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大字 中字 呼び名 小字 地番

浪合 新屋 ？

伍和 洞 あいざわ 相沢 ２６７１～２６８６

伍和 向関 あいざわわたし？ 相沢渡 ５２５～５２８　　あいざわど

伍和 向関
あいざわわたしかわ
むかい？

相沢渡川向 ５２９～５３４　　あいざわどかわむかい

駒場 曽山 あいどがわり 合戸替リ
１７８８～１７９２，１７９４，１７９８，１８０２～１８０７，１８
０９～１８２６

智里 昼神 あいぬま 合沼 ３７４～３７６

智里 駒（横川） あいのさわ 合ノ沢 ２３３２～

伍和 向関 あいはた あい畑 ４１２０～４１２２

伍和 向関 あいはた 相畑 ４１２３～４１２５

伍和 向関 あおき 青木 ４２３～４３８，６８１～６８９

浪合 新屋 あおき 青木 ３９８～４９８？

春日 上中関 あおきざわ 青木沢 ２５７～２５８

伍和 河内 あおきばら 青木原 ５４４３～５４４４，５４４９～５４６６

伍和 河内 あおきぼら 青木洞 ５７３５，５７４３～５７４４，５７６９～５７７１

伍和 河内 あおみだいら 青見平 ４９３１～４９４０，４９４７

伍和 河内 あおみだいら 青見平 ７５６５～

伍和 栗矢 あかいわ 赤岩 ６０７３，６２９５～６２９７

伍和 栗矢 あかいわ 赤岩 ６７７８～

清内路 あかごがぶちやま 赤子ヶ渕山 １０４３～

伍和 栗矢 あかさか 赤坂 ６３１５～６３１７，６３５５

智里 小野川 あかさか 赤坂 １７５３～１７７７

伍和 河内 あかだ 赤田 ５５４６～５５４７

浪合 下半堀 あかつちざか 赤土坂 ９７０ハ

浪合 新屋 あかつちやま 赤土山 １５２０～１５２６

智里 小野川 あかばかま 赤袴 ２１５６～２１８７

伍和 河内 あかはぎ アカハギ ４５２４～４５２８

伍和 河内 あかはぎやま 赤ハギ山 ４２７５～４２８１

智里 中野 あかほった 赤堀田 ４３５０イ

駒場 曽山 あきのだいら アキノ平 １６０６～

駒場 市ノ沢 あきばた アキ畑 １４０５～１４０６

伍和 河内 あきわしゃ 秋葉社 ５１２４～

伍和 河内 あきわのたいらにし 秋葉ノ平西 ５１２５～５１２６

伍和 河内 あきわもりした 秋葉森下 ５２５６，５３３０～

智里 昼神 あげみ 上見 ３８５～３８７

智里 小野川 あさばた アサ畑 ３７２５～３７２７，３７２９

浪合 上半堀 あさばた 麻畑 ７２８イ～７４８

智里 小野川 あさばたみちうえ アサ畑道上 ３７２９イ

浪合 治部坂 あずきばた 小豆畑 １１３７ノ５

清内路 あせぼだち アセボ立 ７６８～７６９

春日 上中関 あせぼつるね アセボツルネ ２５６～　　　（ヤセツルネ）

駒場 石田 あっちこじょう アッチ古城 ６３９～６４０
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伍和 河内 あなば 穴場 ５２６３～５２６９

