68

ぼうがいり 坊ヶ入 山本 久米 352-372,395-399,405,407,418 27,31 121

ほうがく 方角 飯田 羽場
592ﾛ､605ﾉﾛ､610,617ﾛ､626-628,630ﾉ3,634
ﾉ1,2,3，637-640，642ﾉﾛ

8 13

ほうがん 崩岩 下久堅 小林 54-79,133-134,127-129 7 69

ほうげ ほうげ 飯田 羽場
2131-2133,2178-2182,2225-
2234,2338,2363-2364,2365-2367,2367ﾉ11

8 28

ほうげ ホウゲ 上郷 黒田 ３５３５－３５４０ 4 30

ほうげ 法ゲ 千代 大郡 3068-3069 19 158

ほうげ ホヲゲ 飯田 飯田 上2700 14 12

ほうげ 宝下 竜丘 桐林 2015-2022,3140-3146 11 136

ほうげ 方下 座光寺 高岡 4979

ほうげ 寶下 竜丘 桐林 1985  136

ほうけだ ホヲケ田 飯田 羽場 617,618-620 8 14

ほうげつ 法月 飯田 山 8154ﾊ-ﾆ,8155,8156ｲ-ﾛ

ほうげもり ほうげ森 飯田 羽場 2183 8 28

ほうげん 方限 上郷 別府 ５９１－５９２，５９７ 17 90

ほうげん ホウゲン 上久堅 越久保 3428-3430,3437ﾛ-3438ﾊ､３４３７ト-3442 16 29

ほうこうじ 峯高寺 飯田 飯田 1336-1337,1344-1345,1347-1349 13 44

ほうしがき ホウシガキ 下久堅 下虎岩 1125-1129,1177 11 17

ほうじがた ホウジガタ 三穂 下瀬 140-170 18,19 79

ほうしぼ（つきがく
ぼ）

ほうしぼ（月
がしぼ）

龍江 雲母 9262-9264 20 99

ほうしめん ホウシメン 山本 久米 130ﾛ 31 117

ほうしめん ほうし免 山本 久米 130,1313-1314,188 117

ぼうしめん ボウシメン 伊賀良 中村 １７２８－１７２９ ###

ほうじゅぼう 法寿房 竜丘 時又 386-389,400-402,404-418,427-434,436-44914 62

ほうしょうぼう 法正防 山本 山本 3672-3692,3712-3718 9,20 36

ほうしんいん 法新院 上久堅 下平 8101-8120 4 70

ぼうずしんでん 坊主新田 竜丘 桐林 452-479 13 123

ぼうずしんでん 坊主新田 竜丘 時又 1191-1200 13 123

ぼうずすべり 坊主すべり 伊賀良 中村 ６００ 97
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ぼうずだ 坊主田 鼎 名古熊 639-641,658 9 36

ぼうずだ 坊主田 千代 米川 923 18 24

ぼうずだ 坊主田 竜丘 長野原 384-389 13 74

ぼうずなぎ 坊主ナギ 下久堅 南原 1219-1220 4 119

ほうせんじ 法全寺 千代 法全寺 3268 24

ほうせんじやま 法全寺山 千代 法全寺 2844-2844乙 27

ほうぞうぼう 宝蔵坊 下久堅 知久平 157-158,243 3 87

ほうちょうばた 包丁畑 三穂 伊豆木 5406-5408 11 68

ほうとくぼら 宝徳洞 下久堅 南原 391-392 5 110

ほうのいり 宝ノ入 千代 毛呂久保 2429-2430 7,9 138

ほうのいり 保ノ入 千代 毛呂久保 2431-2443 7,9 138

ほうのき 鳳ノ木 龍江 今田 1825-1832 12,18 22

ほうのきだいら 宝ノ木平 山本 久米 1076 28 133

ほうのきほら 法ノ木洞 千代 法全寺 3681-3682 11 87

ほうのきぼら ホウノ木洞 山本 山本 6158-6166 5,7 53

ほうのしろ 法白 龍江 今田 5048-5056 12 55

ほうぶつ ホウブツ 伊賀良 大瀬木 ７４１－７５５ 76

ほかくぼ ホカクボ 南信濃 南和田 319 40 74

ほぎょうだいら 歩行平 千代 法全寺 3725-3731 23 89

ほくき ホクキ 上久堅 風張 4153

ぼくき ボクキ 上久堅 風張 4154,4164ﾛ

ぼくぎ ボクギ 上久堅 風張 4152-4153,4155-4167,4169 16 33

ほけ ホケ 南信濃 木澤 705～707 14 74

ほけ ホケ 南信濃 木澤 21､32～34 3,11 74

ほけ ホケ 南信濃 南和田 767 40 74

ぼけ ボケ 南信濃 南和田 773 40 74

ほこ ほこ 山本 久米 1483 32 142

ほこがたに 母子ヶ谷 鼎 名古熊 676-684,697-701,703,713,1260-1267 9 37

ほこがたに 鉾ヶ谷 伊賀良 上殿岡 ８４９－８５０ 23

ぼこがたに 母子ｹ谷 鼎 一色 276-285 8 37

ほこした ほこ下 山本 久米 1486-1487,2143 32 142

ほこした 保子下 鼎 名古熊 1307-1308 9 37

ほこらほら ホコラ洞 竜丘 桐林 2417 140

ほこらほら 祠洞 竜丘 桐林 2414-2416,2418-2419 3 140

ほしがき ホシガキ 下久堅 下虎岩 1606-1607 11

ほしがくぼ ホシガクボ 下久堅 上虎岩 1785-1812 17,20 140

ほしくい 星喰 伊賀良 大瀬木 １５９５－１６０５ 81

ほしくりばた 星クリ畑 上郷 黒田 ８０２ 5 8

ほじと ほじと 龍江 雲母 9204,9209-9214 19 97

ほじゅじ 保寿寺 龍江 今田 1734-1735 6 21

ほじゅじやま 保寿寺山 龍江 今田 1732-1733

ほそい 細井 竜丘 桐林 2052-2053,2054 11 137

ほそい 細井 竜丘 桐林 3126-3134 11 143
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ほそいり 細入 千代 毛呂久保 2056-2058,2060 6,36 129

ほそう ホソウ 南信濃 南和田 286 26 74

ほそくぼ 細久保 上久堅 平栗 6293,6245-6309 10 55

ほそくぼ 細久保 上久堅 蛇沼 7022-7026 10 61

ほそじり 細尻 千代 米峰 4023 9 177

ほそそれ ホソソレ 上村 中郷 362,363 14 62

ほそだ 細田 飯田 東野 4725-4814 12 52

ほそだ 細田 伊賀良 大瀬木 ２００４－２０２６ 83

ほそだ 細田 伊賀良 北方 ３４８１，３６２２－３６２３，３７４４－３７５９ 72

ほそだ 細田 上久堅 風張 3755-3758,4075-4118,4121ﾛ､4168,4170-4174 4,16 32

ほそだ 細田 上久堅 風張 7511,7514,7523-7532,7555-7578,7583-7658 16 66

ほそだ 細田 龍江 今田 3781-3794 3 42

ほそだ 細田 千代 下村 657-658ﾉ1,659,663 4 97

ほそだ 細田 南信濃 八重河内 1343ﾛ

ほそだ 細田 山本 久米
248-255,712,1246,1357-1370,1466,1715-
1716

28,32 120

ほそだ 細田 山本 箱川 119-122,124-125 13 92

ほそだ 細田 座光寺 南市場 3785-3786ﾛ,3787-3794 8,11 38

ほそだ 細田 竜丘 駄科 850 16 101

ほそだいり 細田入 龍江 尾科 9344-9348 18 101

ほそだっぱら 細田原 伊賀良 大瀬木 ２０２７ 83

ほそだばら 細田原 伊賀良 北方 ３６６３ 72

ほそなぎ ホソナギ 上村 下栗 1032 28 62

ほそなぎ 細ナギ 南信濃 和田 60ｲ,60ﾆ～62 17,18 75

ほそぬま 細沼 伊賀良 大瀬木 １５４０－１５４９，１５７０－１５８３，１６２８－１６５４ 81

ほそぬま 細沼 伊賀良 北方 １０２０－１０２２ 51

ほそのさわ 細ノ沢 上久堅 越久保 2497-2513,2516-2517,2646-2671 18 24

ほそはた ホソハタ 竜丘 駄科 1157 10 104

ほそばた 細畑 伊賀良 上殿岡 ７９７ 22

ほそばた 細畑 上村 中郷 339-1,3,ﾍ､　340-2,3 15 62

ほそばた 細畑 竜丘 駄科 851-852,854-858,1152-1155,1164  104

ほそぼら 細洞 伊賀良 中村 １９８６－１９８７ ###

ほそぼら 細洞 千代 下村 372-379 3,35 93

ほそぼら 細洞 三穂 伊豆木 3224-3248 9,10 39

ほそぼら 細洞 山本 箱川 43-44,46,48,52-55,56,57-61,66-68 12 88

ほそぼら 細洞 川路 5903-5916 14 43

ほそぼら 細洞（ほら） 山本 久米 1997,2090-2091,2313,2324-2326 33 154

ほそりぼら 細リ洞 伊賀良 中村 ３１８５ ###

ぼたうえ ボタ上 飯田 羽場 313,980-981,1017-1018 13 7

ほたした ホタ下 鼎 一色 91-94 6 37

ほたした ホ田下 下久堅 南原 84-89 4 104

ほたした 甫田下 竜丘 駄科 1174 10 104

ほだした 保田下 山本 山本 2380-2384,2395-2419､2465-2466 21 25
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ほだした ホダシタ 伊賀良 中村
１６１１－１６１３，１６２２，１９１７，１９２０，２０３
２，２０４９，２０６７，２２０９，２２９６

###

ぼたした 保田下 山本 箱川 1063 13 109

ぼたした ボタ下 飯田 飯田 上2562-2563,2570 14 48

ぼたした ボタ下 飯田 羽場 364-368､388､593-596､733､793-794 8 7

ぼたした ボタ下 鼎 一色 338-340 8 37

ぼたした ボタシタ 下久堅 下虎岩 2583-2595 2 41

ぼたした ボタシタ 竜丘 駄科 701-706 100

ぼたした ボタ下 山本 久米 1797,1807 32,33 145

ぼたした ボタ下 山本 久米 2137

ぼたした ぼた下 上郷 南条 ３７０８－３７０９ 15 81

ぼたした ボタ下 竜丘 駄科 700  100

ほたぞい 保た添 山本 久米 580-584 31 125

ほだぞい 保田添 山本 山本 1043-1047 21 10

ほたひた ホタヒタ 下久堅 下虎岩 2338-2340 10 37

ほたもち ホタモチ 飯田 山 8149

ほつ ホツ 南信濃 南和田 340

ほっき ホッキ 伊賀良 中村 ３２６５－３２６７，３３１２－３３１３ ###

ほっき ホッキ 下久堅 下虎岩 887-889 11 13

ほっき ホッキ 下久堅 南原 171-187 4 107

ほっき ホッキ 龍江 今田 351-366 10 4

ほっき 発起 竜丘 時又 179,182-184,435,456-466 14 57

ほっきょう 法橋 上郷 黒田 ３８４５

ほっけざか 法華坂 龍江 今田 4335-4342 3 48

ほっけどう 法華堂 龍江 今田 4343-4351 3 48

ほった 発田 上久堅 大鹿 8677-8679 6 76

ほった ホッタ 下久堅 上虎岩 1770-1772 20

ほった 堀田 龍江 今田 2426-2429 6 30

ほった 堀田 山本 久米 2204

ほった ホツ田 龍江 雲母 9162 13,14 91

ほったざか 堀田坂 上久堅 下平 8351 4 72

ぼったさわ ボッタサハ 上村 下栗 964 31 62

ほったさわいり ホツタ沢入 上村 下栗 979-3～58 28,31 62

ほったて 堀立 上久堅 落倉 5942-5958 20,21 51

ほったてだいら 堀立平 下久堅 南原
8-14,1221-1222,1228-1229,1268,1271-
1272,1277,1288-1290

4 104

ほったぼら 堀田洞 山本 久米 1328-1329,1342-1353 28,29 137

ほつちまる ホツチ丸 南信濃 南和田 770,782～786

ほとけいし ホトケ石 南信濃 八重河内 1684ﾛ

ほとけがいと 佛垣外 鼎 一色 533-538 8 37

ほどの ホドノ（程野） 上村 程野

18,20～23､26-1～4,26-13～15,27～
50,58,61,67～74,80-82,84-91,,96-105､107-
125,148-153,158-160,143～145,161-165,182-
189,194-199,200､201-206,208-210,222-231､
241-1,3,4,5,242-1,3,4,5～250

8,10 63
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ほどのくぼ ホドノクホ 下久堅 上虎岩 1208-1209,1299,1780-1783 17,20 136

ほどのやま 程野山 上村 程野 1ｰ109～111，113～118,131,132 5,10 63

ほら 洞 飯田 飯田 上2798-2805,2811-2812 14 46

ほら 洞 伊賀良 北方 １６２０－１６２５，１６２７－１６２９，２０８２－２０８３ 62

ほら 洞 伊賀良 北方 ２０８２－２０８３ 67

ほら 洞 上郷 飯沼 ２６４０－２６４３，２６４５－２６４６ 14 64

ほら 洞 上久堅 中宮 1757 3 20

ほら 洞 上久堅 蛇沼 6835-6840,6842-6843,7186-7187,7213-422111 60

ほら 洞 下久堅 上虎岩 609-610,624-628 15 129

ほら ホラ 下久堅 上虎岩 612-623,629-668,671,672-703 15 129

ほら 洞 下久堅 下虎岩 1670-1673 14 27

ほら ホラ 下久堅 下虎岩 2386-2388 2 38

ほら 洞 龍江 今田 485-489,3604-3606 3 38

ほら 洞 千代 芋平 1665-1666 18 15

ほら 洞 千代 大郡 3074-3076 19 158

ほら 洞 千代 荻坪 481-492 16 15

ほら 洞 千代 荻坪 557

ほら 洞 千代 下村 820-823,1190-1193,1196-1198 3,4 100

ほら 洞 三穂 伊豆木 304 　

ほら 洞 三穂 伊豆木 3546-3550 10 43

ほら 洞 山本 箱川 11,1021-1023,1026 13,18 86

ほら ほら 山本 箱川 585,593

ほら 洞 竜丘 桐林 158-168 14 120

ほら 洞 竜丘 時又 1184 14 120

ほらがさわ 洞ヶ沢 龍江 今田 3659-3666 3,7 39

ほらがしら 洞頭 上郷 南条 ３４８７ 16 75

ほらぐち 洞口 千代 大郡 2752

ほらぐち 洞口 山本 久米
594,1047-1055ｲ､1056-
1059,1062,1070,1073，1135,1473-1474

28,31 132

ほらした 洞下 上郷 飯沼 ２５６３－２５６４ 14 62

ほらた 洞田 山本 久米 585-588､738-739 32

ほらだ 洞田 山本 山本 388-467 21,22 2

ほらだ 洞田 山本 山本
5350-5355､5412-5415､5448-5456､5611-
5620,5671-5678,5700-5707

10,11 47

ほらだ 洞田 伊賀良 三日市場
２３６－２３７，２４９－２５０，１１７２－１１７５，１１８３
－１１９０ 36

ほらだ 洞田 竜丘 上川路 131-137 12 148

ほらのうえ 洞ノ上 飯田 飯田 755-762

ほり 堀 上郷 黒田 １３４－１３５ 10 3

ほり ほり 上郷 南条 ３２３４ 10 70

ほり 堀 下久堅 小林 317-318

ほり 堀 下久堅 知久平 120-125 3 87

ほり 堀 下久堅 知久平 838-840 3 95

ほり 堀 千代 下村 900
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ほり 堀 三穂 立石 827-830ハ 12,13 102

ほり 堀 竜丘 駄科 1697,1729 9 113

ほりがしら 堀頭 千代 下村 1134-1137 5,6 107

ほりきり ホリキリ 上久堅 堂平 11674-11684 9 89

ほりぎり 堀切 上久堅 原平 515,683,685,788,809-823ｲ､1164-1174 1,12 10

ほりぐち 掘口 上郷 別府 ２７３－２７９，２９８－３１１，３１９－３２６ 16 85

ほりぐちたけだ 掘口竹田 上郷 別府 ３１５－３１６ 17 85

ほりじり 堀尻 伊賀良 三日市場 ２４２－２４４，２６５－２７３ 28

ほりじり 堀尻 龍江 今田 2147-2174 7,12 25

ほりじり 堀尻 上郷 南条 ３２７４－３２８８，３３６８－３３７０ 10 71

ほりぞと 堀外 下久堅 知久平 116-119 3 87

ほりた ホリタ 下久堅 上虎岩 1131-1135,1175-1179 17 135

ほりた ホリ田 下久堅 上虎岩 1185

ほりた ホリタ 下久堅 下虎岩 800-801 11 12

ほりだしすいじん 堀出水神 座光寺 河原 6609-6610  

ほりたて 堀建 山本 山本 6685

ほりたて 堀立 三穂 伊豆木 3585-3593 10 43

ほりとおし 堀通シ 千代 法全寺 3609 13 86

ほりのうち 堀ノ内 伊賀良 上殿岡 ４１１，４２４－４２８ 12

ほりのうち 堀ノ内 伊賀良 北方 １５５５－１５６０，１５８０－１５８５，２０８４－２０８６ 61

ほりのうち 堀ノ内 鼎 上山 3128-3147,3151-3163 7,8 37

ほりのうち 堀之内 鼎 上山 2932-2943,2951 8 37

ほりばた 堀端 三穂 立石 849-857 12 102

ほりばた 堀畑 下久堅 小林 584-588,590-592 6 77

ほりまわし 堀廻 龍江 今田 6060-6120 8,9 61

ぼんくぼ 盆久保 上久堅 小野 5333 8 45

ほんじょう 本城 座光寺 宮ノ前 2762,2764,2769 10 15

ほんじょう 本城 座光寺 唐澤 2503-2504 7,8 15

ほんじょう 本城 座光寺 萬才 1715-1772,1780-1781,1785-1786 7 15

ほんじょう 本城 竜丘 駄科 1698-1699,1701,1723,1759,1767,1769 9 113

ほんじょうにしひ
ら

本城西平
竜丘

駄科 1712 113

ほんじょうぼら 本城洞 竜丘 駄科 1760,1762,1768 9

ほんじょうみなみ
はば

本城南ﾊﾊﾞ
竜丘

駄科 1710

ぼんぞう ボンゾウ 上久堅 越久保 3343-3352 15 28

ほんだ ホンダ 下久堅 上虎岩 1334-1335,1354-1368 17 138

ほんだ 本田 龍江 今田 668-673 11 7

ぼんだ 盆田 上久堅 越久保 3223-3258 16,17 28

ぼんだ ボンダ 上久堅 森 42,224,224 17 28

ほんたにやま 本谷山 上村 下栗 1321

ほんたにやま 本谷山 南信濃 木澤 592

ぼんちどう 盆地堂 三穂 伊豆木 185-196 15 5

ぼんのくぼ 盆ノ窪 上久堅 小野 5329-5332 8 45
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ほんばた 本畑 飯田 羽場 436-437 13 10

ほんほら 本洞 竜丘 上川路 626-637 6 155

ほんぼら 本洞 上久堅 落倉 5861-5864 20 51

ほんぼら 本洞 三穂 伊豆木 180-184 　

ほんぼら 本洞 三穂 伊豆木 1542-1575 1,8 20

ほんぼら 本洞 山本 箱川 231,239-243 29 94

ほんぼら 本洞 飯田 山 6998ﾛ

ほんぼら 本洞 竜丘 桐林 2602-2624,2627 3 155

ほんぼらとうげ 本洞峠 竜丘 桐林 2371 3

ほんまち 本町 飯田 飯田 887-973

ほんまちうら 本町浦 南信濃 和田 1208～1237 31 75

ほんまるした 本丸下 飯田 飯田 632-633,651 18 41

ほんまるみなみし
た

本丸南下 飯田 飯田 639,642-644 18 41

まい ま以 山本 箱川 486,491,615 17 98

まい 前 山本 箱川 610-612

まいだ マイダ 下久堅 下虎岩 837-839 11 13

まいだ マイ田 竜丘 駄科 1236-1237

まいはた マイハタ 竜丘 駄科 1232ﾛ,1249,1252 10 92

まいはた マイ畑 竜丘 駄科 422 92

まいりどう マイリドウ 上村 下栗 1329,1329-ﾛ､ﾊ 26 63

まえ マエ 上郷 黒田 ２８５６－２８６９ 4 22

まえ 前 山本 竹佐 13,14

まえがわら 前川原 千代 野池 1166 20 27

まえこぶ 前コブ 山本 山本 6425-6432

まえさか 前坂 座光寺 唐澤 2346

まえざか 前坂 山本 山本 6710 2,22 62

まえざわ 前沢 千代 下村 625

まえした 前下 飯田 羽場 1365

まえしま 前島 川路 574-759 5,6 4

まえだ 前田 飯田 羽場

353-358､362-363、380-387､416-417､
419-429、565-566､571-579､600､605-
609､606､606､615,624-625,629-633､634ﾉ
4-635､655､662,664-666,670-679,720-
721､735-739､779､781,788ﾉ2,792､825-
840,847-848､976-978､1322､1324-1327

8 8

まえだ 前田 伊賀良 中村
１３２，１８０－１８２，１８６，１８９，２２９，２３１，６９
２，７０１－７０２，７０４－７０６，９２１－９２２，９７９，
９８１－９８２，１０３１，１０６６

92

まえだ 前田 伊賀良 三日市場 ８１，１１１，１１６－１１８ 26

まえだ 前田 鼎 一色 18 6 37

まえだ 前田 鼎 名古熊 1282,1300-1301 9 37
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まえだ 前田 上郷 飯沼

６７７－６７９，６８２－６８４、７６３、１３４８，１７６７－
１７６９，２２０１－２２０５，２２６８－２２７３，２２９１－
２２９４、２５３６－２５３９，２５６６，２６４９，２６５１－
２６５２，２６５４－２６５９，２６７９－２６８１，２６８３、
２３１５－２３１７，２２０１－２２０５，２２６８－２２７３