清内路 あまわらび アマワラビ １７６８～１７８２

智里 小野川 あみかけ 網掛 ２７９４～２７９６，２７９８，２８２８

智里 小野川
あみかけしゃしゅびき
ない

網掛社朱引
内

２７９７～

智里 小野川 あみかけぼら 網掛洞 ２８１４～２８２６，２８２８ハ

伍和 向関 あみだざか 阿ミ陀坂 ３９６～４０４

伍和 向関 あゆはた 鮎畑 ４１２５～

伍和 向関 あらき 荒木 ３９０６～３９１６，３９２４～３９５３，３９６３～３９６７

伍和 栗矢 あらし 嵐 ６７８１～６７９０，６７９３～６７９５

清内路 あらしのうえ アラシノ上 ６５８～６５９

智里 小野川 あらとこ 荒トコ ３１１５～３１２３，３１３６～３１７６

伍和 栗矢 あらや 新屋 ６１４５～

清内路 あらや アラヤ ２６６５～２７２０，２７７１～２８０４

伍和 栗矢 あらやしき アラヤシキ ６１９４～６１９６

伍和 栗矢 あらやまえ アラヤ前 ６１４１～６１４４

清内路 あらやむかい アラヤ向 ２７４９～２７５３

駒場 曽山 あれた 荒田 １７５９～１７６４

伍和 河内 あれた 荒田 ４９７７～４９７８，５０４４，５０５１

伍和 向関 あれだ 荒田 ３７２５～３７３２

智里 中野 あれはた 荒畑 ４２６７～４２６９

伍和 栗矢 あればたまえ 荒畑前 ６１２６～６１２８

浪合 上半堀 あわばた 粟畑 ７１９～７２５

伍和 大鹿倉 あんこあわ アンコ沢 ２２９３～２２９４

春日 中関 いえ 家 ３１８１ノ１，３１８５～３１８７ノ２

春日 上中関 いえうえ 家上 ３８０～

浪合 下半堀 いえうえ 家上 ９６２～

春日 上中関 いえうら 家裏 ３７６～

駒場 下町 いえうら 家裏 １１９２～１１９５，１２０２

駒場 関田 いえうら 家ウラ ４９５～

伍和 河内 いえうら 家裏 ５６０２～５６０４，５９３９

春日 中関 いえのうえ 家上 ３１８１ノ１，３１８５～３１８７

春日 上中関 いえのうえ 家上 ４９７～５００

伍和 向関 いえのうえ 家ノ上 ３９９１～３９９３，４３８１

伍和 河内 いえのうえ 家ノ上 ４８４８，４８９０～

伍和 河内 いえのうえ 家ノ上
５１８４～５１８７，５２１２～５２１７，５２１９～５２２０，５
２２７～５２２８，５５２４

伍和 栗矢 いえのうえ 家上 ６１３５～６１３７

伍和 向関 いえのうえ 家ノ上 ６９９，７４０～７４２，９２８～９３０，１７１６～１７１７

清内路 いえのうえ 家ノ上 ２１１９～

智里 昼神 いえのうえ 家ノ上 １２４～１２９，１３２～１３６，１６０～１６１

春日 中関 いえのうしろ 家後 ２６４６，２７１６，２７１９，２７２４，２７７３～

春日 中関 いえのうしろ 家後 ３１５５～３１７７，３１９３

伍和 河内 いえのうしろ 家後 ４５８０～
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伍和 河内 いえのうしろ 家ノ後 ５２７６，５５８６，５６００～

伍和 向関 いえのうしろ 家後 ７０５～

伍和 向関 いえのうら 家ノ裏 ４０１４，４０４４～４０４５

伍和 向関 いえのうら 家ノ裏 ４１４，１２３１，１７１９～

伍和 河内 いえのうら 家ノ裏 ４５８９～４５９０

伍和 栗矢 いえのうら 家ノ裏 ５９６０～

伍和 河内 いえのうらぐち 家ノ裏口 ５２１８～

伍和 河内 いえのうらぐち 家ノ後口 ５５９９～５６０１

伍和 河内
いえのうらよりたけば
やしまで

家ノ裏より竹
林迄

５０６７～

浪合 治部坂 いえのき 家軒 １１１３～

春日 中関 いえのした 家下 ２４３３～２４３４

春日 中関 いえのした 家下 ３１７８，３１８９～３１９１

駒場 下町上町 いえのした 家下 １３０４～１３０５，１３５８

駒場 市沢 いえのした 家下
１４９７～１５０１，１５１９～１５２０，１５３４，１５８３～１
５８７，１６１８～１６１９，１８３３～１８３４，１９９３

伍和 向関 いえのした 家下 ２５８，７０７，１４６４～

伍和 向関 いえのした 家下
３９９９ノ１，４０１５～４０１８，４０２７～４０２８，４０４６
～４０５０，４２３１～４２３２，４５６５，４５６７

伍和 河内 いえのした 家ノ下 ４５８１～４５８８

伍和 河内 いえのした 家ノ下
５１４１～５１４３，５２２４～５２２６，５５１０，５５４４，５５
４８～５５５０

伍和 河内 いえのした 家下 ５５８９，５６９５～

伍和 栗矢 いえのした 家下 ６１３３～

伍和 栗矢 いえのした 家下 ６３６５～

伍和 向関 いえのした 家ノ下
９２４～９２６，１５０６，１７０６～１７０７，１７１４～１７１
５，１７２０～１７２３

浪合 下半堀 いえのひがし 家東 ９７７～９８１

春日 中関 いえのまえ 家前
２６２８～２６３２，２６３６～２６４６，２６５０～２６５１，２
６８５，２７１５

春日 中関 いえのまえ 家前 ３１６０，３１７９，３１８２～３１８４

伍和 向関 いえのまえ 家ノ前 １７１１～１７１３

伍和 向関 いえのまえ 家ノ前 ３９６８～３９６９，３９７２

伍和 河内 いえのまえ 家ノ前 ４５４９～４５５１，４５９１～４５９３

伍和 河内 いえのまえ 家ノ前 ５１１４，５２２１～５２２３，５５３２，５６９６～５６９７

伍和 向関 いえのまえ 家ノ前 ７００，７３０～７３１，７３８～７３９，７６４，７７５～７８０

伍和 向関 いえのまわり 家ノ廻リ ３９９４～３９９９イ，４０００～４００２

伍和 向関 いえのまわり 家ノ廻リ
７５１～７５６，１２５９，１２６１，１４５５～１４５８，１４６３
～１４６４，１５２２，１５２７～１５２９

伍和 栗矢 いえのみなみ 家の南 ６４０９～

伍和 河内 いえのむこう 家ノ向 ４５９４～

春日 中関 いえまえ 家前 ２０５５～２０６０

伍和 向関 いえまわり 家廻リ ４０２１～４０２２，４０８２，４０９２

伍和 向関 いえむかい 家向 ７０９～７１２

智里 駒（横川） いきつき イキツキ ２２４９～

智里 小野川 いぐち 井口 １５４９～１５５３，１５９３

智里 昼神 いぐち 井口 １９３～
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伍和 向関 いけがほら 池ヶ洞 １６２０～１６４４

春日 中関 いけじり 池尻 ２１４５～２１４８

駒場 曽山 いけじり 池尻 １５４６～

智里 大野 いけだ 池田 ５０１３～５０１４，５０１６，５０２４～５０３２

伍和 栗矢 いげたむかい 井桁向 ６６３０～６６３２

春日 上中関 いけのさわ 池ノ沢 ２１１～２１４

智里 小野川 いけのしり イケノシリ ３４３６～３４４２

春日 中関 いけのたいら 池ノ平 ２８８２，２９０７～２９１２，２９１５，２９２５

駒場 市ノ沢 いけはた 池はた １３８０～１３８１，１３８３～１３８４

伍和 河内 いさわ 井沢
５７７２～５７７４，５７７９～５７８０，５８０５，５８０７～５
８６５

駒場 栄町 いしあれ 石アレ １０１７～１０１９

浪合 宮本 いしがみ 石神 ５３５～５３９

駒場 下町 いしきょう 石キャウ １３６０，１３６３，１４０２～１４０４

春日 中関 いしぎょう 石行 １６８８～１６９１，１７０７

伍和 向関 いしぎょう 石経 １９６６～１９６７

伍和 栗矢 いしぎょう 石経 ６６１４～６６１９

浪合 宮本 いしぎょう 石経 ９９１ノ１～９９５ノ２

伍和 向関 いしぞね 石曽根 １３６２～

春日 中関 いしだ 石田 ２３４３～２３６１

伍和 栗矢 いしづきはら 石搗原
７４２０，７４２２，７４２４～７４２９，７４３１～７４４０，７４
５２～７４６５

伍和 栗矢 いしづきはらみちした 石搗原道下 ７５２１～

駒場 石田 いしはら 石原 ６５２～

伍和 大鹿倉 いしはら 石原 ２５５３～２５５５，２５８２～２５９４

伍和 向関 いしはら 石原 ４０７～４１０

伍和 河内 いしはら 石原 ４３９０～４３９５，４４０２～４４０８

智里 中野 いしはら 石原
４２７０，４２７６～４２８０，４２８３～４２９２，４２９８～４
３０１，４３３８～４３４３

智里 大野 いしはらざか 石原坂 ５０８４イノ１，５０８５，５０８７～５０８９

伍和 大鹿倉 いしぼとけ 石仏 ２６３１～２６７０

駒場 関田 いだ 井田 ４７１～

智里 小野川 いたどりばた イタドリ畑 ３６８５ロ

智里 大野 いたばし 板橋 ４４４７～４４５０

浪合 下半堀 いちのかや 一ノカヤ ８５７ロ１

浪合 下半堀 いちのかやの 一ノ萱野 ９６８～１５０７

駒場 市ノ沢 いちのさわ 一ノ沢
１３７９，１３８２，１３８５，１３９２，１３９４～１３９９，１４
２３，１４３１，１４３４，１４４３，１４４６～１４５０，１４５
４，２２０８～２２０９