15,17 38

まえだ 前田 上郷 別府
５７２－５７３，６１０，６１３，６２４、５９８，９１８－９１
９，１０６７－１０７０，１３０６－１３０９，１３１４，１３２
８

17 89

まえだ 前田 上郷 別府 １３２８ 16 97

まえだ 前田 上久堅 上平 1548-1551 13 19

まえだ 前田 上久堅 大鹿
8600ﾛ-8601,8613-8617,9365-9366,9370-
9378

5 75

まえだ 前田 上久堅 森 442,344,254,432 17 39

まえだ 前田 下久堅 柿ノ沢 376

まえだ 前田 下久堅 小林 512-514,700,714,721-724 75

まえだ 前田 下久堅 下虎岩 1319-13202020-2028,2043-2047 10,11 32

まえだ 前田 龍江 今田 3882-3884 3 43

まえだ 前田 龍江 尾林 8238-8239

まえだ 前田 龍江 宮沢 8850-8851 21

まえだ 前田 龍江 安戸 7898

まえだ 前田 千代 芋平 1700 18 45

まえだ 前田 千代 荻坪 230-232ｲ､236 19 8

まえだ 前田 千代 毛呂久保 2123,2129-2130,2147 9 132

まえだ 前田 千代 毛呂久保 2499ｲ､2500-2501 7 140

まえだ 前田 千代 下村 562-563,570,575 4 95

まえだ 前田 千代 田力 128-129、139、146-148、167、170-171 16 4

まえだ 前田 千代 米峰
3711-3712,3714-3715,3774-3780、3795-
3796,3933,4028

10

まえだ 前田 千代 法全寺 2567,2575-2579,2583-2584 23 66

まえだ 前田 千代 法全寺 3529-3532 11 83

まえだ 前田 山本 久米
1003-1004,1007,1068-1069,1641,1513-
1520,1545

28,32 132

まえだ 前田 山本 竹佐 266,642,646,659-661,663,682-684 20 75

まえだ 前田 山本 箱川 110,123,126-127,281 13 92

まえだ 前田 山本 箱川
478-479,589,666-667,669,771,774-775，
781-782，784，827-828

16 98

まえだ 前田 山本 箱川
831-832,836-838,840-841,1063-
1065,1269,1272-1274

13 105

まえだ 前田 山本 山本

791-795,814､816,1774-1777,2007-
2008,2060-2063,2520-2529,2573-
2582,4139,4376-4393,4436-4460,5276-
5288,5467-5470,5621-5634,5651-
5664,5728-5734,5964-5980

9,22 5

まえだ マヘダ 竜丘 駄科 600-1159 89

まえだ マヱダ 竜丘 駄科 321,327-328,331,334,361 9 89

まえだ 前田 座光寺 中羽場 4385-4392 12 38

まえだ 前田 座光寺 萬才 1709-1714 7 38
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まえだ 前田 竜丘 上川路 1052-1083 12 162

まえだ 前田

竜丘

駄科 181,269,308-309,322-326,329-330,332-
333,359,539,547-548,557,559,577-
578,585,596-598､
601,618,680,682,1142,1158,1259,1323

9,10

89

まえだ 前田 竜丘 長野原 165,258 13 76

まえだ 前田 竜丘 長野原 436,514,549 13 76

まえだおち ﾏｴﾀﾞｦﾁ 竜丘 駄科 1233ﾛ 10 105

まえだおち 前田ヲチ 竜丘 駄科 1233ｲ 10 105

まえたかとや 前高とや 龍江 石林 8658-8669 21,27 82

まえだだな 前田棚 竜丘 駄科 1238-1239,1242 10 105

まえだばたたなり 前田畑田成 伊賀良 中村 ７１４－７１５，９８６ 95

まえだはっぴゃくめ 前田八百目 三穂 伊豆木 5226-5227 　

まえだはば マヘダハバ 竜丘 駄科 335 9 93

まえだほうげ 前田ホヲゲ 飯田 羽場 551-553 8 12

まえだみとおり 前田三通 山本 山本 2510-2512 6 27

まえだやぶのこし 前田籔腰
竜丘

駄科 402-403
10 93

まえのさわ 前ノ沢 下久堅 下虎岩 868-870,873-874,879-886 11 13

まえのさわひかげ 前ノ沢ヒカゲ 下久堅 下虎岩 875-878 11 13

まえのはら 前ノ原 鼎 一色 128-129,244-260,272 6 38

まえのはら 前ノ原 竜丘 桐林 441-451,480-560,564,568-571,580 13 123

まえのはら 前ノ原 竜丘 時又 1084-1097 13 53

まえはぎ 前萩 千代 田力 814-866 15 19

まえばし 前橋 竜丘 駄科 2696-2698

まえはた 前畑 上久堅 森 4363-4364 18 37

まえはた 前畑 千代 大郡 3060ﾛ 19

まえはた 前畑 千代 下村 1917-1918 6 126

まえはた 前畑 南信濃 和田 80,90～92,94,100,170～171,219 18,20 75

まえはた 前畑 山本 竹佐 638,655-657,679,685,694-699 20 75

まえはた 前畑 千代 毛呂久保 2510-2511､2518 7 140

まえはた 前畑 千代 米峰 3757-3758,3772,3789,3951-3952 9

まえはた 前畑 竜丘 長野原 113,119,120-128 13 92

まえばた 前畑 飯田 羽場 359-361､570､784-787,787ﾉ1,788ﾉ1,789-791､9838 8

まえばた 前畑 竜丘 駄科 458,622,630-631,1232

まえばた 前畑 伊賀良 中村 ２３３－２３４ 94

まえばた 前畑 鼎 一色 191,370?-374 8 38

まえばた 前畑 上郷 飯沼

９６９－９７０、２３１５－２３１７、２４３０、２５１６－２５
１７、２５７０－２５７１，２５９３，２５９９－２６００，２６
１１－２６１２，２５６７，２５４４－２５６７，２６２４－２６
２５，２６３７，２６３９，２６６７－２６７８，２６８２、２５７
０－２５７１，２６２４－２６２５，２６７６－２６７８，２６８
２，２５６７，２６１１－２６１２，２６３７，２６３９，２５９９
－２６００，２５１６－２５１７，２５４４－２５４５

10,15 38

まえばた 前畑 上郷 別府 ５７９－５８０、７１４、９３５ 17 89

まえばた 前畑 下久堅 柿ノ沢 377
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まえばた 前畑 下久堅 小林 697,713,702-705,720,860 6 79

まえばた 前畑 龍江 尾科 9367-9372 18 102

まえばた 前畑 千代 下村 1434

まえばた 前畑 山本 山本 2583,3407-3413,5718-5721 9

まえばた マヱバタ 竜丘 駄科 423

まえばた 前畑 竜丘 駄科 387-388,490,636 10 92

まえばやし 前林 下久堅 小林 3140-3142 18

まえばやし 前林
竜丘

駄科 2447-2448,2485-2486,2489,2669-
2671,2674,2683-2689,2693-2695

7,8
118

まえひがし 前東 下久堅 柿ノ沢 421,451-457 18 50

まえひがしうえの
きり

前東上ノ切 下久堅 柿ノ沢 440-447 18 50

まえひがししたの
きり

前東下ノ切 下久堅 柿ノ沢 422-426 18 50

まえひがしなかの
きり

前東中ノ切 下久堅 柿ノ沢 434-439 18 50

まえもん？ 前門 山本 山本 6737

まえやま 前山 三穂 立石 1165-1167 5,6 106

まがりみち 曲道 三穂 伊豆木 5045-5056 4,5

まき 牧 伊賀良 上殿岡 ８４６－８４８，８５１－８５５，９０９－９１０，９１２ 23

まき 牧 千代 野池 1450-1461,1477-1479､1481-1482 21 38

まき 牧 三穂 伊豆木 1218-1229 14 17

まき まき 山本 久米 1761-1762 32 142

まきうちやま 牧内山 下久堅 柿ノ沢 470 18

まきがいと 牧垣外 千代 野池 1488-1492 21 38

まきがたいら 槇ヶ平 龍江 今田 7724-7759 5 65

まきがね 巻金 南信濃 木澤 684 14 75

まきがほら 牧ヶ洞 上久堅 越久保 3524-3533 16 31

まきがほら 槙ヶ洞 上久堅 小野 5232-5252 20 45

まきがま 牧釜 南信濃 南和田 1194～1197 37,57 75

まぎぎ マギキ 上村 中郷 403,404 12 63

まぎきうら マギゝ浦 上村 中郷 388 13 64

まきぎがいと 槇木垣外 上郷 南条 ３３７９－３３８３ 16 73

まきさか 槇坂 龍江 尾林 8078-8081 15,21 71

まきた 牧田 千代 野池 1411 21 36

まきだ マキダ 上村 中郷 408,409 12 64

まきだいら 槇平 南信濃 八重河内
533ﾊ,537ﾛ～537-4,542～545,558～559ｲ,561
～565,567～568,569ｲ～572ﾆ,573～574,576～
577,1917ﾛ

44,46 76

まきつぼ 槇坪 龍江 尾林 8077

まきのうえ 槇ノ上 南信濃 八重河内 546～557 44,46 76

まきのうち 牧ノ内 鼎 西鼎 477-488 15 38

まきのうち 牧ノ内 下久堅 柿ノ沢 92,292-345,569ﾉ1-569ﾉ3,570-579,582-583 6 47

まきのうち 牧之内 下久堅 柿ノ沢
80-81,84-85,93-290,354-357,360-
373,380-383

6,18 47
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まきのつぼ 牧ノ坪 龍江 今田 2337-2353 6 28

まきのほら 牧ノ洞 千代 下村 1677-1679､1692 36 120

まきのもと 牧ノ本 三穂 伊豆木 4241ロ-4265ロ 16 49

まきばた 牧畑 伊賀良 上殿岡 ９１１，９１３－９１５ 24

まきはやし 槇林 南信濃 南和田 19 42 76

まきばやし 槙林 山本 山本 929-950,974-991,1039-1042,1064-1086 6,21 9

まきばやし 槇林 上郷 黒田 ３５０３－３５１１、３５１３ 4

まきはら 牧原 千代 大郡 3063-3067､3070-3071

まきめ マキメ 下久堅 知久平 1800,1819-1826 2 102

まきもと 牧本 下久堅 柿ノ沢 379 18 49

まきもと 槙本 三穂 下瀬 25-32ホ 12

まきやま 牧山 伊賀良 中村
３０６０－３０６９，３０７８－３１１１，３１１３，３１
１５，３１１８－３１２３，３１２７，３１８９，３１９５，
３１９８，３２０１

###

まきやま 牧山 川路 1355-1357,1359-1438,1441-1487 3,4 21

まきやま 牧山 山本 久米 175ﾊ-177ﾊ､201ﾊ

まきやま 槙山 山本 久米 1753-1759,1780-1781 33 142

まきやまひとつづ
か

牧山一ツ塚 伊賀良 中村 ２０８５，２１１３ ###

まくがいと 幕垣外 伊賀良 中村 ２０７２ ###

まくはた マク畑 上郷 飯沼 ２５１４ 14 61

まぐらぎ マグラギ 南信濃 南和田 13～16 42 76

まごえもんだ 孫右衛門田 千代 大郡 3533

まごだ マゴダ 下久堅 上虎岩 1119-1120,1166,1136-1164 17 135

まごへいづくり 孫平作リ 南信濃 和田 263 18 76

まごべえやま 孫兵衛山 山本 竹佐 451 18,29 71

まざか 馬坂 三穂 伊豆木 4724-4741 10 56

まざか 馬坂 三穂 伊豆木 5028-5030イ 11 62

まさき 正木 座光寺 南市場 3680-3684 8 38

まざわからさわ 馬沢唐沢 三穂 伊豆木 5030ロ-50341イ 11 60

ますかど 舛角 竜丘 駄科 118-120,162,165-166,184 9 86

ますかどたな
だ？

舛角タナ田
竜丘

駄科 198  

ますくち 升口 龍江 大屋敷 9661-9662 25 109

ますだ 増田 上郷 黒田 １３２４－１３６６ 9 13

ますみだ 摩澄田 千代 毛呂久保 2152-2153 7,9 133

ますや 舛屋 千代 大郡 3518-3524､3527-3528 10 167

ますやまえだ 桝屋前田 三穂 伊豆木 4277-4287 16 49

ませかど マセカド 千代 芋平 1712-1716､1753-1754 18 46

ませくち 柵口 三穂 立石 608-616 12 100

ませくち ませ口 山本 竹佐 750-755 28 77

ませくち マセクチ 山本 箱川 1162 13 112

ませくち 増口 竜丘 時又 585-597,607-609 14 57

ませぐち 柵口 伊賀良 三日市場 １０５９－１０７３，１１６８－１１７１ 34
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ませぐち 藩口 鼎 名古熊 670-675 9 38

ませぐち マセ口 伊賀良 北方
１２００－１２０２，１２０５－１２０７，１２１０－１２１１，
１２２４－１２３０ 55

ませぐち マセ口 山本 箱川 1270,1271

ませぐち ませ口 龍江 石林 8617-8618 21 82

ませぐち 真瀬口 松尾 新井 5801-5834,6886-6900 9 12

ませぐち マセグチ 伊賀良 中村 １５４８，１７５６ ###

ませぐち ませぐち 鼎 名古熊 1268-1269 9 38

ませぐち マセグチ 上郷 黒田 ３４１８－３４２２ 4 29

ませぐち マセグチ 山本 山本 4155-4177

ませぐち 満世口 龍江 石林 8677-8687 21,26 82

ませば 馬セハ 上久堅 蛇沼 6729

ませば マセバ 上久堅 蛇沼 6674-6682,6699-6732 11 59

ませば マセ場 龍江 大屋敷 9632 25 109

ませば マセバ 南信濃 南和田 59～60

またきた 又北 山本 箱川 222-223 18 94

またきだ 又木田 龍江 今田 2016-2026,767-777 6,11 24

またきだ 又木田 上郷 飯沼 ６６８－６７６ 15 38

またぎた マタギタ 下久堅 下虎岩 2009-2015,2100-2106 10 32

またぎだ 又き田 千代 毛呂久保 2019-2022､2035-2036 6 128

またぎだ 又木田 上久堅 原平 880-917､1150､1152-1159 12 12

またぎだ 又木田 龍江 尾林 8071 15 71

またぎだ 又木田 下久堅 下虎岩 2016-2019 10 32

またぎだ 又木田 千代 下村 953-957 5 103

またぎだ 又ぎ田 三穂 伊豆木 566-589 15 11

またぎだ マタギ田 上郷 飯沼 ２１５４－２１５９、２８０７－２８０９ 15 38

またぎだ マタギダ 下久堅 上虎岩 266,269-282,2363-2385 15,18 144

またしちだ 又七田 千代 芋平 1657､1732-1733 28,31 45

またすけだ 又助田 三穂 伊豆木 4614-4618 10 54

またぞう 又藏 伊賀良 北方 ６８１－６８３ 49

まただ 又田 三穂 立石 1008ハ-1016 6,12 104

またど 又度 千代 下村 1348､1350 3 114

またべえはた 又兵ヱ畑 千代 法全寺 2509-2510 25 66

またぼら 又洞 上久堅 大鹿 8936-8967 5 80

またぼら 又洞 上久堅 森 4427,4442-4443 17 39

またぼらじり 又洞尻 上久堅 大鹿 8968-8971 5 80

まだら マダラ 南信濃 南和田 276 26,28 76

またろく 又六 龍江 尾林 8141-8164 16 72

まち 町 三穂 伊豆木 3953-4010 16 47

まちい 町井 下久堅 知久平 404-405 3 90

まちい 甼井 下久堅 知久平 785

まちうら 町宇羅 三穂 伊豆木 3918ロ-3935 16

まちうら 町浦 南信濃 木澤 871～884 14 77

まちうら 町裏 飯田 飯田 51,62-64,86 13,16 38
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まちうら 町裏 三穂 伊豆木 3915-3918イ 16 47

まちうら 町裏 竜丘 上川路 1031 12 162

まちがいと 町垣外 三穂 伊豆木 384-389 　

まちがさわ 町ヶ沢 下久堅 知久平 564-572 3 91

まちじり 町尻 三穂 伊豆木 45 16 2

まちなみ 町並 竜丘 上川路 989-990,1008-1018,1033-1051,1096-1110 12 160

まちのこし 町ﾉ腰 飯田 飯田 173ﾉ1-6,173ﾉ8-174

まちはり 町張 飯田 羽場 227-229 14 4

まちはり 町張 上郷 別府
５３２－５３３，５３０，４８８，５２１－５２８、５３８－５３
９，５４１－５５８，５７０－５７１，５８８－５８９，６００
－６０４

17,21 88

まちはり 町張 千代 下村 1505-1506

まちはり 町張 三穂 伊豆木 291-295 15 7

まちはり 町張 山本 久米 736-737 32 127

まちはり 町張 山本 山本 2420-2424,3614-3617 20,21 26

まちはり 町はり 山本 久米 1208-1211,1527-1528 28 147

まちはり 町張 竜丘 桐林 961-968,973-983 10 127

まちはり 町張 竜丘 駄科 1329-1331 10 105

まちばり 町張 下久堅 知久平 395,494-495,560,1663-1670,1718-1723 3 90

まちばり 町張 千代 下村
1329､1362ﾛ､1364-1367,1370-1372,1376
ﾛ、1389-1390ｲ

3,6 113

まちばり 甼張 下久堅 知久平 701-701,704 3 90

まちばり マチバリ 千代 田力 731-734 15 19

まちばり 待張 上郷 黒田 １１４３－１１４９ 5 10

まちはりおおなわ
ば

町張大縄場 上郷 別府 ５４０，５６０－５６１，５６９ 17 88

まちべり 町ベリ 上郷 黒田 ３５８２－３５８７ 4 31

まちや 町屋 上久堅 小野 4915-4938 20 42

まちや 町屋 山本 山本
2962-2964,3045-3047､3403-3406､3528-
3532

6,20 31

まちやしき 町ヤシキ 松尾 久井 2263-2511ﾉ１ 5,7 13

まちやなかみちし
た

町屋中道下 山本 山本 3533-3540 9,20 35

まちやばた 町屋畑 山本 山本 2953-2961､2962-2964,2983-3002 6,9 31

まちわり 町割 飯田 羽場 597-598､752-756,797,959-960,1305-1398 8 13

まちわり 町割 上郷 飯沼 ５９６－６０１ 15 37

まちわり 町割 鼎 一色 149-150 6 38

まつおまち 松尾町 飯田 飯田 1056-1152,1178-1179,1402-1408 17 43

まつがいと 松垣外 伊賀良 北方 １１７１－１１７５ 54

まつがさき 松ヶ崎 飯田 東野 3878-3915,3914ロ-3965 16 49

まつがさき 松ｹ崎 竜丘 駄科 ,2004-2008,2033-2036,2043 7 115

まつがさき 松ｹ嵜 竜丘 駄科 1970-1974,1979-2001 7 115

まつがほら 松ヶ洞 千代 下村 1552-1580,1598 6 119

まつがほら 松ヶ洞 龍江 雲母 8951-8956 20 90

まつがほら 松ヶ洞 千代 荻坪 329-363 19 11
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まつがほら 松ヶ洞 千代 野池 1480 21

まつがほら 松ヶ洞 千代 米川 922 18

まつがほら 柗ヶ洞 千代 米川 1047-1053 20

まつかわいりとぎ
さわあんぺいじさ
んのさわ

松川入研沢
安平路三ノ
沢

飯田 山 8179

まつかわいりのう
ちおしのさわやま

松川入ノ内
押ノ沢やま

飯田 山 8129

まつかわいりのう
ちこまつやまうさ
ぎさわ

松川入ノ内
小松山ウサ
ギ沢

飯田 山 8126

まつかわいりのうち
たるさわわごうみち

松川入ノ内
樽沢和合路

飯田 山 8125

まつかわいりふで
がもりほうきさわ

松川入筆ヶ
森箒沢

飯田 山 8124

まつかわばた 松川端 飯田 飯田 上2368

まつかわばた 松川端 飯田 羽場
2052-2058,2077-2079,2111-2113,2148-
2150,2151,2340-2341,2351

5,8 28

まつかわばた 松川端 上郷 別府 ５９５ 17 90

まつきだ 松木田 伊賀良 中村 １７９１－１７９３ ###

まつくぼ マツクボ 下久堅 上虎岩 254-265,267-268 14 127

まつくぼ 松久保 千代 下村
1694-1696,1697ﾛ､1700-1705,1707-
1709,1759-1768,1855-1858

36 120

まつくぼざか 松久保坂 千代 毛呂久保 2034ｲ､2050ｲ､2051,2055 36 128

まつざか 松坂 山本 山本 6541､6550-6551 4 61

まつざわ 松澤 伊賀良 下殿岡 ８８１－９０１，９３４－１００１ 2

まつした 松下 南信濃 南和田 278 28 77

まつしま 松シマ 南信濃 和田 820～856,858～860 28,30 77

まつしま 松島 南信濃 木澤 678 9 77

まつじま 松島 南信濃 和田
817,818,824ｲ,857,2531,2532,2546,2548～
2556

28,30 77

まつたか 松高 飯田 羽場 239 13,14 5

まつたて 松立 伊賀良 北方

１３８４－１３９９，１４０５－１４１４，１４１６－１４
１８，２２２７－２２４０，２２４２－２２５７，２２６２
－２２７１，２２９３－２２９５，２２９８－２３２８，２
３３０－２４７６，２４９３－２４９５

59

まつちやま マツチヤマ 南信濃 和田 1766 23 77

まつなぎ 馬繋 上久堅 平栗 6086-6087,6098、6348-6350 21 53

まつなぎ 馬津なぎ 上久堅 平栗 6084-6085,6088-6097,6099、6340-6347,635121 53

まつなぎ 午津なぎ 上久堅 平栗 6083

まつのき 松ノ木 鼎 名古熊 2109,2130-2135,2143-2145,2348-2354 9 39

まつのきがいと 松ノ木垣外 上郷 黒田 ３３７８－３３８１ 4 28

まつのきざか 松ノ木坂 上郷 南条 ３５１０－３５１１ 15 75

まつのきだ 松廼木田 山本 山本 2305-2313 21 23

まつのきだ 松ノ木田 山本 山本 2183-2231 21 23
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まつのきだ 松ノ木田 山本 山本 3693-3711 9

まつのきだ 松ノ木田 上郷 飯沼 ４９０－５１２ 19 36

まつのきだいら 枩木平 下久堅 柿ノ沢 614-616,618

まつのきだいら 松ノ木平 下久堅 小林 2946-2949,3009,3247-3277,1280 6 81

まつのきだいら 松ノ木平 下久堅 下虎岩 2943 2 46

まつのきだいら 松ノ木平 飯田 大平 8099-8100 21 37

まつのきばた 松ノ木畑 伊賀良 三日市場
１４１０－１４１６，１４２７－１４３０，１４３８－１４４４，
１４４６ 38

まつのきばた 松ノ木畑 三穂 立石 866 　

まつのきほら 松ノ木洞 三穂 伊豆木 2633-2655 9 34

まつのた 松ノ田 南信濃 木澤 946～1000､1003ﾛﾊ 12,14 78

まつば 松場 上村 中郷 379 14 64

まつば 松場 千代 大郡 3567ｲ､3568,3570 8 169

まつば 松葉 鼎 上山 1890-1905 12 39

まつば 松葉 鼎 下山
1351,1529-1532,1553-1560,1569-
1576,1599,1828-1834

12 39

まつば 松葉 上郷 南条 ３６１２、３６１４－３６２０、３６６６－３６７０ 15 78

まつば 松葉 龍江 今田 3311,7154-7157 4,8 34

まつば 松葉 千代 大郡
3565-3566,3567ﾛ､3570ｲ､3570ﾛ-ﾎ､3593-
3597

8 169

まつばいり マツバイリ 下久堅 上虎岩 2271-2276,2285-2293 18 144

まつばおざわほら 松葉小沢洞 千代 法全寺 2844乙ｾ

まつばがいり 松葉ヶ入 千代 大郡 3247-3250 20 161

まつばがほら 松葉ヶ洞 千代 法全寺 2593-2595 25 67

まつばこさわ 松葉古沢 千代 法全寺 2852-2878 25,26 72

まつばさわ まつば沢 龍江 尾林 8165-8197 15,16 72

まつばざわ 松葉沢 千代 米川 2255,2261-2263,2272 20 59

まつばだ 松葉田 上郷 飯沼 ７８７－７９２ 15 40

まつばぼら 松葉洞 三穂 伊豆木 2025-2043 8 26

まつばやし マツバ 下久堅 知久平 914-918 3 95

まつばやし 松林 三穂 伊豆木 4236-4241イ 　

まつばやし 松林 上久堅 落倉 5770-5792,5822 20 50

まつばやし 松林 下久堅 小林 459-460

まつばやし 松林 座光寺 松林
2159,2192-2193,2201-2206,2212-
2218,2224-2229,2233-2234,2237-
2238,2240-2242

3,5 38

まつばら 松原 上村 中郷 290 10 64

まつはり 松張 伊賀良 北方 ３８５，３８７－３９１ 46

まつばり 松張 上久堅 中宮 1746-1758,1791-1796 3

まつばり マツバリ 上久堅 中宮 1756 3 20

まつぼら 松洞 飯田 丸山 5460-5496,5508-5513 10,11 30

まつぼら 松洞 上郷 黒田 ６７２８－６８２５ 11 103

まつぼら 松洞 上郷 別府 ３１６３－３２９１ 11 103

まつぼらぐち 松洞口 飯田 東野 4832-4851 12 30

まつぼらぐち 松洞口 飯田 丸山 4853-4854 12 30
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まつぼらぐちにし 松洞口西 飯田 丸山 4852

まつもとやしき 松本屋敷 竜丘 時又 469-470,512-513 14 62

まつもり 松森 鼎 東鼎 74-75,78 15 39

まつや 松屋 千代 米峰 4006 9 176

まつや 松屋 千代 法全寺 2654-2655 23 68

まつやした 松屋下 千代 法全寺 2653

まつやま 松山 南信濃 南和田 337～338

まと 的 上郷 飯沼 ２６４４ 14 64

まとう まとう 三穂 立石 1208-1224 6 107

まとうば 的場 南信濃 和田 2331ﾆﾍ 31 78

まとうばね マトウバネ 南信濃 南和田 840 39 78

まとば 的場 伊賀良 中村 ２２２５，２２３４，２２６４－２２６６ ###

まとば マトバ 上郷 飯沼 ２６０１，２６０５－２６０７ 14 63

まとば 的場 上郷 飯沼 ２６２６－２６３４ 14 63

まとば マトバ 上郷 黒田 ３３１５、３３２５－３３３１ 3 27

まとば 的場 上村 下栗 919 33 65

まとば 的場 竜丘 駄科 1700,1715,1722,1778-1780,1785-1786 9 113

まとめ 馬トメ 上久堅 森 4335 18 37

まとめ まとめ 上久堅 森 4342-4346 18 37

まどめ 馬止 上久堅 平栗 6062ﾛ、6064 21 52

まどめ 馬留 上久堅 平栗 6062-9063

まどめ マドメ 上久堅 森 4336-4339 18 37

まとら マトラ 下久堅 稲葉 1591-1598 9 125

まとりやま 眞鳥山 山本 山本 2632-2660,6498-6502 3,6 28

まねがいと 間根垣外 上郷 黒田 １４６２－１４７０、１４８８－１５０６ 4 14

まねがほら 間祢加洞 千代 下村 1719 36 120

まねがほら 摩根加洞 千代 下村 1859-1862 36 120

まねがほら 間祢加保良 千代 下村 1706 36 120

まねがほら 摩根ヶ洞 千代 下村 1769,1771-1774,1776-1782,1784-1786 6 120

まねぞい マネソイ 上郷 飯沼 １７７５－１７７７，２１８８－２１９１，２０９４－２０９５15 43

まねぞい マネゾイ 上郷 飯沼
１０９１－１０９３，１０９８－１１１７、１１２８－１１３０、
１２６１－１２６５、１７７５－１７７７、２０９４－２０９５，
２１８８－２１９１

14 43

まねぞえ 間根添 座光寺 中羽場 4489-4495 12 39

まねはな ま祢はな 龍江 石林 8257-8258 15,21 7

まま マ々 南信濃 南和田 801ﾛ，846 39,41 79

ままくぼ ママクボ 上久堅 大鹿 8784-8793 6,22 78

まました マゝ下 上郷 飯沼 １４２９－１４３８ 14 46

まました マゝ下 上村 下栗 1156 26 65

まました マゝ下 南信濃 南和田 812～813 40,41 79

ままづめ マゝツメ 上村 中郷 464～465 17 65

まむしあらし まむしあらし 龍江 今田 5098-5109 7,12 56

まむしざか 眞虫坂 飯田 飯田 503 18 40

まむしざわ マムシ沢 千代 法全寺 3605-3607
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まむしほら 反鼻洞 竜丘 桐林 2413 3 140

まむしぼら マムシ洞 伊賀良 中村 ３０７０－３０７７ ###

まむしぼら マムシ洞 龍江 安戸 7922-7936 15 68

まむしぼら まむし洞 三穂 立石 1147-1152 　

まむしぼら 間虫洞 鼎 名古熊 1098

まむしぼら 广虫洞 山本 山本 6633-6644 3 62

まめいだ 豆井田 鼎 切石 4093-4095,4134,4201-4221 5 39

まめざわ 豆沢 上久堅 原平
1173,1178-1207,1209-1217,1222-
1277,1279,1312-1351,1375-1379,1418-
1419,1460,1472,1477-1480

12,13 16

まめそら 豆ソラ（フ） 上村 中郷 264,264-10,11 13 65

まめた 豆田 鼎 切石 4049-4067,4072-4092 5 39

まめとち 大豆栃 南信濃 南和田 852ｲ､856，861 39 79

まめむき 菽ムキ 上久堅 平栗 6011-6034 8,20 52

まるがいと 丸垣外 龍江 今田 2401-2405 6 30

まるがいと 丸垣外 伊賀良 中村 ２５１７－２５２１ ###

まるかりした 丸仮下 上村 下栗 939-ﾛ 31 65

まるこうちば 丸子打場 千代 米峰 4259-4260 12 180

まるせまち 丸畝町 竜丘 駄科 602,1169  98

まるせんまち 丸千町 伊賀良 上殿岡 ７３３，７７７－７７９ 20

まるた 丸田 千代 荻坪 575 16 16

まるた 丸田 三穂 伊豆木 3910-3912 16 46

まるつぶり 丸ツブリ 千代 荻坪 476-478 16 14

まるつりね 丸釣根 竜丘 時又 599-600 14 58

まるにまち 丸貳町 飯田 羽場 225

まるね 丸根 三穂 伊豆木 1576-1581 　

まるね 丸根 三穂 伊豆木 2873-2874イ 　

まるのやま 丸山 上村 程野 212-213 9 66

まるはた まる畑 上久堅 森 4341

まるばた 丸畑 南信濃 南和田 315 26,40 79

まるばたやま 丸畑山 上村 下栗 920-1～6 31,33 65

まるばやし 丸林 南信濃 南和田 807～808 41 79

まるほど 丸程 南信濃 木澤 1322～1326 12,13 80

まるほど 丸程 南信濃 和田 1

まるまち 丸甼 千代 法全寺 2571 23 66

まるまつしも 丸松下 上村 下栗 939-ｲ 31 66

まるやま 丸山 飯田 飯田 658-666 18 42

まるやま 丸山 飯田 丸山 5680,5692-5697ｲ,5701-5719ﾉ1,5746-5747 12,18 31

まるやま 丸山 伊賀良 中村
１１１１－１１１２，１１１６－１１１７，１１３８，１１４０－
１１４２，１１４４，１１４８－１１５０，１１５３－１１５４，
１１５７，１１５９－１１６０

###

まるやま 丸山 伊賀良 三日市場 １６１－１６３，５６３－６２７ 27

まるやま 丸山 上郷 黒田 ２９４０－２９５５、２９６６－２９６８，２９７１ 4 23

まるやま 丸山 上郷 別府 １１１１－１１１２ 16 96

まるやま 丸山 上久堅 大鹿 8532-8551,8781-8783 5,22 73
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まるやま 丸山 上久堅 越久保 2688-2699,2705ﾛ､2714ﾛ 18 23

まるやま 丸山 上久堅 越久保 3642,4815,4817-4892 20 23

まるやま 丸山 上久堅 平栗 5352ｲ 21  

まるやま 丸山 川路 4959-4980 9 41

まるやま 丸山 下久堅 稲葉 1599,1601-1602,1605 8,9 125

まるやま 丸山 下久堅 柿ノ沢 1847-1848 8 68

まるやま 丸山 下久堅 小林 3005,3007-3008 6 19

まるやま 丸山 下久堅 下虎岩 8,10-15,1195,1197-1200 10 1

まるやま 丸山 龍江 今田 191-218,2114-2137,7216-7242 1,6 3

まるやま 丸山 龍江 尾林 8502-8503 22

まるやま 丸山 龍江 宮沢 8863-8867 20,23 88

まるやま 丸山 千代 下村 1817-1822 36 124

まるやま 丸山 千代 米峰 4083 9 178

まるやま 丸山 千代 法全寺 3389,3705-3706 23 81

まるやま 丸山 南信濃 和田 1775～1776 25 80

まるやま 丸山 三穂 伊豆木 407-409 9 10

まるやま 丸山 山本 久米 937,941,282ﾆ 27,31 131

まるやま 丸山 山本 竹佐 89 19 66

まるやま 丸山 山本 箱川 347 18,29 96

まるやま 丸山 山本 山本 4603-4623,4904-4946､4976-4978 9,10 42

まるやま 丸山 竜丘 桐林 3195-3201 11 144

まるやま 丸山 竜丘 駄科 2494-2495 8 119

まるやまうしろ 丸山後 山本 山本 5026-5033 10 42

まるやまぐち 丸山口 千代 米川 1774

まるやまさわ 丸山沢 山本 山本 6414-6416,6421-6424 5 58

まるやまはたた
んり

丸山畑田成 伊賀良 中村 １１１３，１１１５，１１１８ 95

まるやまひかげ 丸山日カゲ 下久堅 下虎岩 9 10

まわた マワタ 上村 中郷 445 16 66

まわりだ 廻リ田 千代 大郡 2982-2985 8,20 152

まわりだ 廻り田 山本 久米 237-238 31 119

まんげつやま 万月山 龍江 尾林 8381-8386 21,22 76

まんげつやま 満月山 龍江 尾林 8441-8446 22 76

まんご 万古 南信濃 南和田 1221～1276

まんごやま 万古山 南信濃 和田 267

まんじやま 万時山 龍江 尾林 8448-8480 78

まんじやま 万時山 千代 大郡 2780-2794､2796-2808,3591-3592,3598 8,10 145

まんば 万場 上村 上町 541-1,2～546-1,2,3 16,19 66

まんば マンバ 竜丘 駄科 508-509  94

まんば マンバ 竜丘 駄科 838,845 17 94

まんば マンバ 竜丘 長野原 1 16 65

まんば 万場 竜丘 駄科 510,512,846,1030-1031,1041,1057,2596-261810 65

まんば 万場 竜丘 長野原 43-49,571-598 17 65
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まんばさか 万バ坂 竜丘 駄科 2624 65

まんばさか 万場坂 竜丘 駄科 2625-2637 17 65

まんばだ 万場田 龍江 尾林 8596-8598 15,21 80

まんばひら ﾏﾝﾊﾞﾋﾗ 竜丘 駄科 506ﾛ 94

まんばひら 万バ平 竜丘 駄科 504-505 10 94

まんばひら 万場平 竜丘 駄科 503,2595 10 94

まんむかい 万向 千代 米峰 3598

みうち 見内 上郷 別府 ２２６３－２２６５ 10 101

みうちはた ミウチ畑 飯田 羽場 173-176 8 2

みおもがわ 三面川 千代 芋平 1542-1555 18 40

みかづきばた 三日月畑 伊賀良 上殿岡 １２５ 8

みかど 三角 上郷 黒田 １４０８－１４１４、１４１９－１４３２，１４７２－１４７６ 4 13

みかど ミカド 上郷 黒田 ２８２９－２８５５ 4 13

みきりだ 三切田 龍江 尾林 8565-8592 22 80

みくまの ミクマノ 下久堅 上虎岩 712

みこおし ミコヲシ 上村 程野 18-3～6,ﾛ､ﾊ､ﾆ､ｦ､ﾗ､ﾄ､ﾁ､ﾘ､ﾙ､　20-1～4､ｲ7 67

みこし ミコシ 上村 程野 18-1～2、20-5～ 6,7 67

みこぶち 三壺淵 伊賀良 北方 １０５６－１０６１，１１３１－１１３６ 52

みざがみとちやま 水上栃山 南信濃 南和田 810～811 40,41 15

みさき 岬 上郷 別府 ６０５

みさしろ 水佐代 松尾 水城 3442-3461,3555-3700,5424-5430,5565-55867,9 9

みさやま ミサ山 松尾 毛賀
684-704,934-936,1058-1281,939-
944,953-986,996-1037,1050-1052

3,4 1

みさやま 御射山 松尾 八幡原 201-226,268-285 5,7 1

みさやま みさ山 座光寺 萬才 1147

みさやま 美佐山 座光寺 萬才 1152-1157,1159,1860 7 39

みさやまはら 御射山原 川路 2218-2233 6 25

みさやまはら 美佐山原 座光寺 萬才 1133-1134,1137 7 39

みさやまはら 明神山原 竜丘 長野原 731-750 17 63

みさんばら 明神山原 竜丘 時又 123-130 14 63

みしましゃしゅび
きがい

三島社朱引
外

下久堅 小林 895 6

みしまやま ミシマヤマ 下久堅 上虎岩 669-670 15

みしまやま 三島山 下久堅 下虎岩 2756 15 43

みしり 見尻 上郷 別府 ５９０ 17 89

みずおち 水落 竜丘 長野原 140-145 13 70

みずかさ 水かさ 上郷 南条 ３６６２－３６６３ 15 80

みずがほら 水ヶ洞 上郷 黒田 ５２８０－５２８６ 14 62

みずがほらなか
みちした

水ヶ洞中道
下

上郷 黒田 ５２８７－５３０５

みずかみ 水上 飯田 羽場 488-505 8 11

みずかみ 水かみ 千代 法全寺 2948 25,26 73

みずかみ 水上 伊賀良 上殿岡 １２８ 8

みずかみ 水上 三穂 伊豆木 4721-4723 10 55



234

みずかみ 水上 竜丘 上川路 1020 12 162

みずがみ 水上 下久堅 知久平 417-425,436-447 3 90

みずくち 水口 龍江 雲母 9044 20 92

みずくち 水口 南信濃 和田 2331ﾊ 31 80

みずくち ミヅクチ 竜丘 駄科 1307

みずくち 水口 竜丘 駄科 1241

みずくち 水口 竜丘 長野原 185 13 70

みずくち 水口 竜丘 長野原 519 13 77

みずぐち 水口 鼎 一色 79-80 6 40

みずぐち 水口 下久堅 下虎岩 2549-2551,2553-2560 2

みずぐち 水口 松尾 清水 4428-4432 8 6

みずぐち 水口 伊賀良 中村 １０６７，１０９６，１０９９ ###

みずぐち 水口 上郷 黒田 ２２１８－２２３１ 4,8 19

みずぐち 水口 上郷 別府 ９１３－９１４、１３２２－１３２７，１３２９－１３３３、１６９１－１６９７16 94

みずぐち 水口 山本 山本 3514 9,20 35

みずじり 水尻 伊賀良 北方 ２０６４ 66

みずた 水田 上郷 別府 ３４６、７６４－７６６ 16,17 87

みずたり 水たり 山本 竹佐 1124 21 85

みずたれ ミズタレ 南信濃 八重河内 337ﾊ,346ﾊ～ﾘ 43 80

みずたれ 水タレ 南信濃 和田 1411　、1412　,1642　,1640

みずなし 水ナシ 飯田 羽場 760 8 16

みずなし 水ナシ 下久堅 知久平 1643-1647,1649,1727-1731,1734 3 101

みずのうつ 水ノウツ 南信濃 南和田 277 26 80

みずのくち 水ノ口 上村 程野 51 7 67

みずのくち 水ノ口 龍江 雲母 9024-9025 20 92

みずのくち 水ノ口 千代 野池 1470-1471 32 38

みずのくち 水ノ口 南信濃 南和田 837

みずのくち 水ノ口 南信濃 和田 2538～2539 27 81

みずのて 水ノ手 飯田 飯田
上2879-2885,2888-2928,2946-2948,2952-
3000,3009,3018-3019,645-649,650ﾛ

18 42

みずのでぐち 水ノ出口 山本 久米 2315-2316 33 155

みずのてさかじり 水ノ手坂尻 飯田 飯田 650,656-657 18 42

みずのやま 水ノ山 南信濃 南和田 806 41 81

みずのんばら 水呑原 伊賀良 三日市場 ６２８－７８７ 31

みずふね 水舟 下久堅 下虎岩 1770-1793 14 30

みずぼら 水洞 上郷 飯沼 ２５５１－２５５５ 14 62

みずみざわ 水見沢 上村 下栗 10,181,023 28,29 67

みずもと 水元 上久堅 下平 3924-3926,3959-3975 3,4 32

みずもと 水元 上久堅 下平 7712,7758,7776,7815ﾛ 3 67

みずもと 水元 上村 中郷 341 15 67

みずもと 水本 上久堅 下平
7703-7711,7713-7717ｲ､7718,7775,7778-
7788，7806路-7835

3,4 67

みずわり 水割 飯田 東野 3966-3999,4001-4032 16 49
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みずわり 水割 鼎 上茶屋 3494-3546 5,7 40

みずわり 水割 鼎 下山 870-872 12 40

みずわり 水割 竜丘 桐林 1343-1350,1428 8 130

みせ 見セ 南信濃 和田 86～87 20 81

みせまちだ 三畝町田 上郷 別府 ５０８－５０９ 21 88

みせまちだ ミセマチ田 龍江 尾林 8440 22 77

みぞがいと 溝垣外 千代 下村 1158 6 108

みぞがいと 溝垣外 千代 下村
1614-1615,1620-1622,1627-1644,1675-
1676，1645-1673，1682路、1693

6 119

みぞがいと 溝ヶイト 上村 中郷 437,439～441,451,～55 16,17 67

みぞがほら 溝ｹ洞

竜丘

駄科 186,191-193,200,202,204,213-216,224-
225,229-246,1714,1783,2009-2010,2013-
2014 7 90

みぞがほらさかし
た

溝ｹ洞坂下
竜丘

駄科 1682-1684 90

みぞがみ 溝上 下久堅 下虎岩 2250-2257,2277-2280,2288-2289 10 35

みぞぐち 溝口 伊賀良 上殿岡 ６９０－６９１ 19

みぞぐち 溝口 伊賀良 中村 ２４０１－２４０３ ###

みぞぐち 溝口 上郷 飯沼
３８０－３８８、９８５－１０００，１０２９－１０７２，１０７
６－１０９０，１１１９－１１２１ 18 34

みぞぐち 溝口 上郷 別府 １６７９

みぞぐちほら 溝口洞 山本 箱川 873-887,889ﾉ2 16 105

みぞこし 溝こし 山本 竹佐 811-812 20 79

みぞした 溝下 龍江 尾科 9340-9341

みぞした 溝下 山本 竹佐 1119-1120

みぞした 溝下 座光寺 南市場 3703-3733 11 39

みぞしたかわむこう溝下川向 山本 竹佐 1121-1123 21 85

みぞせ 溝瀬 三穂 立石 564-576 12 99

みぞぞえ 溝添 座光寺 南市場 3626 12

みぞぞえ 溝添 竜丘 桐林 1039-1060 13 128

みぞた ミゾ田 龍江 今田 4545 7

みぞた 溝田 下久堅 柿ノ沢 374-375

みぞた 溝田 山本 久米 1635

みぞだ 水田 上久堅 大鹿 8998-9000

みぞだ 溝田 上久堅 堂平 9176-9177,9186-9190 17 84

みぞどい 溝土井 竜丘 駄科 1467-1469 10 109

みぞどいかわら 溝土井河原 竜丘 駄科 1465-1466,1470-1472,1483 10

みその ミソノ 南信濃 木澤 721～749､767～788 14 81

みぞのお 溝ノ尾 三穂 立石 518-534 12 98

みぞのまえ 溝ノ前 千代 下村 1217-1218 6 110

みそはぎ 味噌萩 伊賀良 北方 １２５２－１２５８ 56

みぞばた 溝端 下久堅 知久平 344-349 3 89

みぞばた 溝端 山本 山本 5313-5317 10 46

みぞばた 溝畑 上郷 南条 ３５５２ 15 77

みぞばた 溝バタ 飯田 羽場 762-766 8 16
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みぞばた 溝バタ 山本 山本 5381-5384 10 46

みぞばた 溝端 伊賀良 三日市場 ９４－９５，５５７－５６２ 26

みぞばた 溝畑 伊賀良 中村 ９２０ ###

みぞまたぎ 溝跨 伊賀良 上殿岡 ５９０，６１１－６１６ 17

みぞまたぎ 溝マタギ 伊賀良 北方 ６４５－６４９，６７３，６７５－６８０ 49

みぞまたぎ 溝マタギ 伊賀良 中村 ２５１５－２５１６，２５４１－２５４２，２５４５ ###

みぞわたり 溝跨 竜丘 桐林 1615-1620 11 134

みた 見田 千代 下村 1697ｲ､1698 36 120

みたらし ミタラシ 竜丘 時又 275 14 59

みたらし み田らし 竜丘 時又 598 14 59

みだればやし ミダレ林 下久堅 上虎岩 1064-1066 17 134

みだればやし ミダレバヤシ 下久堅 上虎岩 1042-1063 17 134

みちあい 道合 山本 箱川 1039-1040 13 108

みちうえ 道上 飯田 羽場 798､1019-1022､1359-1361､1366-1368､1369-13818 17

みちうえ 道上 上郷 飯沼 ２３１３－２３１４、２７９１－２７９３ 10 59

みちうえ 道上 川路 3730-3736,3739-3740 10 35

みちうえ 道上 下久堅 知久平 1623

みちうえ 道上 千代 大郡 3599ﾊ

みちうえ 道上 千代 荻坪 443 19 13

みちうえ 道上 千代 荻坪 597 16

みちうえ 道上 千代 毛呂久保 2448-2450 7 139

みちうえ 道上 千代 下村 42-58 3,4 89

みちうえ 道上 千代 下村 1390ﾛ

みちうえ 道上 千代 野池 1381 21 36

みちうえ 道上 千代 米川 1921-1925,1927-1930 21 52

みちうえ 道上 南信濃 和田 221 18,20 17

みちうえ 道上 南信濃 和田 1184ﾛ

みちうえ 道上 山本 久米 1400,1550,1854 28,32 117

みちうえ 道上 飯田 羽場 1359-1361､1366-1381 4 16

みちがほら 道ヶ洞 千代 大郡 2721-2723､2751-2752 10 144

みちかみ ミチ上 下久堅 下虎岩 1743 14 29

みちした 道下 飯田 羽場 761､778､795,1329,1337-1341,1388-1389 8 16

みちした 道下 伊賀良 上殿岡 ８８１ 23

みちした 道下 伊賀良 北方 １０６２，１１２３－１１２６ 52

みちした 道下 伊賀良 北方 １９８２－１９８６ 65

みちした 道下 伊賀良 中村 ５７，１３８，７０３，７０７，７１６－７１７，１０２４ 90

みちした 道下 伊賀良 中村 ２０３０－２０３１，２５４３，２５４８ ###

みちした 道下 鼎 一色 198,205-210 6 40

みちした 道下 上郷 飯沼

１６５６－１６６１，１６７１－１６７２，１７６２－１７６６、
２０６９－２０７２，２１９２－２２００、２２７４－２２７７、
２５２８、２６１３－２６１９、２６７４－２６７５、２９０１，
３０３１、５２３９－５２４５