駒場 市沢 いちのさわ 一ノ沢 １４９０～

清内路 いちのせ 市ノ瀬 １３３７～１３４４

浪合 新屋 いちのせ 一ノセ ２９５～２９６

浪合 治部坂 いちのまた 一ノ又 １１２８ノ３～１１３８ハ２

浪合 治部坂
いちのまたかのわむ
かい

一ノ又川ノ向

清内路 いちば 市場 ６２～６４，７９～９８，３０４～３４０，３８９～３９０
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浪合 恩田 いちろうべえのき 市郎平軒 ２４４～

春日 中関 いっぽんぎ 壱本木 １６７５～１６７６

智里 大野 いっぽんぎ 壱本木 ４６４７～４６４８，４６９４～４６９９

伍和 備中原 いっぽんまつ 壱本松 ２１４９～２１７２，２５２３～２５２６

伍和 栗矢 いっぽんまつ 一本松 ７０７０～

伍和 河内 いどいり 井戸入 ５２７７～

清内路 いどいり 井戸入 ８４１～８７１

智里 大野 いどいり 井戸入 ４５５９，４５８５～４５９０，４５９３～４５９５

駒場 曽山 いどがさわ 井戸ガ沢 ２２１２～２２１５

伍和 栗矢 いとがりくぼ？ 猪トガリ久保 ６２９２～６２９４，６２９８～６３０４

智里 小野川 いどさわ 井戸沢
１３８３～１３８６，３０２５，３２１４～３２２１，３３３７～３
３６４

智里 小野川 いどさわ 井戸沢 ３８８９ノ３

伍和 大鹿倉 いどさわぐち 井戸沢 ２４５９～２４６５，２６１１～２６１３

浪合 恩田 いどさわぐち 井戸沢口 ２３３ハ～２４１ロ

浪合 下半堀 いどさわぐち 井戸沢口 ９４３ロ～１６０７

智里 小野川 いどさわしもだいら 井戸沢下平 ３９２９～３９３０

智里 小野川 いどざわだいら 井戸沢平 ３８８６～３８８９，３９２８，３９３１～３９３４

智里 昼神 いどだいら 井戸平 ５８～６３

伍和 大鹿倉 いどのさわ 井戸ノ沢 ２２９５～２２９８

伍和 向関 いどぼら 井戸洞 ４０５１，４２１３～４２１５，４２２０～４２２２

智里 昼神 いどぼら 井戸洞 ４１～４３，５０～５１，５３～５６

浪合 下半堀 いどぼら 井戸洞 ９０４ロ

浪合 下半堀 いどぼらぐち 井戸洞口 ９１９～９１９ロ

春日 中関 いなば 稲場
１６１２ノ２，１６９２～１７０６，１７０８～１７０９ノ２，１７
３４～１７４７，２０２５～２０３０

伍和 向関 いなば 稲葉
１３８２，１３８６～１３９８，１４３４～１４４４，１５３２～１
５３８，１５４０～１５７５

伍和 河内 いなば 稲葉 ５１２７～５１３２

伍和 栗矢 いなば 稲葉 ６３３９～６３４０

伍和 向関 いなば 稲葉
６５～６６，１４８，１５０～１６７，９３７～９４１，９７５～９
９６，９９８～１０００

智里 小野川 いなば 稲葉 ２１３６～２１４５，２１５５

伍和 栗矢 いぬごし 犬越し ７３３３～７３３６

伍和 河内 いぬのほえいわ 犬のホヘ岩 ４６８４～

駒場 市ノ沢 いのうえ 井ノ上 １４４６，１４５１～１４５３

駒場 木戸脇 いのうえ 井ノ上
７８５～７９３，７９５～７９６，２０８０～２０８２，２０９４～
２０９５

伍和 向関 いのうえ 井ノ上 １３７２～１３７５

伍和 河内 いのうえ 井上 ４７４９～４７５２

智里 昼神 いのうえ 井ノ上 ３６～３９

伍和 栗矢 いのくち 井口 ６４５６～６４５８

伍和 向関 いのくち 井ノ口 ８８２～８９３，８９９，９２１～９２３

伍和 河内 いのさわ 井ノ沢 ５０７４～５０７８

清内路 いのさわ 井ノ沢 ４４０～４５１

清内路 いのさわやま 井ノ沢山 452～
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春日 上中関 いのししぼら 猪洞 ３６４～３６９