14,15 50

みちした 道下 上郷 飯沼
２５２８，２６７４－２６７５，２６１３－２６１９，２７８１－
２７８２ 10 59

みちした 道下 上郷 黒田 １－３ 5 1
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みちした 道下 上郷 黒田 ６０２ 9 6

みちした 道下 上郷 別府 ２４１４－２４２２，２４５３，２４７０，２４７３－２４８１ 10 101

みちした 道下 上郷 南条 ３５２５－３５２７ 15 76

みちした 道下 上村 程野 182,189～194-1,ﾛ､239,295 8,10 68

みちした 道下 下久堅 下虎岩 2758-2764 2 43

みちした 道下 千代 大郡 2765ﾛ 8 144

みちした 道下 千代 大郡 2986 8

みちした 道下 千代 大郡 3182ﾛ

みちした 道下 千代 荻坪 607

みちした 道下 千代 毛呂久保 1973ｲ

みちした 道下 千代 毛呂久保 2123

みちした 道下 千代 野池 1375 21 36

みちした 道下 南信濃 木澤 1001,1003､1004 12,14 17

みちした 道下 南信濃 和田 193～210 18,20 17

みちした 道下 南信濃 和田 2414

みちした 道下 南信濃 和田 1026　,1125　,1184 31 17

みちした 道下 山本 久米
127,129ｲ､130ｲ､178,691-
696,1111,1159,1622,1884,2116,2167 28,32 117

みちした 道下 山本 竹佐 1009-1010 21 83

みちした 道下 竜丘 桐林 954-960 10 127

みちした 道下 竜丘 駄科 562,573-574 10 98

みちしたきた 道下北 上郷 黒田 ６３４ 9 6

みちしたちゃどう 道下茶道 伊賀良 中村 ５６ 90

みちしたなわしろ 道下苗代 山本 山本 2508-2509 6 26

みちしたひかげ 道下日カケ 山本 箱川 648-651 13 101

みちしたまえやま 道下前山 竜丘 駄科 574

みちぞい 道添 上郷 飯沼 ５３４－５３７，５７２－５７５，５８２－５８９ 15,19 36

みちぞい 道添 上郷 南条 ３３３８、３５１３ 16 71

みちぞえ 道添 上郷 別府 ５０７，２４５４－２４５６ 10 101

みちぞえ 道添 三穂 下瀬 282リ-283 21 83

みちぞえ 道添 三穂 立石 448-450 6,12 97

みちぞえ 道添 伊賀良 中村 ２３９１－２３９３ ###

みちぞえ 道添 座光寺 共和 4029-4031 12 39

みちそば 道側 鼎 一色 85,371-373 6 40

みちにし 道西 千代 米峰 3790

みちのま 道ノ間 竜丘 駄科 1099-1103 7 102

みちのま 道ノ間 竜丘 駄科 1099-1103

みちばた 道バタ 下久堅 知久平 934 3 96

みちばた 道バタ 龍江 石林 8691

みちばた 道端 伊賀良 上殿岡 ４７４－４７５ 14

みちばた ミチバタ 下久堅 知久平 935-940 3 96

みちまたぎ 道又木 上郷 黒田 ６５８－６６１ 9 6

みちやしき ミチヤシキ 上久堅 越久保 3476 16 30

みつあい 三ツ合 南信濃 南和田 344
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みつい 三ツ井 鼎 一色 322-329 8 40

みつい 三ツ井 鼎 名古熊 659-661,1931-1932,1976-1981,1999-2008 13 40

みつい 三ツ井 上郷 黒田 ３５００－３５０２ 4 30

みついし 三石 下久堅 知久平
640-670,672-673,676-685,689-700,705-
711,752-755

3 92

みついしなか 三石中 下久堅 知久平 688

みついまえ 三井前 下久堅 知久平 730 3 93

みつかみ ミツカミ 下久堅 下虎岩 2281-2287 10 35

みつきだ 三月田 山本 久米 670-672,716 32 127

みつきの？ 三月野 飯田 東野 4223-4243 16 50

みつけぼら ミツケボラ 下久堅 上虎岩 2330-2337 18 144

みつざわ 三ツ沢 龍江 雲母 9281-9287 20 100

みつざわ 三ツ沢 南信濃 和田 262 18 82

みつざわ 三ツ澤 南信濃 木澤 847 12 81

みつざわ 三沢 龍江 雲母 9007-9017 20 92

みつざわ 三ツ沢 川路 1492-1505,1520-1535 4 21

みつざわしょうぶがほら三ツ沢せうぶが洞龍江 雲母 9280 20 100

みつぜんやま みつぜん山 龍江 尾林 8497

みつだ 三ツ田 伊賀良 中村 ２５００－２５０４ ###

みつだ 三ツ田 上久堅 森 4413,4417-4421 17 38

みつだ 三ツ田 龍江 今田 3897-3907 3 43

みつだ 三ッ田 下久堅 柿ノ沢 874-875 6 144

みつだ ミツ田 伊賀良 上殿岡 ５６９－５７２ 16

みつだ 三ッ田 上郷 南条 ３５１４ 15 75

みつだ 三ッ田 山本 久米 172-173 31 118

みつだ 三ッ田 山本 山本 4461-4463 9 41

みつだ 三つ田 下久堅 下虎岩 2535-2537 2 39

みつまた ミツマタ 下久堅 上虎岩 302 15 127

みつまた 三又 川路 2124-2147 6 26

みつみね 三峰 上村 程野 147-ﾊ 8 68

みつやま 三ツ山 山本 山本 248-274 23,25 1

みどうじ 御堂寺 山本 箱川
470,476,480,482-485,487,495,569-571，582-
583

13,17 98

みとおり 三通 上郷 黒田 ３０４４－３０４５、３０５０－３０５５、３０５９－３０６０ 4 25

みとおりだ 三通田 山本 箱川 1056 13 109

みとおりだ 三通田 山本 久米 1511 32 143

みとおりだ 三通リ田 上郷 飯沼 １６１１－１６１２，１６１６－１６１９，１６２５ 14 49

みとりだ 三通リ田 川路 4183-4186,4235-4239 10 39

みなかくぼ ミナカクボ 下久堅 上虎岩 415,420-422 15 128

みなくち 水口 南信濃 和田 1717～1718ﾛ,1724 21,22 82

みなごや ミナゴヤ 上久堅 下平 8352,8360-8364 4 72

みなざわ 南沢 南信濃 和田 2334～2338 31 82

みなみ 南 伊賀良 大瀬木 ２８００－２８０１，２８０６－２８０９ 86

みなみ 南 鼎 上山 1814-1817,1836-1844 8 40
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みなみ 南 上村 程野 130-4～8,ｲ 8 68

みなみあらこや 南新古屋 上村 程野 62ﾊ

みなみいした 南井下 竜丘 駄科 1621-1623 10

みなみいり 南入 龍江 今田 513-529 10 6

みなみいりひなた 南入日向 龍江 今田 666-667 11 5

みなみがいと 南垣外 山本 竹佐 10-12,13ｲ､20-21,22ｲ-25,248-249 12,19 64

みなみがた 南方 伊賀良 北方
３１－７２，７７－７８，８２－８６，９１－１００，１８８－
２５５ 42

みなみがほら 南ヶ洞 下久堅 南原 748-806,814,818-825 5 114

みなみがほら 南ヶ洞 山本 久米 1193,1206-1207,1212-1223,1227-1230 28 135

みなみごや 南小ヤ 上久堅 下平 8353-8359,8365-8372 4 69

みなみさがり 南下リ 伊賀良 中村 ２０８８－２０９２，２０９４ ###

みなみさがり 南下リ 上郷 黒田 １５８２－１５８７、１７３０－１７３７ 9 15

みなみさわ 南沢 飯田 山 8139-8141

みなみさわ 南沢 上久堅 蛇沼 7063-7099,7104-7107 11 61

みなみさわ 南沢 川路 3374-3381,3565-3646 6,10 10

みなみさわ 南澤 山本 久米 938 27 138

みなみさわ 南澤 座光寺 共和 4359 12 39

みなみさわ 南澤 座光寺 中羽場 4408-4410,4412-4421 12 39

みなみざわ 南沢 伊賀良 北方
８５０－８６６，９２３－９３７，９９８，１００２－１０

０３，１００９－１０１９
50

みなみざわ 南沢 上久堅 原平 1420-1459,1462-1466 13 15

みなみざわ 南沢 千代 法全寺
2309ｲ､2310-2315,2320-2329,2332-2333，
2358，2361-2369，2379-2394

22,23 61

みなみざわ 南澤 上郷 飯沼 ７５１－７５９ 15 39

みなみざわ 南沢 下久堅 柿ノ沢 715-729,736,752-757 19 56

みなみざわ 南沢 下久堅 小林 3055-3091,3098-3108,1110-1119 19

みなみざわ 南沢 龍江 石林 8632-8643 22 83

みなみざわうえのきり南沢上ノ切 下久堅 柿ノ沢 730-734 19

みなみざわしたのきり南沢下ノ切 下久堅 柿ノ沢 740-751

みなみざわなかのやま南沢中ノ山 下久堅 柿ノ沢 737-738 19 56

みなみざわにがしのやま南沢東ノ山 下久堅 柿ノ沢 735

みなみさわみちした南沢道下 龍江 石林 8628-8631 21 83

みなみしみず 南清水 上郷 飯沼 ２４３８ 15 41

みなみしみず 南清水 山本 竹佐 650-652,668-671 20 75

みなみしもじま 南下島 山本 山本 2314-2319 21 24

みなみしゃぐじ 南社久地 山本 山本 1575-1587 21 16

みなみじょうろく 南丈六 下久堅 南原 45-48,57-70,1183 4 103

みなみだ 南田 伊賀良 北方 １２３１－１２３２ 55

みなみだ 南田 飯田 羽場 314-315,734,757-758,768-775,841-843,844ｲ8,13 7

みなみだ 南田 伊賀良 北方 ２０６５ 66

みなみだ 南田 伊賀良 三日市場 １１２５－１１３８，１１５９－１１６０，１１６２ 35

みなみだ 南田 上郷 黒田 ７８６－８０１、８０３－８０６，３５８８－３５８９，３５９２5 8

みなみだ 南田 上郷 別府 ４８９
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みなみだ 南田 山本 箱川 1057-1058 13 109

みなみだ 南田 山本 山本
2917-29184776-4792,4979-4999,5385-
5394,5545-5547

6,10 30

みなみだいら 南平 飯田 飯田 上2794 14 46

みなみたなだ 南棚田 座光寺 下羽場 5231ﾛ-5236,5240-5254 12 13

みなみつじ 南辻 三穂 立石 951ハ-952イ 12 103

みなみとよぐち 南樋口 上郷 飯沼 １９９９－２００２ 15 54

みなみぬま 南沼 山本 山本 3197-3210 21 32

みなみのきり 南ノ切 千代 米川 1838-1840 21 51

みなみのはら 南ノ原 松尾 八幡原 841ﾉ1-908ﾛ,944-955ﾛ,1145-1384 3 3

みなみはた 南畑 飯田 羽場 818-820 8 17

みなみはた 南畑 伊賀良 上殿岡 ４７２－４７３ 13

みなみはた 南畑 龍江 今田 1703-1725 6,11 20

みなみばた 南畑 上郷 黒田 １６２６－１６２８ 9,10 16

みなみはば 南羽場 三穂 下瀬 289-293 20,21 84

みなみはば 南ハバ 竜丘 駄科 441 93

みなみはば 南羽場 座光寺 下羽場 5266-5267

みなみはば 南羽場 竜丘 駄科 434,437,439-440 10 93

みなみはら 南原 伊賀良 大瀬木 ４００９－４０５５ 88

みなみはら 南原 伊賀良 三日市場 １３９８－１４０９ 38

みなみはら 南原 上郷 南条 ３０９７－３１５１，３１６４－３２０３，３２０８－３２２７11 69

みなみはら 南原 千代 法全寺 2336-2337,2346-2347 22,23 61

みなみはら 南原 座光寺 原
506-508,536-580,778-805,807-
808,816,818-821

3 45

みなみはら 南原 竜丘 桐林 2033-2040,2055-2057,2059-2086,2087ﾛ 11 137

みなみばら 南原 伊賀良 北方 ２０ 42

みなみはんのき 南半ノ木 川路 3001-3041 7,10 31

みなみひら 南平 上郷 黒田 ７６８－７６９ 5 7

みなみひら 南平 下久堅 下虎岩 736-742,747,761-765 11 11

みなみほった 南堀田 三穂 伊豆木 2860ロ-2865 3,9 35

みなみほり 南堀 飯田 飯田 609

みなみぼりあと 南堀跡 飯田 飯田 700,703,706,731

みなみまえだ 南前田 伊賀良 北方 ３９９－４０５ 46

みなみまえだ 南前田 山本 山本 877-892,2085-2092,2054-2056,2516,2517,2929-29346,22 18

みね 峰 鼎 名古熊 1511-1519,1528-1542,1543-1558,1562-156410 40

みね ミね 鼎 名古熊 2547-2585,2590-2591,2627 13 40

みね ミ子 下久堅 上虎岩 552

みね 峰 上久堅 下平 56-59、110-111､137-145､180-190､197-1982 1

みね 峰 千代 荻坪 493-496 16 15

みね 峰 三穂 伊豆木 3651ロ-3665 10 44

みね 峰 三穂 立石 196ハ-223イ 5,11 93

みね 峯 上久堅 大鹿 8713-8715

みね 峯 下久堅 小林 135-136,245-246 7

みねがほら 峰ヶ洞 千代 荻坪 508-510,533-537 19 15
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みねじおり ミネジヲリ 南信濃 南和田 318 26,40 82

みねちょうやま 峰頂山 山本 久米 2193-2195,2281-2291,2301,2303 33 152

みねつるね ミネツルネ 下久堅 上虎岩 704-705,708-710 15 129

みねのたいら 峰ノ平 山本 久米 1867-1870,1872,1877-1881 32 148

みねのたいら 峰の平 上村 程野 215-1,4,ﾍ 9 68

みねのたいらやま峰ノ平山 山本 久米 1924 32 148

みねはら 峰原 千代 荻坪 502-507 16 15

みねもと 峯元 下久堅 柿ノ沢 951

みのぜ 箕瀬 飯田 飯田
上2384ﾛ,上2392,上2409,上2411,2442-
2448,2453-2454,2464-2513

13 44

みのぜ ミノゼ 飯田 飯田 上2410,2448ﾛ-2449

みのぜうら 箕瀬裏 飯田 飯田 上2369-2384ｲ,上2384ﾊ-2391 14 44

みのぜうら 箕瀬裏 飯田 飯田 上2441 14 44

みのぞう 美ノ蔵 下久堅 小林 280,285-290,294-316,319-329 7 73

みのだ 箕田 千代 下村 1713ﾛ､1716､1720,1734,1748 36 121

みのだじり 箕田尻 千代 下村 1735-1737ｲ 36 121

みひろいし ミヒロ石 伊賀良 大瀬木 １９６３－１９６５ 83

みほら ミホラ 上久堅 越久保 3539-3552 16 31

みほら 三洞 上久堅 中宮 356-362,364-387,389-390 1 6

みや 宮 三穂 伊豆木 3544 16 42

みやうしろ 宮後 千代 下村 986､988,1168 5 103

みやうら 宮裏 山本 箱川 567-568 17 100

みやがいと 宮垣外 山本 山本 2431-2464,2467､2499-2501 6,21 26

みやがいと 宮垣外 上郷 別府
９３３－９３４、１１０８，１１１３－１１１４，１１
１７－１１２２，１１２４，１１９７－１２０９，１２
１５、１３４１－１３５５

16 94

みやがしら 宮頭 鼎 名古熊 1927-1930,1933,1967-1975,2002-2004 9,13 41

みやがほら 宮ヶ洞 飯田 丸山 6985ﾉ1-13,6985ｲ1-10

みやがほら 宮ヶ洞 飯田 山 6985ｲ11-14

みやがほら 宮ヶ洞 川路 2707-2708,2710-2711,2733-2828 6,7 27

みやがわ 宮川 伊賀良 中村
１５５，１９９，１０１７－１０１８，１０２０－１０２
１，１０２３，１０２７，１０３９－１０４７，１０６３－
１０６５，１１９１

93

みやがわ 宮川 伊賀良 中村 １１２９，１１６６，１２１４－１２１７ ###

みゃくじ ミヤクジ 上村 下栗 982 29,30 69

みやくぼ 宮久保 鼎 名古熊
1790,1796,1808,1815-1830,1868-
1874,1891-1896,1934-1940,1962-
1966,1962-1966

9,13 41

みやご 宮後 伊賀良 下殿岡 ２５９－３７６ 1

みやこち 都地 南信濃 和田 2274

みやこはた 都畑 南信濃 和田 1711 22,24 82

みやざき 宮崎 上郷 黒田 ４１５４－４１５７

みやざき 宮崎 座光寺 宮崎 1-5,9-14,16ｲ-16ﾛ1 3 40

みやざき 宮崎 座光寺 原 581-629,631,633,640-722,729 3 40

みやざきうえぼら 宮崎上洞 座光寺 原 630,632,634-639 3 40
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みやざわいり 宮沢入 龍江 石林 8692-8694 21 84

みやざわいり 宮澤入 龍江 宮沢 8931-8950 20,26 84

みやした 宮下 伊賀良 大瀬木 ６００－６５０ 76

みやした 宮下 伊賀良 上殿岡 ６０７－６１０，６１９ 17

みやした 宮下 伊賀良 北方 Ａ１２６，１６０３－１６１０ 43

みやした 宮下 伊賀良 北方 １６０８－１６１０ 62

みやした 宮下 鼎 切石 4466-4557 4,5 41

みやした 宮下 鼎 下山
1352-1362,1371-1380,1471-1487,1488
ﾛ,1518-1520,1545-1552

12 41

みやした 宮下 鼎 名古熊 1898-1914,1920-1926 9 41

みやした 宮下 上郷 飯沼 ２４６０－２４６４，２４９４－２４９８，２５０４－２５０７9 61

みやした 宮下 上郷 黒田
２０７５－２０７８、２０８２－２０８７、２０８９
－２１０４，２１８６－２１８８、３３３４－３３３
６，３３４２－３３４４，３３５０、３４２４

8 18

みやした 宮下 上郷 別府
１１７８－１１７９，１１８１－１１８４，１１８９
－１１９１、１３８８－１３８９，１３９３－１３９
６

16 94

みやした 宮下 上久堅 大鹿 8857-8862

みやした 宮下 上久堅 小野 5021-5027 20 43

みやした 宮下 下久堅 柿ノ沢 1242,1157-1158 7 62

みやした 宮下 下久堅 小林 897-902 6 62

みやした 宮下 下久堅 下虎岩 1287,1624-1630 11,14 20

みやした 宮下 下久堅 知久平
1128,1134-1139,1154,1414-1421,1422-
1453

3 99

みやした 宮下 千代 荻坪 572ﾛ

みやした 宮下 千代 下村 1717､1722-1729,1737ﾛ､1750-1756 36 121

みやした 宮下 千代 法全寺 2580-2581

みやした 宮下 三穂 伊豆木 3786-3815 16 42

みやした 宮下 三穂 下瀬 223-224 18,20 81

みやした 宮下 山本 久米 1497

みやした 宮下 山本 竹佐 723 20 76

みやした 宮下 山本 箱川 577-581,586 13,17 100

みやした 宮下 竜丘 桐林 1847-1869,1875-1904 11 134

みやしろ ミヤシロ 山本 箱川 573 17 100

みやしろ 宮城 竜丘 駄科 1446-1447,1489-1495,1497-1499 10 108

みやたいら 宮平 下久堅 知久平 1124-1125 3 97

みやだいら 宮平 飯田 大平 8107 8109 21 37

みやだがいと 宮田垣外 座光寺 上野 3046-3051 6 40

みやだがいと 宮田垣外 座光寺 萬才 1520-1521 6 40

みやつるね 宮ツルネ 山本 久米 1564-1566 32 148

みやつるね 宮つるね 三穂 伊豆木 3551-3556 10 43

みやづるね 宮づる祢 山本 久米 734 32 148

みやどのむかい 宮戸ﾉ向 南信濃 木澤 2-1､2,3～4､6 1,2 83

みやどむかい 宮戸向 南信濃 木澤 1，5 1,2 83

みやのいりよけみち宮ノ入除ヶ道 龍江 尾科 9518
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みやのうえ 宮ノ上 飯田 東野 4033-4166,4681-4724 12,16 50

みやのうえ 宮ノ上 伊賀良 大瀬木 １０６７－１０７２ 78

みやのうえ 宮ノ上 伊賀良 大瀬木 ２７５１－２７５２，２７５４－２７５８ 85

みやのうえ 宮ノ上 上郷 黒田 ２３１４－２３２７、２３３２－２３４４，２３４９，２３５２－２３５５8 18

みやのうえ 宮ノ上 上久堅 上平 1933-1942 13

みやのうえ 宮ノ上 下久堅 柿ノ沢 3274-3275 7 62

みやのうえ 宮ノ上 龍江 今田 3503-3507 7,37 37

みやのうえ 宮ノ上 南信濃 木澤 546ﾍ～555 4,8 83

みやのうえ 宮ノ上 南信濃 南和田 842 39 83

みやのうえ 宮ノ上 山本 箱川 565-566 17 100

みやのうえ 宮の上 伊賀良 北方 １５９６－１５７１，１５８６－１５９７，１５９９－１６０７ 43

みやのうえ 宮の上 伊賀良 北方 １５９６－１５７１，１５８６－１５９７，１５９９－１６０７ 62

みやのうえ ミヤノウエ 下久堅 上虎岩 1605

みやのうしろ 宮ノ後 龍江 今田 3460-3462 3,7 36

みやのうしろ 宮ノ後 千代 野池 1242-1247、1248ﾉ3-1249､1250 18 31

みやのうしろ 宮ノ後 山本 久米 735,740-741,845-849,854-857 32

みやのうしろ 宮ノ後 山本 久米 1567 32

みやのうしろ 宮ノ後 千代 野池 1500､1503-1508,1519-1529 18

みやのうら ミヤノウラ 下久堅 上虎岩 1525-1553,1627-1630 17

みやのき 宮ノ木 南信濃 木澤 1480 21 84

みやのくちした 宮ノ口下 南信濃 南和田 848～850，851 39 84

みやのくぼ 宮ノ久保 上村 下栗 1310 24 69

みやのこし 宮ノコシ 上村 上町 648,650,742,749-750 20 69

みやのこし 宮ノコシ 下久堅 知久平 929-933

みやのこし 宮ノ越 上郷 黒田 ２３６３－２３９２ 8 18

みやのこし 宮ノ越 山本 箱川 572,574 17 100

みやのこし 宮ノ越 山本 山本 2872-2899 6 26

みやのこし 宮ノ腰 上久堅 上平 1912-1914,1929-1932

みやのこし 宮ノ腰 下久堅 知久平 919-928 3 96

みやのこし 宮ノ腰 下久堅 知久平 1129 3

みやのこし 宮ノ腰 山本 山本 2502-2507､2515ﾉ2,2516ﾉ2,2517ﾉ2-2519 21 26

みやのさき 宮ノ崎 伊賀良 三日市場 １２７－１６０，１６４－１７８ 27

みやのさわ 宮ノ沢 下久堅 下虎岩 2693-2710,2745-2752 14 42

みやのさわ 宮ノ沢 千代 大郡 3015-3016 19 156

みやのした 宮（ノ）下 上村 程野 94-9,10,　95-ｲ､2～4､9､10､242-13～15,17,18,236,8 69

みやのした 宮下 下久堅 小林 567-574 6 76

みやのした 宮ノ下 鼎 一色 475-479 9 41

みやのした 宮ノ下 上久堅 中宮 1902-1909 13

みやのした 宮ノ下 川路 4768-4828 10 40

みやのした 宮ノ下 下久堅 柿ノ沢 711-713

みやのした 宮ノ下 下久堅 小林 562 6 76

みやのした 宮ノ下 下久堅 下虎岩 867 11 13

みやのした 宮の下 下久堅 小林 565-566 6 76
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みやのした ﾐﾔﾉｼﾀ 竜丘 駄科 1300 108

みやのした 宮ノ下 南信濃 八重河内 1257

みやのした 宮ノ下 山本 久米 1504-1510 32 141

みやのした 宮ノ下 山本 箱川 575 17 100

みやのせ 宮ノ背 下久堅 柿ノ沢 3276-3331 7 62

みやのたいら 宮ノ平 上久堅 小野 5059-5064,5067-5073 20 43

みやのたいら 宮ノ平 上村 下栗 922-1,3,4 31,33 69

みやのたいら 宮ノ平 上村 中郷 304,364 13 69

みやのたいら 宮ノ平 南信濃 八重河内
1159ﾊ,1273ﾛ,1274ﾛ,1277ﾛ,1279ﾛ,1280
ﾊ,1286ﾛ,1289ﾛ,1293ﾛ

みやのだいら 宮平 上久堅 森 4292ﾛ-4308 17 35

みやのだいら 宮ノ平 龍江 今田 7243-7431 4,5 63

みやのはちまんしゃ宮の八幡社 三穂 伊豆木 3545 16 42

みやのはら 宮ノ原 伊賀良 中村 ３９０，８４６ 97

みやのはら 宮ノ原 鼎 一色 1-7,481-496 8,9 41

みやのはら 宮ノ原 上久堅 中宮
1797-1798,1811-1722,1845,1855-
1856,1890-1898,1910-1911

3,13 20

みやのはら 宮ノ原 山本 山本
2900-2903､2924-2928､2937-
2949,3003,3010-3044

6,9 30

みやのひら 宮ノ平 下久堅 知久平
1109-1123,1126-1128,1131-1133,1152-
1153,1155-1167

3 97

みやのほら ミヤノホラ 下久堅 上虎岩 748-750 15

みやのほら ミヤノ洞 下久堅 上虎岩 751-772 15

みやのほら 宮ノ洞 飯田 大平 8101-8102

みやのほら 宮ノ洞 上久堅 平栗 6247ｲ、6248-6249 10 54

みやのほら 宮ノ洞 座光寺 唐澤 2510

みやのまい ミヤノマイ 下久堅 上虎岩 1631-1635

みやのまえ 宮ノ前 飯田 東野 4167-4222,4379-4417 16 50

みやのまえ 宮ノ前 伊賀良 大瀬木 ２８１７－２８１８，２８２４－２８４０ 85

みやのまえ 宮ノ前 伊賀良 上殿岡 ６０６，６７７ 17

みやのまえ 宮ノ前 伊賀良 下殿岡 ６８２－７７３ 1

みやのまえ 宮ノ前 伊賀良 三日市場 ５０－５５ 25

みやのまえ 宮ノ前 上郷 別府 １１９２－１１９３，１１９６ 16 94

みやのまえ 宮ノ前 上久堅 越久保 2903-2905,2908ﾆ-2949ｲ､2952 18 27

みやのまえ 宮ノ前 上久堅 中宮 1852-1854,1857,1899-1901

みやのまえ 宮ノ前 上久堅 蛇沼 7188-7206 11 62

みやのまえ 宮ノ前 川路 2378-2397 6 29

みやのまえ 宮ノ前 下久堅 下虎岩 1304 13

みやのまえ 宮ノ前 下久堅 知久平 955-965,1084-1098 3

みやのまえ 宮ノ前 龍江 今田 3452-3458 3 36

みやのまえ 宮ノ前 龍江 尾科 9503-9517,8073-8076 15,19 105

みやのまえ 宮ノ前 龍江 宮沢 8770 15,21 85

みやのまえ 宮ノ前 千代 下村 1063-1065,1122-1132 5 103

みやのまえ 宮ノ前 千代 野池 1248ﾉ2,1271-1272,1275-1276 18 31
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みやのまえ 宮ノ前 千代 法全寺 3562-3564 24 84

みやのまえ 宮ノ前 山本 久米 1498 32

みやのまえ 宮ノ前 山本 山本 3048-3059,5224-5244 6,10

みやのまえ ﾐﾔﾉﾏﾍ 竜丘 駄科 1301,1303,1306 10 108

みやのまえ 宮前 下久堅 小林 853-856 6

みやのまえ 宮前 南信濃 和田 214 18,20 84

みやのまえ 宮ノ前 座光寺 宮ノ前 2528-2532,2536  

みやのまえ 宮の前 座光寺 宮ノ前 2518 8 40

みやのまえ 宮ノ前 竜丘 上川路 323-330,335-351,352-2,353-360 5 151

みやのまえ 宮ノ前 竜丘 桐林 1905-1916,1922-1925,2140-2142 11 134

みやのまえ 宮ノ前 竜丘 駄科 1302,1304-1305 10 108

みやのまわり 宮ﾉ廻リ 千代 下村 762-764 4 99

みやのむかい 宮ノ向 千代 毛呂久保 2107-2108､2128 9 131

みやのもと 宮ノ元（本） 千代 米川 2117-2118

みやのよこ 宮ノ横 伊賀良 大瀬木 ２７５９－２７６６ 85

みやのわき 宮ノ脇 上郷 黒田 ２２９０－２２９５、２２９７－２３１３，２３４５ 8 18

みやのわき 宮ノ脇 上久堅 風張 7533-7554 4,16 67

みやのわき 宮ノ脇 上久堅 越久保 2908

みやのわき 宮ノ脇 上久堅 堂平 9361-9364,9385,9388-9393 4,16 88

みやのわき 宮ノ脇 川路 2375-2377 6 29

みやのわき 宮の脇 三穂 伊豆木 3541 16 42

みやのわき 宮ノ脇 座光寺 宮ノ前 2519,2537-2538,2543-2544,2592-2596 8 40

みやのわき 宮ノ脇 竜丘 上川路 366-372 5 152

みやばやし 宮林 上久堅 小野 4657-4687,4695-4696 19,20 41

みやばやし 宮林 三穂 下瀬 372ヘ-376 18 86

みやばやし 宮林 竜丘 桐林 1688-1690,1699-1702,2143 11 132

みやばやし 宮林 竜丘 駄科 1448 10 108

みやはら ミヤ原 松尾 毛賀 705-725,744-750,1410-1429,796-909 4,11 10

みやはら 宮原 伊賀良 中村
１１８６，１１９６－１１９７，１２２４，１２３８，１２４
０，１２５０－１２７４，１２８２－１３００

###

みやひなたざわ 宮日向沢 下久堅 下虎岩 2713-2714

みやほら 宮洞 竜丘 桐林 11 138

みやま ミ山 南信濃 和田 1751～1753 24 84

みやまえ 宮前 上久堅 蛇沼 7331-7346 11 62

みやまえ 宮前 竜丘 長野原 351-369 14 73

みやまえがいと 宮前垣外 上郷 別府 １１９４－１１９５ 16 94

みやむかい 宮向 千代 毛呂久保 2125-2127 9 131

みやもと 宮本 龍江 今田 3512-3529 7 37

みややしき 宮屋敷 千代 米川 2192 21 58

みやわき 宮脇 伊賀良 大瀬木 １０２３－１０２９ 78

みやわき 宮脇 上郷 別府 １３３８－１３４０，１３６９ 16 94

みやわき 宮脇 竜丘 上川路 373-374 5 152

みょう 明 松尾 明 4879-4898,5000-5003,5201-5300,5094-50988,10 7

みょうが 明ガ 上村 中郷 290-1,2,ﾛ､ﾊ､ﾆ､291,293-2,ﾍ 10,13 70
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みょうがづか ミョウガ塚 上久堅 原平 729ﾛ-731ﾛ､734 13 10

みょうがわら 明河原 松尾 明河原 7509-7511,7523-7677,8128-8160,8201-82769,10 15

みょうきん 妙琴 鼎 切石 5243-5247 1,2 41

みょうげん 妙げん 山本 久米 89-95,126,135,139,140-142,150,160 30,31 116

みょうじん 明神 下久堅 下虎岩 865 　

みょうじんした 明神下 上村 上町 567,570 19 70

みょうじんたいら 明神平 上村 上町 568～569 19 70

みょうじんだいら 明神平 上村 程野 326-ﾛ

みょうじんだいら 明神平 下久堅 上虎岩 1609-1610

みょうじんばら 明神原 下久堅 下虎岩 1269-1286,1288-1289,1303 11 20

みょうじんまえ 明神前 下久堅 上虎岩 1601-1604 17 138

みょうじんやまは
ら

明神山原
竜丘

駄科 2648-2652 14
63

みょうぜん 妙前 松尾 新井 592-6077,6151-6300,6467-6493 6,9 12

みょうぜん 明前 三穂 伊豆木 2874ロ-2875 9 35

みょうどう 明道 飯田 羽場 782-783 8 16

みょうとくぼう 明徳坊 伊賀良 中村
２７３２－２７３４，２７３６，２７３９，２７４７－２７
５２，２８２６－２８２７，２８４０－２８４３

###

みょうとのわき 明トノワキ 川路 1762-1792 2 18

みょうまえばら 明前原 下久堅 南原 736-740,743,745-747 5 114

みょがずか ミョガズカ 下久堅 上虎岩 2071-2076 15 142

みよざき 御代崎 上郷 別府

73,75-81,85-89,91-93,96ﾉ1,97-116,118-
123,125-126,133-148，１５０－１６１，１６３
－１６９､171-192ﾉ1,193-210,214ﾉ１，２１
５，２２４－２２８，２３０－２３５、２１４ﾉ１，２
１５，２２４－２２８，２３０－２３５

16 84

むかい 向 上久堅 森 4435 17 39

むかい 向井 上村 上町 606-624,626-627 20 70

むかい 向イ 南信濃 木澤 790～817 14 84

むかいかいと 向垣外 千代 野池 1150-1157 29

むかいがいと 向垣外 千代 毛呂久保 2023-2033 6 128

むかいがいと 向垣外 上久堅 原平 788-790､974-1025 1,12 12

むかいかわら 向川原 千代 大郡 2894ﾛ

むかいかわらだ 向川原田 山本 山本 2100-2111 6,21 22

むかいくぼ 向久保 山本 竹佐 584-593 20 74

むかいじま 向島 座光寺 河原 6523,6565,6744-6765 13 40

むかいしんでん 向新田 竜丘 時又 180-181,185-198 14 63

むかいしんでん 向新田 竜丘 長野原 831-833 14 63

むかいだ 向田 千代 下村 971-981 5 103

むかいだ 向田 山本 山本 1658-1693 21 17

むかいだ 向田 上久堅 大鹿 8973-8976,8983-8989 5 81

むかいだ 向田 龍江 石林 8355 21 76

むかいだ 向田 千代 米川 2124-2125 22 56

むかいだ 向田 山本 竹佐 8 12,19 64

むかいだ 向田 山本 箱川 1072,1134-1140,1143 14 109
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むかいだ 迎田 三穂 下瀬 259-261 　

むかいだ 向田 座光寺 高岡 5072-5073,5083-5085,5087-5090 11 41

むかいだやま 向井田山 龍江 石林 8356-8359 21 76

むかいで 向手 千代 野池 1289-1293 21 33

むかいと 向垣外 伊賀良 大瀬木 １５１７－１５２２，１５２４－１５３９ 81

むかいとうげ 向峠 千代 米川 2123 22 56

むかいのこや 向ノ小屋 千代 大郡 3281-3285 20 161

むかいばた 向畑 千代 毛呂久保 2041

むかいばた 向畑 千代 米川 2126

むかいばた 向畑 山本 箱川 1133 14 112

むかいばやし 向林 千代 米川 990 20 24

むかいはら 向原 伊賀良 上殿岡 ７－１１，４２－５０，８８－９１，９２－１００ 5

むかいびら 向平 伊賀良 中村 ６３４，６４６－６４９，８０１，１２２５ 98

むかいぼんひなたムカイボン日向下久堅 下虎岩 655-657 13 10

むかいまえだ 向前田 山本 山本 5524-5533 10 48

むかいやま 向山 千代 法全寺 2399､2408ｲ 20 62

むかいやま 向山 南信濃 南和田 878

むかいやま 向山 山本 久米 2018-2020,2029-2034,2037,2039 33 150

むかいやま 向山 山本 竹佐 815-816,824,826-828,832,834-835 20 79

むかいやまあしかり向山足苅 千代 野池 1494 18,21 39

むかう 向フ 伊賀良 中村 １９８３－１９８４ ###

むかえだ 迎田 山本 山本 5875-5887 10,11 50

むかえばた むかへ畑 上郷 南条 ３５７０－３５７１，３５７３－３５７９ 15 77

むかがた 向方 南信濃 南和田 1111-1～1111-4 38,39 85

むかだいら 向平 下久堅 小林 731-734,758-767 7 79

むかはた 向畑 千代 法全寺 2410-2411､2416ｲ 23 62

むぎじ 麦地 南信濃 和田 1644～1646-3,1647～1649,1652ﾊ 33 85

むぎじ ムギ地 南信濃 和田 1640～1641 33 85

むぎじ 麦地 南信濃 和田 1652ﾆ  

むぎた 麥田 千代 下村 969-970,1183-1185 5 103

むくたい ムクタイ 山本 箱川 452,456 18 98

むくのさわ ムクノ沢 南信濃 南和田 864 39 85

むくり 武久里 伊賀良 上殿岡 １７０－１７３，１７６－１７９，８２８－８３１ 9

むこう 向 上村 上町 604-630 20 71

むこうがいと 向垣外 上郷 黒田 ４９－５１、６５－６９，７１－８４，１４３－１４５10 2

むこうがいと 向垣外 上郷 別府 ２０５５ 11 99

むこうがいと 向垣外 山本 竹佐 247

むこうざか 向坂 伊賀良 上殿岡 ９１６－９１７ 24

むこうざわ 向沢 山本 箱川 12-13 18 86

むこうじま 向島 上郷 飯沼 １１－１３

むこうじょうろく 向城陸 竜丘 駄科 847,952-953,957,960-1029 16,17 66

むこうじょうろく 向城陸 竜丘 長野原 34-40 16 66

むこうしんでん 向新田 竜丘 駄科 2664 14 63
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むこうだ 向田 伊賀良 大瀬木 ４５１３－４５３３ 89

むこうはた 向畑 山本 箱川 94

むこうばた 向バタ 上郷 別府
１１０３，１２１１－１２１４，１２１６－１２２１，
１２２８－１２３１、１３２０－１３２１

16 96

むこうばやし 向林 伊賀良 北方 ８１１－８３７ 50

むこうひら 向平 三穂 伊豆木 1462-1478 7 19

むこうまるやま 向丸山 山本 竹佐 130-134 19 66

むこうむぎだ 向麦田 下久堅 下虎岩 1668-1669,1674-1679 14 27

むこうよこやま 向横山 山本 久米 1239-1241,1243-1244,1252-1257,1305 29 135

むしくぼ ムシクボ 下久堅 柿ノ沢 528-529 18 52

むじないわ ムジナ岩 南信濃 木澤 138～143 2 86

むじないわ 狢岩 上久堅 堂平 8506ｲ､8507,8509-8517ﾉ2 4,5 73

むじないわ 狢岩 龍江 今田 5654-5655 8 58

むじながほら 狢洞 三穂 伊豆木 5095-5102 5,11 63

むじなくぼ ムジナクボ 下久堅 上虎岩 213-214,283-284 14 127

むじなくぼ 狢久保 下久堅 下虎岩 1728 14 29

むじなくぼ 狢久保 下久堅 下虎岩 2126-2152,2166-2175 10 29

むじなくぼ 狢名窪 下久堅 下虎岩 2107-2111 10 29

むじなざか 狢坂 伊賀良 三日市場 ２１６－２２９，２３４－２３５ 28

むじなど 狢戸 千代 大郡 2842-2843ｲ,2848 19 146

むじなほら むじな洞 三穂 伊豆木 5115-5133 11 63

むじなぼら ムジナ洞 山本 箱川 845,848-849 16 105

むじなぼら 狢洞 龍江 大屋敷 9586 24 107

むじなぼら ムジナ洞 竜丘 上川路 680 7 157

むじなほらいした ムシナホラ井下下久堅 南原 613

むじなほらいした ムシナ洞井下下久堅 南原 614-616 8 112

むしば 蟲歯 龍江 尾科 9525 18,24 106

むじょうだ 無常堂 座光寺 宮ノ前 2731 8 41

むしょうどう ﾑｼｮｳﾄﾞｳ 竜丘 駄科 492ﾛ 94

むじょうどう 無常堂 伊賀良 大瀬木 ２７３１－２１５０，２７５３，２７６７－２７７２ 85

むじょうどう 無常堂 竜丘 駄科 488､492,497-498 10 94

むすめだ 娘田 三穂 伊豆木 5679-5705 16,17 71

むせだ 六畝田 鼎 切石 5124-5125 2 42

むちぼら 六千洞 山本 山本 194-232､275 25,26 1

むつだ 六ツ田 龍江 今田 4469-4474 8 49

むめのきだ 梅ノ木田 三穂 伊豆木 343-383 9,15 9

むめのきだ 梅ノ木田 三穂 伊豆木 463-479 9,15 9

むもんしょまえ 公文所前 伊賀良 下殿岡 ７７４－８５９ 2

むら ムラ 下久堅 下虎岩 788-796 11 12

むらき 村木 上村 下栗 983 30 71

むらこし 村腰 上久堅 大鹿 8564 5 74

むらさき ムラサキ 上久堅 小野 4739ｲ、4741

むらさき 村サキ 上久堅 小野 4740,4742-4743
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むらさき 村崎 上久堅 小野 4739ﾛ、4744-4751 19,20 41

むらさわ 村沢 鼎 切石 4926-4927,4932-5005,5010-5017 3,4 42

むらさわ 村沢 南信濃 南和田 289～290 40,42 86

むらさわ 村澤 鼎 東鼎 44-45,100-123,126,192-194,218-396 15 42

むらどう 村堂 竜丘 桐林 984-987　　　　　　 10 127

むらなか 村中 南信濃 和田 218,220 18,20 86

むろどあい 室渡合 千代 米川 1075-1077,1090-1098 20 27

めいかげ メイカゲ 上村 程野 22,　23-6,7 7 71

めおといし 女男石 山本 山本 6718-6719 2,23 62

めおといわ 女夫岩 龍江 今田 1503-1511 6,11 16

めおとまつ 夫婦松 川路 3047 7 31

めきりいし 目切石 山本 山本 6167-6169 7 53

めだむかい 前田向 山本 山本 2513-2515 6 27

めっかり 目光 上郷 黒田 １３６－１４２、１７７－１８２，２２８－２５２、１７１－１７３10 3

めっかりばら 目光原 上郷 黒田 ２００－２１３、２１５－２２７ 10 3

めなふり メナフリ 下久堅 上虎岩 215-225,285-301,416 14 126

めなぶり メナブリ 下久堅 上虎岩 117-129,130-148,149-212,303 14,15 126

めんだ 免田 龍江 今田 1281-1284 11 14

もくぜん 杢前 上久堅 上平 2049-2056 13 22

もくぞう 杢蔵 伊賀良 上殿岡 ２１４－２１５ 10

もぐら モグラ 伊賀良 上殿岡 ４３１－４３２ 13

もしとで 茂シトデ 上村 程野 221,225 9 72

もずやま 茂順山 南信濃 南和田 853～854 39 86

もたい モタ井 竜丘 駄科 446-448,460-463,466-470 10 93

もたい モ田井 竜丘 駄科 411 93

もたい 茂田井 竜丘 駄科 420-421,443-445,464-465 10 93

もたいだいら モタ井平 竜丘 駄科 451-453,471  

もちあな 持穴 千代 芋平 1759 18,31 48

もちいだ モチイ田 下久堅 下虎岩 1087-1096 11 17

もちいだ 持井田 座光寺 上野 3036-3043,3091-3094,3099-3103 6 41

もちごや 餅小屋 山本 山本 6645-6650,6653-6660,6698-6703

もちた 餅田 山本 竹佐
539,543ﾉ2-543ﾉ4,545ﾉ2,545ﾉ6-548,732-
736

20,28 73

もちだ モチ田 龍江 石林 8599-8600 21 80

もちだ 餅田 千代 大郡 2952 8 150

もちだ モチ田 上郷 飯沼 ８１３ 15 41

もちだ 餅田 伊賀良 北方 ４４９－４６０ 47

もちだ 餅田 山本 久米 1549

もちだ 持田 竜丘 時又 538-544,546,556-560,562 14 60

もちだやま 餅田山 山本 竹佐 542-543,545ﾉ3-545ﾉ5 20,28 73

もつそう モツソヲ 上村 中郷 432 12,14 72

もといけ 元池 上村 程野 171

もといちば 本市場 上村 上町 530,531,532-1,2 16,19 72
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もとえんぶしょ 元演武所 飯田 飯田 420-495 18 40