春日 中関 いのした 井ノ下 １９８７～１９９６

駒場 下町上町 いのした 井ノ下 ８５１，８５４～

伍和 向関 いのした 井ノ下 １３７０～１３７１，１８０２～１８１２，１８１５～１８２１

伍和 河内 いのした 井下 ４６８７～４６８９

伍和 栗矢 いのした 井下 ６３６８～６３７３，６４１６～６４２０

伍和 向関 いのした 井下 ８９，９２～９３，１２７～１３３，１３５

伍和 河内 いのみなみ 井南 ４７２６～４７２８，４７３９

伍和 向関 いばた 井端 ７２２～７２６

伍和 河内 いはば 井幅 ５０６６，５１４６，５２６１～

伍和 河内 いはばよりあなばまで
井幅より穴場
迄

５２６１～

伍和 栗矢 いばやし 井林 ７０４８～７０５２

駒場 下町上町 いまみや 今宮 １２０６～

智里 小野川 いもう イモウ ６０３～６０８，７５０～７５４，１８５１～１８５２

春日 中関 いもじばた イモジ畑 ３２３１～３２３５

清内路 いもだいら 芋平 １７１０～１７１１

伍和 河内 いり 入 ５１８８～５１９５

智里 大野 いりおおだいら 入大平 ４５６７～４５７３

智里 昼神 いりのはた 入ノ畑 １９９～２０７，２１０

智里 昼神 いりのやま 入野山 ４９５～

智里 大野 いりはた 入畑 ４５３０～４５３４

伍和 向関 いわした 岩下 １２９２～１２９４，１３０４～１３０６，２５３３～２５４４

伍和 大鹿 いわすやま 岩ス山 ４２４９，４２５３～４２５７

駒場 木戸脇 いわのさわ 岩ノ沢
８２６～８３２，８３６～８４０，１２０５，２０９６～２１１２，
２１２３～２１２５，２１３１～２１３３，２１４３～２１４４，２
１４７～２１５０，２１５８～２１８８

駒場 下町上町 いわのさわぐち 岩ノ沢口 １２０１，１２０３～１２０４

春日 中関 いんでん 院田 １５９０～１６０７，１６１６～１６５０

智里 大野 うえがはら 上川原 ４７５４～４７５５，４７６９～４７７２

春日 中関 うえだ 上田 ２５００～２５０１

浪合 宮本 うえのき 上軒 ４９０～

駒場 曽山 うえのたいら 上ノ平
１７６５～１７７１，１７７８～１７８２，１８９９～１９０２，１
９０８～１９１１

伍和 河内 うえのたいら 上ノ平 ４５７１～４５７３

清内路 うえのたいら 上ノ平 754

清内路 うえのたいら 上ノ平 ７７２～８３１

智里 小野川 うえのたいら 上ノ平 １２１８～１２２５，１２３０～１２５７

智里 昼神 うえのたいら 上ノ平 ４５６～４５８，４８０～４８１，４８３～４８７，４９２

浪合 新屋 うえのだいら 上ノ平 ４０６～４３７

清内路 うえのたいらやま 上ノ平山 ７７０～７７１

浪合 上町 うえのだん 上ノ段 １０５３イ～１０５５

浪合 恩田 うえのだん 上ノ段 １９８２～１９９

春日 中関 うえのはた 上畑 ２７２５～
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智里 小野川 うえのはら 上ノ原
１２２６～１２２９，１２８４，１３４０～１３７３，１３７５～１
３８２