もとこうしん 元庚申 上久堅 小野 5439 17 46

もとせいざえもんばた元清左ヱ門畑三穂 伊豆木 5409-5453 11,17 69

もとてらした 元寺下 竜丘 長野原 66

もとばば 元馬場 三穂 伊豆木 39 　

もとひろにわ 元広庭 三穂 伊豆木 3948-3952 16 47

もとほら 本洞 龍江 大屋敷 9683-9690 25 110

もとほんまる 元本丸 飯田 飯田 641 18 41

もとまえだ 元前田 伊賀良 北方 ２０８０－２０８１ 67

もとまち 本町 南信濃 和田 1313　、1314　,1349

もとみや 元宮 千代 野池 1263-1266 18 31

もとみや 元宮 座光寺 河原 5772-5803,5813-5831 12 41

もとみや 元宮 座光寺 中河原 5546-5552,5556-5581,5602-5604 14 41

もとみやした 元宮下 千代 米川 2140-2152､2179-2183,2185-2186 21,22 57

もとや 元屋 千代 法全寺 3289 24 78

もとやしき 元屋鋪 三穂 伊豆木 1599ハ-1602 7,1

もとやしき 元屋敷 千代 大郡 3096

もとやしき 元屋敷 千代 荻坪 216 19

もとやしき 元屋敷 千代 米川 1950-1953 21  

もとやしき 元屋敷 三穂 伊豆木 1498-1499 7 19

もとやしき 元屋敷 三穂 伊豆木 1835-1839 　

もとやしき 本屋敷 千代 荻坪 587 16 17

もとやまさわ 本山沢 三穂 立石 1097-1100 6 105

もとりゅうしょうじ 元龍翔寺 飯田 飯田 上2612-2676 14 49

ものづくり 物作り 山本 竹佐 1083,1086 21 84

ものみづか 物見塚 鼎 名古熊 2837-2841

ものもおさ モノモヲサ 飯田 羽場 622-623 8 14

もみた 籾田 上郷 飯沼
６９５－７０２，７１５－７２８，７４３，７４５－
７４６，７５０、１８６６－１８８５，１９０５－１９
０８

15 39

もめんだ 木綿田 上郷 飯沼 １５８９－１５９２ 14 48

ももがくぼ 桃ヶ久保 山本 山本 6468 4 59

ももがだいら 桃ヶ平 龍江 今田 785-788 11 9

ももす 百ス 千代 毛呂久保 2522-2531､2555-2556,2558-2560 7 141

ももぞろ モモゾロ 三穂 下瀬 295-298イ 20,21 84

もものきざわ 桃木沢 上村 上町 586,587-1,ﾊ 21 73

もものきだ 桃ノ木田 山本 箱川 766-767,772-773 16 103

もものきたいら 桃木平 下久堅 下虎岩 1869-1871,1900-1902,2048-2075 14 30

もものきだいら 桃ノ木平 下久堅 下虎岩 1750-1751 14 30

もものきぼら 桃木洞 上久堅 蛇沼 6696-6721

もものた 桃々田 南信濃 南和田 876  

もり 森 飯田 羽場 1165-1166

もり 森 伊賀良 北方 １２３－１２５，１２７－１５８ 43

もり 森 上村 中郷 278-ﾎ､ﾍ､373-ﾍ､ﾄ 14,17 73
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もり 森 下久堅 柿ノ沢 1451-1477 19 64

もり 森 千代 大郡 3053ﾊ 19 158

もり 森 千代 米峰 3918 9 174

もり もり 山本 竹佐 1015-1016 21 83

もりうえ 森上 飯田 羽場 1187-1189 5 23

もりうえ 森上 上村 程野 53-16,39

もりがいと 森垣外 千代 野池 1257-1262 18 31

もりがいと 森垣外 三穂 伊豆木 3107-3118 9 38

もりかげ 森かけ 上郷 南条 ３５４３－３５４４、３６３０－３６３４ 15 76

もりがつか 森ヶ塚 伊賀良 三日市場 １５３１ 39

もりきた 森北 上郷 飯沼 ２９４９－２９５０ 9 67

もりこしやま 森越山 南信濃 南和田 816 41 87

もりさわ 森沢 上久堅 森 4455-4459,4495-4565、5148 17 40

もりした 茂り下 龍江 雲母 9225

もりした モリ下 上郷 飯沼 ２４２２，２４２８－２４２９ 10 60

もりした 森下 飯田 羽場 988,989,1005-1008､1013-1015､1088ﾛ､11908 20

もりした 森下 上郷 飯沼 ２４５０－２４５１，２４５３－２４５９，２４６４－２４６７、２９５３9 60

もりした 森下 上郷 黒田 １１３６－１１４２ 4,5 10

もりした 森下 上久堅 森 4350 18 37

もりした 森下 上村 程野 53-1～5,ﾊ 6,7 73

もりした 森下 龍江 今田 1566-1567,3588-3602 7 18

もりした 森下 千代 毛呂久保 2411-2416 7 138

もりした 森下 千代 米峰 3759-3766ｲ､3767-3768,3771,3786,3788 9 171

もりした 森下 千代 米川 1071 20 26

もりした 森下 山本 久米 310,634-639,648ｲ,649-651 32,34 121

もりた 森田 竜丘 長野原 99 13 68

もりたいら 盛平 南信濃 和田 1630　,1639 31,33 87

もりたいら 森平 南信濃 和田 1650～1651

もりにし 森西 上郷 黒田 ５４３２－５４６４ 9 104

もりのうえ モリノ上 龍江 今田 3397-3408 3 36

もりのうち 森ノ内 伊賀良 中村 ９６６－９６９ ###

もりのまえ モリノ前 下久堅 上虎岩 2325-2329,2338-2351 15,18 142

もりのまえ 森ノ前 伊賀良 中村 ２３１０－２３１３ ###

もりのまえ 森ノ前 龍江 尾科 9357-9366 18 102

もりばやし 森林 山本 竹佐 47､237-241 19 65

もりばやし 森林 上久堅 大鹿 8863,8865-8869 22 79

もりはら 森原 飯田 羽場 1174-1､1174ノ3-4、1174ﾉ6-9,1174-13 5 23

もりはら 森原 上久堅 森 4323ﾛ､4326-4334,4347,4361 18 36

もりまい モリマイ 下久堅 上虎岩 2110-2114,2352-2357 15 142

もりまえ モリ前 下久堅 上虎岩 2358-2362 15,18 142

もりまつ 盛松 千代 毛呂久保 2070,2073 6 130

もりみなみ 森南 上郷 飯沼 ２９５４－２９５８，２９６３－２９６６ 9 67
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もりやま 森山 飯田 羽場
1130,1137､1163ﾛ-ﾊ､1167-4､1168､1174-
10,11,121174ﾊ､1178､1186ﾛ

5 22

もりやま 森山 南信濃 和田 11～18,20～21 19,20 87

もりやま 森山 南信濃 和田 1653 33 87

もりわき 森脇 山本 久米 307-309

もろのき モロノキ 上久堅 下平 104ﾉ1－104ﾉ4、128ﾉ1-128ﾉ3 2,3 2

もろや モロヤ 千代 法全寺 3321-3326 24 79

もんさた モンサタ 下久堅 下虎岩 2571-2573 2 40

もんざわ 紋沢 上村 程野 79-3,4 6 74

もんした 門下 上久堅 中宮 1842-1844 3 21

もんぜん 門前 上郷 飯沼 ２４９２－２４９３，２４９９－２５０３ 14 61

もんぜん 門前 上久堅 上平 1566-1568 13 18

もんぜん 門前 龍江 今田 1691-1699 6 19

もんのうち 門ノ内 下久堅 南原 1140-1148 4 118

もんのうち 門ノ内 下久堅 南原 1246,1248 4 118

もんばら 門原 南信濃 木澤 1036-2,3,4,5,8,ﾊ

やいちだ 弥市田 山本 山本 5866-5872 10 50

やうち 矢打 千代 法全寺 3390-3391 23 81

やうち 矢内 千代 下村 560-561､795 4 95

やえかわち 八重川内 南信濃 八重河内

1829～1833,1836～1837,1840～1841,1843
～1853,1856～1871,1873,1876～
1879,1882,1884～1885,1887,1895～
1896,1898～1909ｲ,1911-1～3,1912～1917

 

やえこうち 八重河内 南信濃 八重河内 644ｲ､807～813

やえごうち 八重川内 南信濃 八重河内 1806～1828,1874,1888～1893-4 45,47 87

やえごうち 八重河内 南信濃 八重河内 1485ﾆ,1486ﾆ,1488-4,1491-2,1802

やえごうち 八重河内 南信濃 八重河内

513～533ﾛ,534～537ﾆ,538～541,559～
560,566,568ﾛ～ﾆ,572ﾛﾊ,575,578～607,638
ｲﾛ,639～643ｲ,644ﾛ～680ｲ,681,688ｲﾛ,691
ﾛ,693ﾛ～741ｲ,742～744ｲ,745ｲ,746～
776,777ﾊ～806,815ﾛ,1422～1434,1450～
1451ｲ,1452～1457-3,1455～1457ﾛ,1458ｲ
ﾛﾆ,1459～1465ｲ,1466～1475ｲ,1476～
1479ｲ,1834～1835,1838～1839,1842,1854
～1855,｣1872,1875,1880～
1881,1883,1886,1894,1897,1910､1911-
7,8,9

44,45,
46,49,
51,56

87

やおち 矢落 上郷 黒田 ２２０３－２２０８ 8 19

やおち 矢落 千代 米川 1913-1918 21 52

やおち やおち 上郷 南条 ３６２１－３６２２ 15 79

やがしゃ ヤガシャ 上村 上町 582

やかたど 屋形戸 南信濃 南和田 236～257,259～265-3 28,42 88

やがら 矢川原 川路 402-427,962-971,974-981,1255-1256 2 12

やかんなぎ ヤカンナギ 南信濃 和田 2243～2244 22,34 88

やきお ヤキヲ 南信濃 南和田 1139ﾛ

やきがき 燒柿 山本 山本 2328-2333､2362-2365 21 25
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やきこし 焼越 南信濃 和田 879,883～885 29 88

やきこや 焼小屋 南信濃 南和田 304,　３12

やきはた 焼畑 千代 下村 1159 6 108

やきはら 燒原 座光寺 共和 4248-4256,4295-4296 12 41

やきもり 焼森 千代 米峰 3728 10 170

やきょう 焼尾 南信濃 南和田 1136～1137 57 88

やきょう 焼尾 南信濃 南和田 1139

やきょうざか 焼尾坂 南信濃 南和田 1127～1128,1130～1134 37,58 89

やぎょうぼら 夜行洞 伊賀良 中村 ２４２０－２４２１，２４５３－２４５７，２４４７ ###

やくし ヤクシ 飯田 山 6981

やくし 藥師 上郷 飯沼 ２６５０、２６０２－２６０４ 14 50

やくし 藥師 上郷 別府 ６８２－６８６ 17 91

やくし ヤクシ 下久堅 下虎岩 2193-2203 10 34

やくし ヤクシ 竜丘 駄科 1,3-4,13-14 16 83

やくし ヤクシ 千代 荻坪 614 16 18

やくし 薬師 座光寺 清水
4678,4683-4692,4745,4683-
4692,4745,4753-4758

11 41

やくし 藥師 座光寺 上野 3447ノ6-3448ノ2,3449,3455-3456 11 41

やくしうえ 薬師上 上久堅 下平 8035,8037,8040-8047 3

やくしうら 薬師裏 三穂 伊豆木 3847-3868 16 41

やくしうら 藥師裏 飯田 飯田 上2552-2560 14 48

やくしうら 藥師裏 上郷 別府 ６９７ 17 91

やくしがいと 藥師垣外 座光寺 上野 3450ﾉ4-5 11 41

やくしがいと 藥師垣外 座光寺 清水 4669-4675 11 41

やくしした 藥師下 上郷 飯沼 １６６７－１６７０ 14 50

やくしした 藥師下 上郷 別府 ６６３－６６４，６８１，６８９－６９４ 17 91

やくしだ ヤクシ田 上郷 飯沼 ２００７－２００８ 15 54

やくしだ 藥師田 上郷 飯沼 ２００３－２００６ 15 54

やくしだいら 薬師平 上村 程野 120

やくしどう 薬師堂 鼎 名古熊 1798-1800 14 42

やくしどう 藥師堂 鼎 名古熊 2136-2142,2149-2159,2162-2164,2176,2178-21839,13 42

やくしどう ヤクシ堂 竜丘 駄科 695,709-710,730 16 83

やくしどう 薬師堂 竜丘 桐林 1942 11 135

やくしどう 薬師堂 竜丘 駄科 15-18,691,697-699 9 83

やくしどうした ﾔｸｼ堂下 竜丘 駄科 728

やくしどうまえ ﾔｸｼ堂前 竜丘 駄科 711 16 83

やくしどおり 薬師通り 下久堅 南原 122-127 4 105

やくしのした 薬師ノ下 千代 法全寺 3551､3552ﾛ 13 84

やくしはば ヤクシハバ 竜丘 駄科 2

やくしはら 薬師原 伊賀良 上殿岡 １８０－１８２，１８８－１９８，２１３，２１８－２２９ 8

やくしぼら 薬師洞 伊賀良 上殿岡 １２９－１３３，１３６－１４３，１４５－１５１ 8

やくしまえ 藥師前 上郷 飯沼 ２５９７－２５９８，２５９５ 14 50

やくしまえ ヤクシマエ 上郷 黒田 ３２７８－３２９２ 3 27
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やくしまえ 薬師前 上郷 黒田 ４０７６－４０９３ 3 27

やくしまえ 薬師前 上久堅 下平 7954-7957,8038-8039 3 69

やくしまえ 薬師前 三穂 伊豆木 3523-3534 16 41

やくしまえ 藥師前 上郷 別府 ６５９－６６１，６６５ 17 91

やくしまえ ﾔｸｼﾏﾍ 竜丘 駄科 707 83

やくしまえ ヤクシ前 竜丘 駄科 712 16 83

やくしやま 薬師山 南信濃 南和田 1122ﾛ

やくすべり ヤクスベリ 山本 山本 6562-6564､6571-6572

やぐらした 櫓下 龍江 今田 83-85 1 2

やくろう 弥九郎 山本 久米 1639-1640 32 141

やけだ 焼田 千代 下村 1343-1345

やけの ヤケノ 下久堅 上虎岩 1959-1982,2479-2486 18,20 141

やけの ヤケノ 南信濃 八重河内 1457

やごべえぶん 弥五エ門分 南信濃 八重河内 1383ﾎ

やざき 矢崎 上郷 別府

５２５－５２６，５７７，６１１－６１２、６１４－
６２２、６２５－６２６，６２９－６３０，６３９－
６４９，６５２，６５５－６５８，６６２，６６６－６
６７，７１７－７１８、７３６

17 89

やさだ ヤサ田 上郷 飯沼 ２０８８－２０８９，２１１１－２１１２ 15 55

やしき 家敷 下久堅 下虎岩 2564 2 40

やしき 屋敷 伊賀良 中村

２０２，２３６－２３８，２４３－２４６，２６８－２６
９，２９９，６９５－６９６，８８７－８８８，９２６－９
２７，１００７，１０１１，１０３４，１０７６，１０８９－
１０９０，１１１４，１１２１，１１２４、１１６７，１１８
３－１１８４，１１８８－１１９０，１１９９－１２０１，
１２０８

94

やしき 屋敷 上郷 飯沼 ９７１－９７２、２５７２－２５７３ 15,16 38

やしき 屋敷 上郷 南条 ３４３８、３４８０、３５６１－３５６４ 15,16 73

やしき ヤシキ 上久堅 中宮 1761-1782,1809-1810 3 20

やしき 屋敷 下久堅 小林 715 6

やしき ヤシキ 下久堅 下虎岩 2561-2562 2 40

やしき ヤシキ 竜丘 駄科 1251

やしき 屋敷 千代 芋平 1672 18 44

やしき 屋敷 千代 下村 807-811 4 100

やしき 屋敷 千代 米川 1920

やしき 屋敷 山本 竹佐 666-667,688-689 20 76

やしき やしき 山本 竹佐 893

やしき 屋敷 山本 竹佐 1070,1079-1082,1140 20,21 84

やしきうえ 屋敷上 上郷 飯沼 ２３８３ 9 62

やしきうえ 屋敷上 上郷 黒田 ５４２１－５４２５ 9,14 62

やしきがいと 屋敷垣外 伊賀良 中村 ２００６－２００８ ###

やしきした 屋敷下 上郷 飯沼 ２５４９－２５５０ 14 62

やしきぞい 屋敷添 下久堅 知久平 71

やしきぞい 屋敷添 龍江 宮沢 8806-8807 15,21 86

やしきぞえ ヤシキ添 下久堅 知久平 1696-1697
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やしきだ ヤシキダ 上郷 飯沼 ７７１－７７３

やしきだ 屋敷田 上郷 別府 ７０７ﾉ１，７０８－７０９，７１３ 17 92

やしきだ 屋敷田 山本 山本 1406 6 14

やしきだ 屋敷田 竜丘 駄科 132 9 87

やしきはた 屋敷畑 南信濃 和田 211～213 18,20 89

やしきばた 屋敷畑 伊賀良 三日市場 １２１８ 36

やしきばた 屋敷畑 上郷 飯沼 ９６３－９６５、１１８２－１１８３、２４３１－２４３２14,19 43

やしきばた 屋敷畑 上郷 別府 ７０７ﾉ２、１３３４－１３３５，１３７９ 17 92

やしきばた 屋敷畑 上郷 南条 ３３８４ 16 73

やしきばた 屋敷畑 山本 山本 2010-2013､2144 6 20

やしきばた 屋敷畑 山本 山本 3753

やしきばた 屋鋪畑 下久堅 柿ノ沢 384-390 18 49

やしきばたたなり 屋敷畑田成 伊賀良 中村 ２５２６ 95

やしきひがし 屋敷東 飯田 山 7594

やしきまえ 屋敷前 伊賀良 三日市場 １１５９ 36

やしきまえ 屋敷前 上郷 別府 ３０５０

やしきまえ 屋敷前 上郷 南条 ３４８８－３４９４、３５０８ 15 43

やしきまえ 屋敷前 山本 久米 891 32 130

やしきまえ 屋敷前 山本 竹佐 417 19 67

やしきまえ ヤシキ前 竜丘 駄科 546  98

やしきまえだ 屋敷前田 伊賀良 中村 ２２１５－２２１６ ###

やした 家下 伊賀良 三日市場 ７２－７３，７７－７８，８２－８６ 25

やした 屋下 川路 456-490 5 9

やした 屋下 山本 久米 117-120,128,129ﾛ 30,31 131

やした 屋下 山本 竹佐 262-265 19 67

やした 屋下 山本 箱川 289,296,629,668,776-777 16,18 95

やじた 弥二田 上久堅 平栗 6117-6121

やじた ヤジ田 上久堅 平栗 6122ﾛ

やしたまえ 屋下前 山本 竹佐 267 19 67

やじろう 弥次郎 伊賀良 中村 １７７６，１８９３ ###

やじろうばやし 弥治郎林 南信濃 南和田 45,56 42 89

やしろまえ 社前 飯田 丸山 6681-6702 7 33

やすえもんだ 安右ヱ門田 千代 田力 168-169 16 5

やすがだいら 安ヶ平 千代 法全寺 3031-3033 24 74

やすけやま 弥助山 山本 山本 6348-6349

やすじぞう 保地蔵 千代 毛呂久保 2093-2105ｲ,2106 9,36 131

やすちぶん 安地分 上郷 飯沼 ４８３－４８９，５１３－５１８ 19 35

やすみいし 休石 上久堅 下平 60ｲ-60ﾛ 2 1

やすみいし 休石 上村 程野 2-5～8,13,14,21～23 1,2 73

やすみいし 休石 南信濃 木澤 1150 14 89

やすみいし 休石 座光寺 宮ノ前 2768,2772-2772,2773ノ2-5 10 42

やすみいし 休石 座光寺 上野 2776-2777,2781-2782,2941-2943 7 42

やすみじょ ヤスミ所 上村 下栗 1042 26 74
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やすやき ヤスヤキ 下久堅 上虎岩 1167-1174,1165 17 135

やすんど 休戸 南信濃 南和田 84

やすんど 休戸 南信濃 南和田 1138

やすんど 休戸 南信濃 和田 1682,1683,1687～1690,1736 21,22 90

やすんど 休戸 南信濃 和田 2319～2325 19,31 90

やすんば 休場 竜丘 桐林 2087,2088-2139 11 137

やせつるね ヤセツルネ 川路 1358 3 20

やせつるね ヤセツルネ 三穂 下瀬 450-456イ 20 88

やせつるね 痩ツルネ 山本 山本 6454-6455､6465-6466 4 58

やせまつ 痩松 龍江 石林 8673-8676 26 84

やせやま ヤセ山 川路 4399-4419,4422-4447,4450 10,11 42

やそだ ヤソ田 竜丘 駄科 670-672 100

やだい 矢田井 伊賀良 大瀬木 ２９４８－２９６９，２９７５－２９８２ 86

やだい 矢臺 山本 久米 621 31 125

やだいかわばた 矢台川端 山本 久米 530 31 155

やだいら 八平 上村 程野 21 7 74

やだいら 矢平 三穂 伊豆木 6141ロ-6142 　

やだいら 矢平 千代 法全寺 3660-3673 11 86

やだいら 矢平 千代 米川 1782-1786 31 49

やたか 矢高 鼎 下山 1439-1470,1493-1498 12 42

やたか 矢高 鼎 名古熊 2842-2903

やたかっぱら 矢高原 鼎 下山 802-813,1407-1438 12 42

やたがほら 八咫ケ洞 川路 2234-2256,2355 6 26

やたけ 矢竹 千代 法全寺 2841-2843 34 71

やだる ヤダル 南信濃 木澤 648 4 90

やたれ ヤタレ 南信濃 木澤 673 9 90

やつ ヤツ 竜丘 駄科 2410,2414-2425 7 117

やつ 谷津 竜丘 駄科 2330-2331,2334,2337-2341,2393,2395-24007 117

やつがしま 八ヶ島 松尾 新井 6593-6600 14 11

やつくらやま ヤツクラ山 南信濃 和田 1746 22,24 90

やづくりかいと 家造垣外 千代 米川 1957-1959,1970-1974 21 53

やづさくだ 屋作田 上郷 飯沼 ７９８－８０４ 15 40

やつだ ヤツダ 下久堅 上虎岩 363-400 15 127

やつだ 八ツ田 下久堅 上虎岩 529-532 17 127

やつるぎ 矢剱 上郷 飯沼
７９３－７９７，８０５－８１２，８１４－８５３，
８５６，８６８、１５８０－１５８８

14,15 40

やといじ 雇地 下久堅 小林 2988-2990 6 82

やといしみず 雇淸水 上郷 飯沼 ２２３２－２２３７，２２４１－２２５１ 15 41

やとうりだ 八通田 山本 箱川 1050-1051 13 108

やとおりだ 八通リ田 山本 竹佐 997-998 21 83

やとこ ヤトコ 南信濃 木澤 543､556 4 91

やとつ ヤトツ 南信濃 八重河内 1909ﾛ

やどの 矢殿 山本 山本 1908-1937,6577-6612 3,10 19
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やどの 宿野 伊賀良 上殿岡 ２１６－２１７ 10

やなうえ 屋な上 三穂 下瀬 100-100イ 18 78

やなぎがいと 柳垣外 鼎 一色 49-52,54,56-58,417-422,430 6 42

やなぎがほら 柳ヶ洞 伊賀良 中村 ３３１９－３３２４，３３３７－３３４２，３３７３ ###

やなぎがわら 柳河原 座光寺 河原
5678-5693,5700-5705,5757-5759,5766-
5771

11 42

やなぎくぼ 柳久保 千代 大郡
3417､3430,3444-3447,3473ｲ､3474-
3477,3485-3486,3490ﾛ､3492,3494，3496-
3497，3500-3505，3611,3651-3657

10 164

やなぎくぼ 桺久保 南信濃 南和田 346ﾛ

やなぎさわ 柳沢 上久堅 堂平 9200-9202,9207-9211 17 85

やなぎさわ 柳沢 上村 下栗 1000 29 74

やなぎざわ 柳木沢 上村 下栗 1001､1004､1005 28,30 74

やなぎした 柳下 伊賀良 大瀬木 ８８８－９１３ 77

やなぎした 柳下 伊賀良 中村 ２０６８ ###

やなぎじま 桺島 南信濃 八重河内 306～327 30 91

やなぎせ 柳木瀬 南信濃 木澤 1033～1035 14 91

やなぎぜ 桺瀬 南信濃 南和田 275,287,288,353～386 26,28 91

やなぎそえ 柳添 鼎 上山 2610-2618,2650-2652 8 43

やなぎぞえ 柳添 鼎 下茶屋 1190-1195 12 43

やなぎぞえ 柳添 川路 547-573,760-788 5,6 23

やなぎぞえ 柳添 竜丘 桐林 1736-1748,1752-1760,1776-1796 11 133

やなぎだ 柳田 伊賀良 上殿岡 ７２８ 19

やなぎだ 柳田 上郷 南条 ３５２１－３５２２ 15 75

やなぎだ 柳田 千代 野池 1414

やなぎだ 柳田 山本 竹佐 808,801-805 20 79

やなぎだ 柳田 山本 山本 5289-5302 10 46

やなぎだいら 柳平 三穂 伊豆木 2423-2425 8,9 31

やなぎたてま 柳立間 千代 法全寺 2682ﾛﾊ､2685-2721 25 68

やなぎだひら 柳田比良 千代 下村 1945-1946

やなぎだひら 柳田平 千代 下村 1947､2017

やなぎつぼ 柳坪 伊賀良 大瀬木 ２５６－２８３，３１１－３１５，３２５－３７５ 74

やなぎつぼ 柳坪 上郷 黒田 １７５１－１７５９，２０８８、２１８９－２２０２，２２７８－２２８９8 19

やなぎつぼ 柳坪 上久堅 小野 5180-5185,5193-5203 20 45

やなぎつぼ 柳坪 千代 法全寺 3486-3488 11,13 82

やなぎのうち 柳ノ内 竜丘 駄科 167,183 9 89

やなぎばた 柳畑 千代 毛呂久保 2018

やなぎばやし 柳（卯）林 上村 程野 236-10,11,15,ﾄ､ﾘ 11 75

やなぎほら 柳洞 龍江 今田 752-766 11 8

やなぎや 柳屋 千代 大郡 3040ｲ 19 157

やなざわ 柳沢 上村 中郷 336-5,6,　339-3,4,5,8,ﾆ 14 74

やなざわ 柳沢 上村 程野 78-ﾊ～ﾍ,　79 6 74

やなせ 桺瀬 南信濃 木澤 300～302､310～327 8,42 91

やなせ ヤナセ 南信濃 木澤 325 6,11 91
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やなせひがし 桺瀬東 南信濃 木澤 293～295

やのいり ヤノ入 下久堅 下虎岩 1537-1539 11 25

やのいり 矢ノ入 下久堅 下虎岩 1857-1860 14 25

やのいり ヤノ入リ 下久堅 下虎岩 1837-1848 14 25

やのこし ヤノコシ 南信濃 八重河内 1403 44 91

やはぎ 矢矧 千代 下村
527-530,541-543,545-559,566-
567,596,598-600

4 95

やはぎ 矢矧 山本 山本 3156-3165､3170-3181､3189-3193 20 32

やはちざわ 弥八澤 南信濃 南和田 860

やはんざわ 矢半沢 千代 下村 942-944､947 4 102

やぶ ヤブ 上郷 飯沼 ２５５６－２５６２ 14 62

やぶ ヤブ 南信濃 南和田 287 40 92

やぶ 薮 南信濃 南和田 324～325,510ﾛ～511ﾛ,521ﾛ,776～778 40 92

やぶあと 籔跡 飯田 飯田 595-596

やぶうえ 薮上 千代 米川 1983 21 54

やぶうえ 籔上 上郷 飯沼 ４０３－４１９、４３２－４３４ 19 34

やぶうえ 藪上 上村 中郷 285-ﾛ 13 74

やぶかげ 籔かげ 上郷 南条 ３４７２－３４７４ 15 73

やぶぎし 籔岸 上郷 別府 ３８３

やぶきわ 薮キハ 鼎 一色 145-148 6 43

やふこし ヤフコシ 竜丘 駄科 1309

やぶこし 籔こし 上郷 南条
３４０８－３４１０，３４２０－３４２４，３４２７
－３４３２、３４５４－３４５８、３５１２，３５１６
－３５１７、３５５７－３５５８、３５７２、３５７２

15,16 73

やぶこし 籔越 上郷 別府 ６５１

やぶこし ヤブコシ 竜丘 駄科 1310 10 98

やぶこし 籔腰 山本 山本 1630-1637 21 17

やぶこし 藪越 鼎 一色 156-159 17 43

やぶこし 藪腰 山本 久米 263-266,295-303,415,422,1125,1130ﾛ 27,31 120

やぶこし 藪腰 山本 山本 3556-3560 9 17

やぶこし 薮腰 竜丘 長野原 130-131,348-349 13 70

やぶこし 籔腰 竜丘 駄科 607-609 98

やぶした 屋婦下 千代 大郡 3511-3512 10 167

やぶした ヤブ下 下久堅 下虎岩 2523-2524 2 40

やぶした ヤブ下 下久堅 知久平 547

やぶした ヤブ下 下久堅 知久平 1827,1830

やぶした 籔下 飯田 飯田 上2871-2878 18 46

やぶした 籔下 鼎 中平 2749-2769 6,8 43

やぶした 籔下 上郷 飯沼 ２６６－２７９、３４８－３６２ 19 34

やぶした 籔下 上郷 別府 ９２０－９２１

やぶした ヤブシタ 上久堅 小野 5258-5259 20 39

やぶした 籔下 下久堅 知久平 548-559 3 91

やぶした 籔下 三穂 伊豆木 1741-1745 1 22
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やぶした 藪下 上久堅 森 4422 17 39

やぶした 藪下 龍江 今田 3805-3809 3 42

やぶした 藪下 千代 大郡 3062,3213-3214

やぶした 藪下 山本 久米 419-421,2121-2122 27,33 120

やぶした 藪下 山本 山本 2068-2070,3592-3598 6 21

やぶした 籔下 竜丘 駄科 2622 17 79

やぶした 籔下 竜丘 長野原 602 17 79

やぶぞえ 籔添 上郷 南条 ３４５２－３４５３ 15 73

やぶぞえ 籔ぞへ 上郷 南条 ３４７７－３４７９ 16 73

やぶぞえ 籔添 座光寺 南市場 3824-3833,3802-3807 8 42

やぶたろ 籔田路 上郷 黒田 １７１１－１７１２ 9 16

やぶのうえ 薮ノ上 千代 米川 1823 21 50

やぶのうしろ 藪ノ後 千代 大郡 2895ﾛ

やぶのうち 籔ノ内 鼎 下山 854-862,864-867,873 12 43

やぶのこし 薮ノ腰 山本 久米 1873-1875 120

やぶのこし 籔ノ腰 山本 山本 4018-4024 9 38

やぶのこし 藪ノ越 山本 久米 311,434-436,438,564 27,31 120

やぶのした 藪ノ下 山本 久米 1128-1130ｲ 28 120

やぶれだ 破田 千代 大郡 2855-2860,2864-2867 19 146

やへいだ 矢平田 伊賀良 大瀬木 ２７７３－２７８３ 86

やへいづか 弥平塚 伊賀良 北方 ３４８８ 72

やまおき 山オキ 山本 箱川 84 13 91

やまかいどう 山街道 山本 山本 2914-2916,2923､3142-3149 6,9 30

やまかいどうでぐち山街道出口 山本 山本 2922 6 30

やまかげ 山かげ 山本 久米 2265-2266 33 153

やまかげ 山蔭 下久堅 知久平 1885-1888 2 103

やまかげだ 山カゲ田 山本 山本 6009-6014 11 51

やまかげなし 山蔭無 山本 久米 2268 33 153

やまがみ 山神 山本 久米 2130-2140 32,33 148

やまがみした 山神下 山本 久米 1970-1974,1976 32 148

やまがみはら 山神原 山本 山本 6147-6152 7 53

やまがみほら 山神洞 山本 久米 1853 148

やまがみぼらにしむき山神洞西向 下久堅 下虎岩 1949 16 32

やまがみまえ 山神前 飯田 山 7595

やまぎし 山岸 鼎 切石 4558-4586,4591-4598,4613-4614 4,5 43

やまぎし 山岸 鼎 下山
1381-1401,1488ﾊ,1499-1503,1504?-
1506,1740-1747,1754-1789

8 43

やまぎし 山岸 鼎 西鼎 734-762,763ﾛ,764ﾊ,765ﾛ 12 43

やまぎし 山岸 上郷 別府 ２１３７ 11 100

やまぎし 山岸 千代 米川 1078-1089 20 27

やまぎし 山岸 山本 山本 5216-5223 10 45

やまぎわ 山ギハ 伊賀良 中村 １２３０ ###

やまぎわ 山ギハ 上久堅 上平 2073､2182-2197 13 22
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やまぐち 山口 飯田 羽場 938､1026､1036-1045､1065-1067 5,8 18

やまぐち 山口 伊賀良 北方
１９４７－１９４９，１９５２－１９７３，１９８０－１９

８１，２０６６－２０７４
65

やまぐち 山口 上郷 黒田 ３３９４－３４０６ 4 29

やまぐち 山口 下久堅 稲葉 1466-1473,1475-1514 7 122

やまぐち 山口 下久堅 柿ノ沢
1859-1860,1918-1925,1977-
1990,1992,1994-2048

7 66

やまぐち 山口 千代 法全寺 2811-2818ﾛ､2819-2820,2829ﾊ､2840 34 70

やまぐち 山口 山本 山本 2759-2775､2912-2913 6 29

やまぐちうえのきり山口上ノ切 下久堅 柿ノ沢 1892-1896,1905-1917 8 66

やまぐちくまのしゃしゅひきがい
山口熊ノ社
朱引外

下久堅 柿ノ沢 1993 7 69

やまぐちしたのきり山口下ノ切 下久堅 柿ノ沢 1861-1873 8 66

やまぐちだ 山口田 伊賀良 北方 １３０４－１３０６ 57

やまぐちまえ 山口前 飯田 羽場 1050-1051 5,8 18

やまぐちみちうえ 山口道上 下久堅 柿ノ沢 1874-1888,1897-1904 8 66

やまぐちみちうえのきり山口道上ノ切 下久堅 柿ノ沢 1889-1891 8 66

やまぐちやま 山口山 下久堅 柿ノ沢 1740-1742,1746-1747 21 66

やまぐろ 山畔 伊賀良 上殿岡 ７５７，７６５－７６８，７８３ 21

やまこし 山越 伊賀良 中村 ８００，８０９ 99

やまこし 山越 山本 久米 88,96 31 116

やまこせ 山越 下久堅 知久平 48-69,72-77 3,6 86

やまこせ 山コセ 伊賀良 中村 １７１５，２０３９，２５１３－２５１４ 99

やまこせ 山コセ 松尾 八幡原 36-37,64-68,79ﾉ1-84ﾉ5 1,7 1

やまこせ 山コセ 山本 久米 269ﾛ､248?､269ｲ 31 155

やまこせ 山こせ 伊賀良 中村 ６７９－６８５，６８７ 99

やまこせ 山古瀬 鼎 上山 2683-2695 8 44

やまこせ 山古瀬 上郷 南条 ３２６４－３２６５、３２８９－３３２８ 11 71

やまこせ 山古瀬 座光寺 上野 2874-2882 10 43

やまさか 山坂 上郷 南条 ３２４３－３２４４、３２７０－３２７３ 10 70

やまさかみちうえ 山坂道上 上郷 南条 ３２４５－３２４７、３２６８－３２６９ 10 70

やまさき 山サキ 上久堅 下平 3956-3958 3,13 33

やまさき 山サキ 上久堅 原平 1400-1417 3,13 15

やまさき 山さき 山本 竹佐 789 28 78

やまさき 山崎 上久堅 下平 3944-3955 3 33

やまざき 山ザキ 山本 箱川 1278-1280,765 13,16 103

やまざき 山ざき 山本 竹佐 813-814 20,28 78

やまざき 山崎 伊賀良 中村 ２００１，２０１０－２０１４ ###

やまざき 山崎 上郷 別府 ４５，４７－４８、５０－５２ 16 83

やまざき 山崎 上郷 南条 ３６９４－３６９８、３７２５－３７２７、３７６５、３７７１－３７７２16 80

やまざき 山嵜 千代 下村 1012-1027 5 105

やまじり 山尻 山本 久米 2224

やまずみ 山住 上久堅 蛇沼
6867-6880,6885-6895,6905-6910,6947-
6983，6998

11 60
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やまぞい 山添 竜丘 長野原 222 13 72

やまだ 山田 伊賀良 三日市場 １１５６ 35

やまだ 山田 下久堅 下虎岩 1760-1763 14 30

やまだ 山田 龍江 尾科 9303-9304 18,19 100

やまだ 山田 千代 芋平 1735-1737 31 47

やまだ 山田 千代 大郡 2959ﾛ､2967ﾛ､2970 8 151

やまだ 山田 山本 山本 4305-4314 6 40

やまだ 山田 座光寺 唐澤 2285,2295,2297 5,8 43

やまだやま 山田山 千代 芋平 1760 31 47

やまち ヤマチ 伊賀良 中村 ２６９８ ###

やまちはたたなり
ヤマチ畑田
成

伊賀良 中村 ２６９７，２６９９ 95

やまなか ヤマナカ 下久堅 上虎岩 747 15 131

やまなか 山中 三穂 立石 7ロ-9 　

やまなかだ 山中田 龍江 石林 8216-8237 15,21 73

やまなかとうげ 山中峠 千代 法全寺 3429-3430 24 81

やまの 山ノ田 上久堅 中宮 279-281

やまのいり 山ノ入 伊賀良 中村

３１５４，３１８０－３１８１，３１７８－３１８２，３１
８７－３１８８，３１９０－３１９１，３２０８－３２０
９，３２１２－３２２０，３２２３－３２２４，３２２６－
３２２８，３２３２－３２３３，３２５４

###

やまのいり 山ノ入 山本 久米 1700-1702,1718,1778-1779,2181-2182

やまのいり ヤマノ入 竜丘 駄科 2112-2113 116

やまのいり 山ノ入 竜丘 駄科 2044,2426-2429,2453-2458,2477,2668 7 116

やまのいりやまのしり山ノ入山ノ尻 山本 久米 1782 33 145

やまのうち 山ノ内 座光寺 唐澤 2287 5,8 43

やまのかみ 山神 南信濃 和田 1652 33 92

やまのかみ 山神 飯田 羽場 1004 8 20

やまのかみ 山ノ神 上郷 黒田 １６００－１６０３ 9 15

やまのかみ 山ノ神 上久堅 大鹿 9027-9028 5 82

やまのかみ 山ノ神 上村 中郷 365 14 75

やまのかみ 山ノ神 下久堅 下虎岩 1938-1942 16 32

やまのかみ 山ノ神 下久堅 知久平 167 3

やまのかみ 山ノ神 龍江 宮沢 8892-8895,8923-8926 20 89

やまのかみ 山の神 伊賀良 中村 １０８３ ###

やまのかみ 山ノ神 山本 久米 2014-2016,2041-2043,2048-2050 32,33 148

やまのかみ 山ノ神 山本 竹佐 230-232 19 66

やまのかみ 山ノ神 竜丘 駄科 1959,2060,2062-2063,2065-2068 7 102

やまのかみ 山神 座光寺 河原 5720-5729 11 42

やまのかみ 山神 座光寺 萬才 1508

やまのかみ 山神 竜丘 駄科 1130-1131 102

やまのかみした 山ノ神下 龍江 安戸 7815-7817 14 65

やまのかみした 山ノ神下 竜丘 駄科 1118-1120,1128 13 102

やまのかみした 山神下 座光寺 高岡 4923-4624,4927 11 42
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やまのかみした 山神下 座光寺 中河原 5647-5651,5657-5665 11 42

やまのかみした 山神下 竜丘 駄科 1121-1124,1129 102

やまのかみたい
ら

山神平 南信濃 和田 46 19 92

やまのかみたい
ら

山ノ神平 南信濃 和田 47 17,19 92

やまのかみだいら山ノ神平 山本 久米 2163 33 148

やまのかみにし 山神西 龍江 宮沢 8930 20 90

やまのかみね 山ノ神根 千代 法全寺 3683 11 87

やまのかみのうえ 山神ノ上 千代 法全寺 2838-2839 34 70

やまのかみのう
え

山ﾉ神ﾉ上
竜丘

駄科 2061

やまのかみひなた山の神日向 龍江 宮沢 8896-8901 20 89

やまのかみほら 山神洞 三穂 伊豆木 6048ハ-6050 17 73

やまのかみほら 山ノ神洞 千代 法全寺 3689-3693 11 87

やまのかみほら 山ノ神洞 山本 久米 2169-2180,2184-2186 33 148

やまのかみぼら 山ノ神洞 下久堅 下虎岩 1943-1948 16 32

やまのかみみなみとうげ山神南峠 龍江 宮沢 8927-8928 20 89

やまのかみみなみとうげした山神南峠下 龍江 宮沢 8929 20 89

やまのかわ 山の川 下久堅 南原 682-721,741-742,744 7,5 113

やまのさわ 山ノ沢 千代 法全寺 2844乙ｼ,2845-2846

やまのした 山ノ下 山本 山本 1410-1412,1425-1426 3,6 15

やまのしり 山ノ尻 山本 久米 1777

やまのそと 山ノ外 座光寺 上野 3052ｲ,3053-3058 6 43

やまのた 山ノ田 飯田 丸山 5817-5818ｲ,5819-5898,6980 6,7 32

やまのた 山ノ田 伊賀良 大瀬木
２２０３－２２３２，２２５８－２３１３，２４５５－２４
９７，２５４３－２５４４

84

やまのた 山ノ田 鼎 名古熊 1054-1089,1120 10,16 44

やまのた 山ノ田 下久堅 柿ノ沢 1343-1345 7 63

やまのた 山ノ田 千代 法全寺 3586-3589 13 85

やまのた 山ノ田 山本 久米 1919-1920 32 149

やまのた 山ノ田 山本 山本 5564-5582､6084-6086､6089 10 49

やまのて 山ノ手 座光寺 宮ノ前 2667-2670,2675 8 43

やまのね 山ノ根 上郷 南条 ３３３２ 16 71

やまのはた 山ノ畑 下久堅 下虎岩 1504-1505,1511,1513-1519,1739 11,14 24

やまのほら 山ノ洞 鼎 切石 5126-5242 1,2 44

やまのやしき 山ノ屋敷 千代 芋平 1763-1764 28,31 48

やまはし 山橋 伊賀良 中村 ３１３８，３１４１ ###

やまばた 山畑 上久堅 森 4439-4440

やまはら 山原 南信濃 和田 649～667,671～762,764～816,819 28,30 92

やまはら 山原 山本 山本 2661-2665､2690-2725､2740-2751 6 28

やまはら 山原 山本 山本 6436､6486ﾉ2 4 58

やまはらまえ 山原前 南信濃 和田 763 29 92

やまぶしがいと 山伏垣外 川路
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やまふしづか 山伏塚 下久堅 南原 213-216 4 107

やまふじづか 山ふじづか 龍江 雲母 9233-9240 19 98

やまぶしつか 山伏ツカ 南信濃 木澤 1002 12 92

やまぶしづか 山伏塚 千代 田力 136-137 16

やまぶしづか 山伏塚 三穂 伊豆木 5057 4,5 62

やまぶしづか 山伏塚 上郷 飯沼 １５０５－１５０７、２６９３－２７００ 14 47

やまぶしづか 山伏塚 竜丘 駄科 134,144-146,599 9 88

やまぶしまるした 山伏丸下 飯田 飯田 634-635 18 42

やまべ 山部 上村 上町 577 19 75

やまほら 山洞 山本 箱川 1284

やまみち 山道 伊賀良 上殿岡
３４０－３４２，３７４－３７８，４３９－４４９，４５１

－４６２，４６７－４７０
11

やまみち 山道 上郷 飯沼 ３０４６－３０５３ 10 68

やまみち 山道 上郷 黒田 ３３４５－３３４９、３３５１－３３５２ 1,4 28

やまみち 山道 上郷 黒田 ５５００－５５６ 10 68

やまみちうえ 山道上 上郷 黒田 ５１４０－５１６０，５２３２－５２３８，５２４６－５２４９9 28

やまみちした 山道下 上郷 飯沼 ２６２１ 14 63

やまみちした 山道下 座光寺 唐澤 2347,2350-2351 8 43

やまみちはた 山道端 座光寺 萬才 1166,1180-1181,1189-1192,1198-1215 6,7 43

やまみちばた 山道端 上郷 飯沼 ３０３９－３０４５，３０５４－３０６８ 10 68

やまみちばた 山道端 上郷 黒田 ５４９０－５４９９ 10 68

やまや 山屋 伊賀良 上殿岡 ４８３－４８７，４８８，５９９ 14

ややこや ヤゝ小屋 上村 程野 23-4 7 75

やりいたたき 𣟧井タタキ 千代 下村 1603-1606,1611 6 119

やりだ 屋リ田 山本 箱川 428-435 18 98

やわた 八幡 松尾 八幡 1937-2100 7 9

やわたした 八幡下 松尾 八幡 2101-2160,2171-2200 7 9

やわためん 八幡免 伊賀良 上殿岡 ５０７－５２７ 15

やわたやま 八幡山 松尾 八幡原 1403 2,7 4

ゆいがぼら 由ヶ洞 千代 米峰 4237-4239,4242 12 180

ゆいたやま 結田山 山本 久米 2209-2210 33 152

ゆうくり 由ふくり 山本 竹佐 452,464,466ﾉ2-471 18,29 71

ゆうぐり ユフグリ 山本 箱川 1444-1452 12 88

ゆうげんだいら 夕源平 飯田 山 6983

ゆうさなりいわ いうさ成岩 龍江 雲母 9115-9122 19 95

ゆうりょうでん 勇リョウ田 上郷 飯沼 ２２１０－２２１３ 15 57

ゆおけがいと 湯桶垣外 飯田 羽場 283ﾉ8

ゆがた 湯が田 三穂 伊豆木 3271-3282 9 40

ゆかわさわ 湯川澤 山本 山本 5098-5134､5204-5207 9 44

ゆかわだ 湯川田 伊賀良 上殿岡
６０６，６１７－６１８，６２０－６３０，６４１，６４３

－６５３，６６６－６７４
17

ゆかわやま 湯川山 山本 山本 6090-6101,6105-6105ﾉ3,6110 10 44

ゆきなぎ 雪ナギ 南信濃 南和田 835 41 93

ゆざわ 湯澤 南信濃 木澤 609～618 5 93
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ゆだ 湯田 南信濃 南和田 1289 28 93