智里 中野 うえのはら 上ノ原 ４３０５，４３０８～４３１７，４３２４～４３２７，４３４９

伍和 栗矢 うえのもり 上ノ森 ６４８０～６４８２

駒場 下町上町 うえみどう 上御道
８３３～８３５，８４１～８４３，８４７～８４９，８５２～８５
３，８５５～８６３，１２８９～２１９３

伍和 河内 うかいば ウカイ場 ５２８４～

伍和 栗矢 うぐす 鴬巣 ６８５２～６８７８

清内路 うさぎざわ 兎沢 １７８３～１８１５

清内路 うさぎざわのくち 兎沢ノ口 １７３９～１７６７，１９１２

清内路 うさぎだいら 兎平 １０２１～１０２８

清内路 うさぎだいらやま 兎平山 １００５～１０２０

智里 昼神 うしくぼ 牛久保 １９２，１９６～

智里 昼神 うしくぼやま 牛久保山 ５７～

春日 中関 うしろざわ 後沢
２６２５～２６２６，２６４７～２６５０，２６７１，２７２６，２７
２９～２７４６，２７５９～２７６０

駒場 関田 うしろざわ 後沢 ３０４～３０５，３２０～３２１，３２３～３２５，６３０～６３４

伍和 向関 うしろた 後田 ３３１，３５６～３７０

伍和 向関 うしろぼら 後洞 ３８２３～３８３０，３８９６～３９０１

春日 中関 うしろやま 後山 ３０１２ノ１～３０１３

駒場 曽山 うしろやま 後山 ２２０２～２２０７

浪合 蘭平 うすがたいら 臼ヶ平 １６１６～１６１８

清内路 うすらざわ ウス沢 ３０１０～３０１１

清内路 うすらざわのくち ウス沢ノ口 ２９９３～２９９９

春日 中関 うちがいと 内垣外 ２６５６，２６６６～２６８４

伍和 向関 うちこし 打越 ４１２６～４１２９，４１３５～４１３６

浪合 中下 うちこし 打越 １２６１～１３０７ロ

浪合 中下 うちこしいり 打越入 １２８１ロ１～１２８３ロ１

浪合 中下 うちこしいりじぬし 打越入地主 １２８３ロ２

清内路 うつぼざか ウツボ坂 ５８９～６１７

浪合 治部坂 うとう ウトウ １１２３～１１３０ロ

春日 中関 うとうざか ウタウ坂 ２１８８～２１８９

駒場 下町 うねばた ウネ畑 １３４０～

春日 中関 うまがくぼ 馬ヶ久保 １８１０～１８２７

春日 上中関 うまがくぼ 馬ヶ久保 ４９０～４９５

伍和 栗矢 うますてば 馬捨場 ５９１０～５９１１

智里 小野川 うますてば 馬捨場 ３６８３イ

伍和 栗矢 うまどめ 馬留 ７４９１～７４９２

智里 小野川 うまば 馬場 ３６８３ノ１

伍和 栗矢 うまはなしば 馬放場 ７５１４～７５２０，７５２２～７５２３

智里 小野川
うまばまつうえもんか
りやま

馬場松右ヱ
門カリ山

３６８４～３６８７

伍和 河内 うめがくぼ 梅ヶ久保 ４６９８～４７０２，４７０５～４７１６，４７１８～４７２４

伍和 河内 うめがくぼ 楳ヶ久保 ４７１７～

智里 小野川 うめがくぼ 梅ヶ久保 ２７６９～２７７３，３３６６～３３７５
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智里 大野 うめがくぼ 梅ヶ久保
４５９６，４５９８～４６０４，４６５８～４６６２，４６６４～４
６７６，４６７９，４６８２～４６８３

伍和 栗矢 うめがだいら 梅ヶ平 ６７９１～６７９２

春日 中関 うめくぼ 梅久保 ２０９０～２０９２

春日 上中関 うら 裏 ３９４～３９６

浪合 恩田 うら 裏 ２１８ノ４～２６８

浪合 新屋 うらばた 裏畑 ３２３ノ１～４０７

浪合 恩田 うらばた 裏畑 ３６～１７８

浪合 宮本 うらばた 裏畑 ４８４～５０７イ

浪合 上半堀 うらばた ウラ畑 ７５９～７６９

浪合 新屋 うらばたにし 裏畑西 ３７６～３８２

春日 中関 うらやま 裏山 ２２２５～

智里 小野川 うらやま 裏山 １８５６～１８５８，１８６０

春日 中関 うりばた 瓜畑 １７５５～１７６３

駒場 関田 うるしがいと 漆垣外
２９８～２９９，３０１～３０３，３０８～３１４，３１８～３１
９，３２２，３２６～３２８，３４２～３４４，３４９～３５０，３
５３