ゆど 湯渡 飯田 羽場 944,947,972ﾛ,975,987ﾛ､988ﾛ､1167-6 7,8 19

ゆどのさか 湯戸坂 飯田 羽場
1167-1､1529-1530､1535-1537､1541-
1556､1557-1560,1593,999-1002

,8 22

ゆどのさか 湯戸ノ坂 飯田 羽場 1164 8 22

ゆどのめん 湯戸ノ免 座光寺 上野 3311-3313 10 44

ゆのせ 湯ノ瀬 三穂 下瀬 251-252ロ 21 82

ゆのせ 湯ﾉ瀬 竜丘 時又 121 17 81

ゆのせ 湯之瀬 竜丘 長野原 716-718 17 81

ゆふぐり 由ふくり 山本 箱川 35,274 18 88

ゆみや 弓矢 飯田 羽場
647-654､656､667-671,680-688,700-
702,705,708ﾉ4，708ﾉ7，708ﾉ107，708ﾉ2

8 14

ゆみや 弓矢 上郷 別府 １０７４－１０７６、１２３９－１２４１ 16 95

ゆみやさわ 弓矢沢 座光寺 原 1320-1333,1348-1349 1,6 44

ゆみやさわ 弓矢澤 座光寺 原 1339-1340,1344 6 44

ゆめん 油免 下久堅 小林 163 7 70

ゆめん 油免ん 下久堅 小林 122-124 7 70

ゆりふび 由里ふび 山本 竹佐 268,275-283､411-412 19 67

よあかし 夜明 三穂 伊豆木 6420-6501ロ 11,17 76

ようかいちば 八日市場 南信濃 木澤 2，7～15,31,81,91､198～291 2,11 94

ようかいちばむか
い

八日市場向 南信濃 木澤 296～299 2,3 94

ようこう 陽光 上久堅 下平 227-234 3 4

ようざわ ヤウサワ 上村 程野 7

ようぞうやま 要藏山 飯田 山 6987

ようぞこ ヨウゾコ 上郷 黒田 ２９７６ 4 23

ようてば ヨウテ場 上村 上町 517 16 76

ようひ ヨウヒ 南信濃 南和田 41,　71 42 94

ようひ ヨウ日 南信濃 南和田 823 41 94

ようひ 陽日 南信濃 和田 877～878,880～882 29 94

ようろうじ 養老寺 三穂 伊豆木 4134ニ-4139 16 47

よえもんほった
輿右衛門堀
田

龍江 宮沢 8961 14,20 90

よえもんほったく
ろいし

与右衛門堀
田クロ石

龍江 雲母 8962-8965 14,20 90

よおのくき シヨノクキ 上村 程野 215-1～3,ﾛ､ﾊ､ﾎ 9 76

よかわせ 夜川セ 南信濃 和田

281～303，305～317,320～334,338～
343,345,346,348～355,360，361,364～
373,375,378～383,390，391,400，401,404～
409,412～414，418～422，424～430,432～
434,438～441,443,445～447,452ﾊ､454～462､
464～466,468～469,474～477,492～
501,526,529,540,543～544,547～553,558～
563,565,568,571,573～575,584,592

18,31 94
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よかわせ 夜川瀬 南信濃 和田

281,304,318,319,335～337,344,347,357～
359,362,363,374,376,377,384～389,392～
399,402,403,408,410,411,415～
417,423,426,430,431,435～437,442,444，448～
453，463,467,470～473,478～491,502～
525,527～539,541,542，545，546,554～
557,564，566,567，569,570,572，576～583,585
～591,594,595

18,29 94

よがわせ 夜川瀬 南信濃 和田 594

よきとうげ 斧峠 三穂 立石 1153-1155イ ×

よきとうげ ヨキ峠 三穂 伊豆木 5021-5027 4,10 62

よきとぎ 斧研 上久堅 大鹿 8847-8853 22 78

よきとぎ ヨキトギ 飯田 羽場 1258､1291ｲ、1292,1298-1299､1300-1304､1516-15187 24

よきとぎ ヨキトギ 上久堅 越久保 2724-2728,2730-2733 18 25

よきとり 斧取 山本 山本 233-247 25 1

よきのはな ヨキノハナ 南信濃 和田 248～250 18 95

よけみちうえ 除ヶ道上 龍江 尾科 9519-9524 24 106

よこい 横井 鼎 上山 2774-2787,2922 7 44

よこい ヨコイ 上郷 黒田 ３３５７－３３６３、３３６５－３３６６ 4 28

よこいした 横井下 飯田 羽場 787ﾉ8,787ﾉ2 8 17

よこいした 横井下 飯田 東野 4533-4616 17 52

よこうえ 横上 上村 中郷 262-5

よこうち 横内 伊賀良 大瀬木 ９４８－１００３ 78

よこおおみち 横大道 上久堅 森 4453-4454 17 27

よこがら 横ガラ 上村 上町 860 21 76

よこかわらだ 横河原田 上郷 黒田 ８２６－８３５ 5 9

よこぐりやま 横栗山 上村 下栗 1252,1253,　1293～1302 23,24 76

よこしたむき 横下向 上郷 飯沼 ３０３２ 10 68

よこじら 横次良 伊賀良 中村 ２４１０ ###

よこすら ヨコスラ 伊賀良 中村 ２３８７，２４０７，２４１１，２４９１－２４９２ ###

よこだいど 横大戸 上久堅 越久保 2979-2987 17,18 27

よこだいど ヨコダイド 上久堅 越久保 2966-2969,2978,3214ﾛ 17,18 27

よこだいもんみち
した

横大門道下 伊賀良 中村 １３１２－１３２２ ###

よこて 横手 千代 法全寺 2806-2808 25 70

よこてうえ 横手上 上郷 飯沼 ３０９６ 10 59

よこてした 横手下 上郷 飯沼 ２３４３ 10 59

よこてした 横手下 上郷 飯沼 ３０７０－３０７７ 10 59

よこね 横根 千代 芋平 1574-1580 17 42

よこね 横根 千代 米川 893-907 18 23

よこねば 横根場 上久堅 平栗 6055-6061 21 52

よこねはた 横根畑 千代 芋平 1569-1573 17 42

よこはた 横畑 伊賀良 大瀬木 １２４４－１２６６ 79

よこはた 横畑 上村 上町 587 　

よこはた 横畑 上村 下栗
960,　961-1～4,　962-1～10,　960,966-1,2,
967-1,2,　969-ｲ､ﾛ､　970-1,2,　963､968,969

30,31 76
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よこはた 横畑 龍江 宮沢 8869-8870 20 88

よこはた 横畑 千代 下村 902-904ﾉ3,906 4 101

よこはた 横畑 南信濃 南和田 331～333 38 95

よこはた 横畑 南信濃 和田 89,172,215～217 20 95

よこふき 横吹 山本 箱川
1224-1225,1254-1256,1258,1260-1264，1266
の2，1295-1296

12,13 113

よこまい 横前 三穂 伊豆木 2454-2467 8 32

よこまえ よこ前 龍江 石林 8215 15 72

よこまえ 横前 千代 毛呂久保 2146,2159,2161-2163,2173,2366 9 133

よこまえ 横前 千代 下村 1100､1102､1106 5 107

よこまえ 横前 三穂 伊豆木 4140-4155 16 48

よこまえ 横前 竜丘 時又 1002-1003,1006-1015 14 55

よこまくら 横まくら 上郷 南条 ３６８６－３６８７ 15 74

よこまくら 横枕 伊賀良 三日市場 １７９－１９２，４９７－５３０，５３３ 27

よこまくら 横枕 上郷 黒田 １１１７－１１２２、１１２４－１１２６ 5 10

よこまくら 横枕 上郷 南条 ３４５９－３４６４ 15 74

よこまくら 横枕 川路 2418-2481 5,6 24

よこまくら 横枕 下久堅 知久平 105-106,108-110 3 86

よこまくら 横枕 山本 久米 165-166,179 31 118

よこまくら 横枕 竜丘 桐林 1600-1614 11 132

よこまくら 横枕 竜丘 駄科 250-259,270-276,278,280,283,286 9 91

よこみち 横道 上久堅 落倉 5817-5821 20 50

よこみち 横道 南信濃 南和田 824,833 39,41 95

よこみち 横道 南信濃 和田
1248～1249-3､1249-7～1248､1286ｲ､1287～
1290

31 95

よこみちうえ 横道上 座光寺 原 810-811,814-815,834,839-840,882-903 3,7 44

よこみちした 横道下 座光寺 松林 2103-2112,2120-2121 3 44

よこむら 横村 南信濃 八重河内
592ﾛﾊ,608～637,638ﾊﾆ,643ﾛ,682～
687,688ﾊ～691-3,692～693ｲ

44,46 96

よこやま 横山 上久堅 落倉 5625-5631 8 48

よこやま 横山 龍江 今田 1526-1536 6 17

よこやま 横山 南信濃 和田 894～904,912 29 96

よこやま 横山 山本 久米 1224-1226,1231,1238,1371-1381 28 135

よこやま 横山 山本 竹佐 508-510､756-761,763-764 28,29 72

よこやまある 横山有ル 南信濃 和田 906 29 96

よこやました 横山下 龍江 今田 1520-1524 6 17

よさぶろうた 与三郎田 伊賀良 上殿岡 ５８８－５８９ 12

よしいだ ヨシイ田 上郷 飯沼 １７７８ 15 51

よしがさわ 芳ヶ沢 千代 法全寺 2837

よしがさわ 吉ケ沢 三穂 立石 1119ロ-1132イ 105

よしがほら ヨシガ洞 龍江 安戸 7818-7834 20 65

よしだ 葭田 三穂 伊豆木 4858-4864イ 11 57

よしだ 吉田 伊賀良 中村 ２６０１，２６０４－２６０５ ###

よしだ 吉田 千代 下村 1179 6 108
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よしだぼら 吉田洞 上久堅 越久保 3358-3380,3383 16 29

よしだや 吉田屋 千代 大郡 2892ﾛ 8 147

よしなかばやし 吉中林 山本 山本 2666-2689 6 28

よしのがいと 吉野垣外 伊賀良 北方
１１４５－１１４９，２４９２，２４９６－２５００，２５０５－
２５２１，２５２９－２５３４，２６１４，２６２１－２６４７，
２５３８－２５４６，２６４９－２６５７

53

よしはら ヨシ原 上郷 飯沼 ２２６１ 15 58

よしはら よし原 山本 久米 2198-2199,2202,2216-2218 33 152

よしはら 吉原 下久堅 柿ノ沢 500 20 51

よしはら 吉原 下久堅 小林 38-53,137-139,130-132,149-150 7 69

よしはら 吉原 下久堅 下虎岩 371-374,379-381 12,13 5

よしはら 吉原 山本 久米 1784,1787-1789,1791-1796 33 145

よじはら よじ原 伊賀良 中村
７９，２２８，３９４－４００，４０２－４０５，４１６，
４２０－４２１，４２３－４４０，４４２－４９５，４９９
－５００，５０２－５９４，６６５－６６８

90

よしはらだ 吉原田 三穂 立石 1017 　

よしはらひかげ 吉原日影 下久堅 下虎岩 367-370 13 5

よしはらひなた 吉原日向 下久堅 下虎岩 366,375-376,382 13 5

よしぼら よし洞 龍江 石林 8672 26

よしぼら よし洞 龍江 尾林 8527-8531 22 79

よしぼら？ 吉洞 山本 山本 6565-6569

よしまさ 吉政 飯田 飯田
上2705-2725,2726-2788,2589-2593,2601-
2611,2692ﾛ-2699

14 45

よしまさ 吉政 鼎 中平 2848-2852 7 44

よしまさひら 吉政平 飯田 飯田 上2704,2566-2567,2594-2600,2679-2692ｲ 14 45

よしもと 吉本 三穂 伊豆木 794-795 14 14

よじろうた 与治郎田 千代 田力 694-726 14 19

よしろうはた 与四郎畑 三穂 伊豆木 2366ロ-2371 8 30

よしわら 吉原 三穂 伊豆木 1877ロ-1881 8,1 25

よすけだ 與助田 龍江 大屋敷 9680 25 110

よそがいと ヨソガイト 上久堅 上平 2119,2151,2160-2177,2180 13 23

よそへいだ 輿曽平田 龍江 大屋敷 9638-9660 25 109

よつだ 四ツ田 川路 528-537 6 23

よつだ よつ田 上郷 南条 ３６９９－３７００ 16 75

よつだ 四ッ田 飯田 羽場 221-224 14 3

よつだ 四ツ田 上郷 黒田 １１５４－１１６０ 4 11

よつだ 四ツ田 上郷 南条 ３５１５，３５１８－３５２０、３７０１ 15,16 75

よつだ 四ツ田 山本 竹佐 1141

よつだ 四ツ田 座光寺 下羽場 5375-5381,5383 12 44

よつだどころ 四ツ田所 上郷 南条 ３７０４ 15 75

よつつじ 四ツ辻 千代 大郡
3544-3545､3621-3624,3633,3635-3637､3659-
3662

10 166

よつつじ 四ツ辻 下久堅 柿ノ沢 1637

よつつじ 四ツ辻 千代 米峰 4208 12 179

よつどおり 四ツ通 竜丘 駄科 1277-1279 10 107
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よとおりだ 四通り田 山本 竹佐 1153 21 86

よとおりだ 四通田 伊賀良 北方
１２１８－１２２１，１２３３－１２３６，１２８４，１２８６－
１２８７ 55

よねがわざか 米川坂 千代 下村 1085-1088,1093-1099,1101 5 106

よねがわとうげ 米川峠 千代 荻坪 299ﾛ-305,311-326 19 10

よねがわとうげ 米川峠 千代 米川 968-978,1021 19,20

よねくら 米倉 上久堅 平栗 6352ﾛ-6355 21 56

よねや ヨネヤ 下久堅 南原 138-140,142-145 4 105

よねやま 米山 山本 久米 939-940,942-943 27 138

よはちだ 与八田 山本 山本 3083-3093 21 31

よもぎだ 世茂木田 伊賀良 北方 １０６３－１０７１，１１１６－１１２２ 52

よもぎづか よもぎ塚 伊賀良 中村 ３７６，３７９－３８３，６４０ 96

よもぎづか 蓬塚 伊賀良 中村 ３４８，３５３－３５４，８１６ 96

よりあいはた 寄合畑 千代 芋平 1679 18 44

よりどち ヨリドチ 南信濃 八重河内 1695ﾊ

よりまちだ 寄待田 龍江 尾林 8400

よんたんだ 四反田 上郷 飯沼 １６７３－１６７４，１６８１－１６８４ 14 35

よんたんだつぼ 四反田坪 上郷 飯沼 １６７５－１６８０ 14 50

らんと ラント 上郷 黒田 ３０５６－３０５８ 4 26

らんとうば らんとうば 龍江 今田 4685-4686 7 52

りけん リケン 南信濃 木澤 594～598 5,11 33

りはちばた 利八畑 千代 下村 1447

りゅうげんじ 竜玄寺 上久堅 下平 3934

りゅうげんじ 龍源寺 上久堅 下平 3927-3933,3941 3 32

りゅうさ 流差 伊賀良 下殿岡 １５０４－１５３２ 4

りゅうしょうじうら 龍翔寺裏 飯田 飯田 上4621 17 44

りょうごめん 両後面 千代 大郡 3180､3184  

りょうやまがみ 両山神 飯田 山 8130ﾛ

りんざぶろうつくり 林三郎作リ 南信濃 和田 1605ﾎ

りんぺいくぼ 林平久保 南信濃 和田 1725～1726-3,1732 21,24 96

れんだいば 蓮臺場 伊賀良 上殿岡 ６７８－６７９ 18

れんだいば 連台場 三穂 伊豆木 2430-2432 8,9 32

ろうじ ロウジ 上村 中郷 294-ﾊ､386 13 77

ろうにんがいと 浪人垣外 伊賀良 中村 ２２７７－２２７８，２２８０－２２８１ ###

ろくがつめん 六月免 竜丘 時又 914-917 14 57

ろくじぞう 六治藏 山本 久米 1478 32 142

ろくじぞう 六地蔵 伊賀良 中村 ８４７ ###

ろくしょうまきだ 六升マキ田 龍江 石林 8263-8265 15 74

ろくぜん 六ゼン 南信濃 南和田 323 38,40 97

ろくぞうやま 六蔵山 山本 箱川 1229 12 113

ろくたんだ 六反田 山本 箱川 204-207,210-211 18 93

ろくたんだ 六反田 伊賀良 大瀬木 ４１８３，４３３４－４３６３，４３６５－４５１２ 88

ろくたんだ 六反田 座光寺 恒川 4595-4601 11 44
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ろくたんばた 六段畑 鼎 切石
4096-4133,4135-4199,4205,4331,4336-
4347,4349-4371

5 17

ろくとだ 六十田 上久堅 堂平 9277-9280 4 86

ろくのじょうやま 六之丈山 南信濃 和田 45

ろくろうべえだ 六郎兵ヱ田 千代 荻坪 471 16 14

ろっぴゃくめ 六百目 龍江 大屋敷 9612-9617 25 5

ろっぴゃくめ 六百目 龍江 尾科 8436-8439,9330 18,22 5

ろっぴゃくめ 六百目 千代 下村 1003-1005,1009-1010 5

ろっぴゃくめ 六百目 千代 米川 876 16,17 21

ろっぴゃくめやま 六百目山 龍江 尾林 8433-8435 22

ろっぽうばた 六方畑 上久堅 原平 721-733 3,13 10

わかがほら 若ヶ洞 龍江 雲母 9261

わかのた 若ノ田 山本 竹佐 800,962 20,28 78

わかばやし 若林 上久堅 中宮 406-409 3 7

わかばやし 若林 川路 4448-4449,4451-4506 10,11 42

わかばやし 若林 龍江 石林 8653-8657 21 83

わかばやし 若林 千代 大郡 3110､3110,3119,3121-3122ｲ､3124-3125 19 154

わかばやし 若林 千代 下村 1508-1510 6 117

わかばやし 若林 山本 箱川 961 16 107

わかばやし 若林 山本 山本 828-831,6713-6717 2,22 6

わかばやし 若林 竜丘 桐林 1943-1951 11 135

わかみや 若宮 上久堅 下平 131-133,135-136,149-150 3 2

わかみや 若宮 千代 下村 1-21 1,4 89

わかみや 若宮 千代 法全寺 3578 24 84

わかみや 若宮 南信濃 和田 53,227ﾛ,ﾆ 18,20 97

わかみや 若宮 竜丘 桐林 2000-2010 11 136

わかみやとうげ 若宮峠 千代 下村 92-94 4 91

わかみやばやし 若宮林 三穂 伊豆木 531-563 15 11

わかれみち 別途 飯田 大平 7833-7863 21 36

わかれみち 別道 飯田 大平 7831 21 36

わきのた 脇ノ田 座光寺 共和 4124-4128 9 44

わくで 枠手 松尾 城 5141-5142,5148-5170,5180-5193,5458-54677,9 4

わごう 和合 下久堅 稲葉 1634-1652 9 126

わごうざか 和合坂 龍江 今田 1130-1158 18 12

わごうざかとうげ 和合坂峠 龍江 今田 1160-1186

わこのまえ わこの前 山本 久米 1592 32 155

わさびざわ 山葵沢 上村 中郷 258,259-8,9,10,15,ﾁ､ﾘ､ﾇ､ﾙ 15 77

わさびの 山葵野 千代 法全寺 2809-2810,2821-2829ﾛ､2830-2831 34 70

わさびやま 葵山 南信濃 和田 1770

わしおぼら 鷲尾洞 山本 久米 447-453,804-818,825-837,839-841 31,32 121

わしのす 鷲ノ巣 飯田 羽場 1023 8 21

わじょう 和城 千代 下村 908 4 98

わじょうざわ 和城沢 千代 下村 745-747 4 98

わせだ 早稲田 上久堅 落倉 5744-5752,5756-5758 20 50
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わせだ 早稲田 下久堅 小林 291-293 7 73

わせだ 早稲田 千代 米川 881 17 21

わせだ 早稲田 山本 竹佐 18,721 12,20 65

わせだ 早稲田 山本 箱川 1052-1053 13 108

わだ 和田 南信濃 和田
1315～1349-3,1349-8,1350～
1360,1363,1364,2558

31 97

わだいら 和平 下久堅 南原 1118-1139,1328 4 118

わだやしき 和田屋敷 千代 大郡 2910 8 148

わたりせ 渡瀬 上郷 別府 １４８３－１４８６ 11 98

わたりせ ワタリセ 南信濃 八重河内 1695ﾛ

わたりせ 渡り瀬 三穂 下瀬 406-422イ 20 87

わたりせ 渡り瀬 山本 久米 1337-1339 28,29 137

わたりぜ ワタリゼ 南信濃 南和田 273 28 23

わっぱいき ワッパイキ 下久堅 上虎岩 1687-1690 20 139

わっばいけ ワツバイケ 下久堅 上虎岩 1611-1620,1621,1622-1626,1637-1649 20 139

わで 上手 千代 下村 910-914 4 102

わで 上手 三穂 立石 481-493 12 97

わで 上手 山本 竹佐 245,250,272 19 66

わで 和手 龍江 今田 4420-4468 7 48

わで ワデ 千代 野池 1277-1278､1297 18 32

わとうじ ワトヲジ 南信濃 木澤 600～602 5 62

わとりざわ 和取沢 千代 毛呂久保 2213 9 135

わみ 和見 南信濃 南和田 1110 37,40 98

わみ 和見 南信濃 南和田
884～927，932～939，944～957，959～960，
964

40,41 98

わみ 和見 南信濃 南和田
702ﾛ,722～727,729～739,744～765,780ﾛ､971ｲ
ﾛ､964～1109

38,39 98

わらびざわ 蕨沢 千代 大郡 3457-3460,3663-3664,3689-3699 10 164

わらびだいら 蕨平 上村 程野 1-119～130,133～139

わらびやま ワラビ山 南信濃 南和田 345  

わりかけ 割掛 三穂 伊豆木 5624ロ-5653 70

わりがけ 割掛ケ 上郷 飯沼 １５４４，１５４６－１５４９ 14 48

わりさく 割作 上久堅 原平 1160-1163,1175-1177 12 15

わりだし ハリタシ 上郷 南条 ３４３９

わりだし ワリダシ 上郷 飯沼 ５４１－５４２ 19 36

わりだしだ ワリダシ田 上郷 飯沼 ５３８－５４０ 19 36

わりまえ 割前 鼎 一色 377,392-405 9 44

わるさわ 悪沢 龍江 尾林 8481-8482 78

わるざわ 割ル沢 龍江 尾林 8483-8496 22 78

わるだ ワル田 伊賀良 大瀬木 １６５５－１６５７ 82

わるだ ワル田 山本 箱川 200-201 18 93

わるだ ワル田 山本 山本 863-869,1048,1593-1604,1638-1646 21,22 8

わるたに ワルタニ 南信濃 南和田 322 38 98

わるぼら ワル洞 川路 3957-3967,3972-3977 11 37



271

わるぼら ワル洞 龍江 今田 1274-1280 11 14