智里 小野川 うるしざわ 漆沢 １８６６～１９１３，２８４１～２８４２，３００２～３０１７

智里 小野川 うるしざわほら 漆沢洞 ３０４１～３０６４

伍和 向関 うるしだ うるし田 ７４８～７５０，７５７～７６３

智里 大野 うるなだいら 賣名平 ５０８０～５０８３

浪合 蘭平 うわのき 上軒 １３～１３９

駒場 曽山 えきのだいら エキノ平
１６１２～１６１５，１６２０～１６２２，１６３７～１６４７，１
６５１～１６５３，１６５５～１６５６

駒場 曽山 えきのはんば ヱキノハンバ １６３３～１６３６

駒場 曽山 えけのはんば ヱケノ半場 １６６９～

春日 中関 えだぼら 枝洞 ２０７５～２０７８

駒場 曽山 えばた ヱ畑 １６０３～１６０４

智里 小野川 えばた 恵畑 ３１０１～３１０４

智里 小野川 えばた ヱ畑 ３１０５～３１０６，３１０８～３１１２

駒場 木戸脇 えばたけ ヱ畑 ８０７～８１０

伍和 向関 えぼしいわ エボシ岩 １６４５～１６５７

智里 小野川 おいだいら 老平
１１０９，１３９４～１４５７，１５４６～１５４８，１５５４～１
５５６

智里 小野川 おいだいらざわ 老平沢 １３９０～１３９３

伍和 河内 おいとりがね 追鳥ヶ根 ５０５２～５０５５

伍和 栗矢 おいわがだ ヲイワガ田 ７３５１～７３５６，７３６１～７３６４

伍和 栗矢 おうちがだいら 樗ヶ平 ７３６６～７３８１

春日 上中関 おおいぐち 大井口 ８１１～８２０

伍和 向関 おおいし 大石 ２０２８～２０３９

伍和 河内 おおいし 大石 ４７２５，４７３１～４７３７

伍和 河内 おおいしかわみなみ 大石川南 ４７３８～

伍和 河内 おおいしみちばた 大石道端 ４７２９～４７３０

春日 上中関 おおいわ 大岩 １～１２，１９２～１９３，２９６～２９８

春日 上中関 おおいわ 大岩

智里 昼神 おおいわだいら 大岩平 １９５～



9 / 56 ページ

伍和 向関 おおうえ 大上 ７１～７２

智里 小野川 おおがいと 大垣外 ２４００～２４１７

伍和 河内 おおがみ 大神 ４７４０～４７４８，４７６５～４７６６

清内路 おおかわいり 大川入 ３１２３～３１２５

浪合 治部坂 おおかわいりやま 大川入山 １１３９イ１～１１４４ロ

智里 小野川 おおかわはた 大川畑 ３３３６～

智里 昼神 おおかわばた 大川端 ２９８～

智里 駒（横川） おおかわら 大川原 ２３２４～２３２７

駒場 関田 おおきう 大キウ ４３２～４３３

伍和 栗矢 おおぎばた 扇畑 ６９０３～６９０６

春日 中関 おおぎひら 扇平 ２１９７～

伍和 向関 おおくぼ 大久保 １５３０～１５８１，１５８７～１６０２

清内路 おおくぼ 大久保 １４１７～１４２２，１５４１～１５４４，１５４８～１５５２

智里 大野 おおくぼ 大久保 ５１４８，５１５４～５１５７

伍和 向関 おおくぼいのうえ 大久保井ノ上 １５８２～１５８６

伍和 栗矢 おおくらやしき 大蔵ヤシキ ６２３７～６２４１

智里 駒（横川） おおぐり 大栗 ２３０３，２３０９～

伍和 河内 おおくわ 大桑
４９００～４９３３，４９３８～４９４０，４９４７，４９５６，４９
７４

伍和 河内
おおくわかわみなみ
みちした

大桑川南道
下

４９５７～

伍和 向関 おおさいのかみ 大妻の神
３７６８～３７８８，３８０５～３８１３，３８１６～３８２２，３
８３１～３８３２，３９０１～３９０５

伍和 向関 おおさいのかみ 大妻ノ神 ３８１４～３８１５，３９０６～３９２３

伍和 栗矢 おおさき 大崎 ６６８５～６７１２

伍和 河内 おおさきはら 大崎原 ５５６１～５５７０

清内路 おおざくら 大桜 １１９０～１２１１

清内路 おおざくらやま 大桜山 １１７７～１１８８

浪合 新屋 おおざざら 大筰 １５７２ロ～１５８８

智里 小野川 おおさわ 大沢 １１７７～１１８０，１１８９～１１９４，１１９８～１２１７

智里 小野川 おおさわだいら 大沢平 １１８１～１１８８

智里 小野川 おおさんどう 大山洞 ３３７６ロ２，３３７７ロ、３３７９～３３８０

智里 小野川
おおさんどうかみのく
ち

大山道上ノ口 ３７２２，３７２４～

智里 小野川 おおさんどうひかげ 大山洞日影 ３３８５～

智里 小野川 おおさんどうひなた 大山洞日向 ３３７６～３３７８，３３８１～３３８４

伍和 河内 おおしかざか 大鹿坂 ４６９３～４６９４

駒場 下町上町 おおしな 大品 ８７４～８７９

春日 中関 おおしまだ 大島田 ２３９３～２３９８

伍和 栗矢 おおしんでん 大新田 ６５５７～６５５８

清内路 おおそやけ オソヤケ １４７４～１４７９

伍和 栗矢 おおた 太田 ６４００～

春日 中関 おおだ 大田 ２４８５～２４８７，２５０２

駒場 関田 おおだ 大田 ４８３～
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伍和 向関 おおだいら 大平
１６５８，１６６０～１６７９，２１２６～２１２９，２１３３～２
１４８，２１７３～２１７６

智里 駒（横川） おおだいら 大平 ２３４０～２３４６

智里 大野 おおだいら 大平 ４４６５～４４７０，４５８１～４５８４

浪合 新屋 おおだいら 大平 ３９７ノ２～４３３，１６２２～１６３６

浪合 下半堀 おおだいら 大平 ９１０ロ～９５０ロ

浪合 新屋 おおだいらうえのだん 大平上ノ段 ４１３～

浪合 新屋 おおだいらしたのだん 大平下ノ段 ４１４～

智里 小野川 おおたに 大谷 ４２５９～

駒場 下町 おおちのさか 逢地ノ坂 １１８２～１１８６

智里 昼神 おおどい 大ドイ １７６，１８８～１８９

智里 昼神 おおどて 大ドテ ２０８～２０９

伍和 向関 おおなわしろ 大苗代 ２０２３～

春日 中関 おおにわ 大庭 ２６５３～２６５５

駒場 関田 おおぬま 大沼 ３７３～３９２，４０９，４１３～４１４

伍和 栗矢 おおのくぼ 大ノ久保 ６８３１～６８３２

伍和 栗矢 おおはし 大橋 ６２２０～

伍和 河内 おおはた 大畑 ５０６８～５０７０，５０８５～５０８９

伍和 栗矢 おおはた 大畑 ６３４６～６３５４，６８０１～６８０７

智里 小野川 おおはた 大畑 １１９５～１１９７，１３７４

浪合 恩田 おおはた 大畑 １４５～

駒場 下町栄町 おおばた 大畑 ５５２～５５６

伍和 向関 おおばた 大畑
１４６９，１６９８～１７００，１７０２～１７０５，１７０９～１
７１０，１７２４～１７６４

浪合 恩田 おおばた 大畑 １０７～

伍和 河内 おおはたじり 大畑尻 ５０７３，５０７９～５０８１，５０８４

伍和 備中原 おおばやし 大林 ２９４１，２９４３，２９４７～２９５２

伍和 河内 おおばやし 大林 ４９７９，４９８０ノ２

伍和 河内
おおばやししんでんや
ま

大林新田山 ４９８１ロ２

伍和 備中原 おおはら 大原 ３４１８～３４６４

智里 昼神 おおひがし 大東 ３～９

春日 上中関 おおひら 大平 ３４６～

清内路 おおひら 大平 １７１２～１７１３

智里 小野川 おおひら 大平 ２０５１～２０５４，２０５９～２０８０，２０８３～２１３４

浪合 上町 おおひらうえのだん 大平上ノ段 １１９９～１２１８ロ

伍和 栗矢 おおひらごし 大平越 ７４６６～７４７１

浪合 治部坂 おおひらしたのだん 大平下ノ段 １２１０～１２１８ノ３

春日 上中関 おおひらやま 大平山 ３４７，３７１～

春日 中関 おおぼら 大洞 ２１７４～２１８５

伍和 河内 おおぼら 大洞 ４３７３～

浪合 新屋 おおぼらぐち 大洞口 ３０２～３０６

智里 大野 おおまき 大牧 ４８４３～４８６７

智里 小野川 おおまきのね 大マキノ根 ３５９７～３５９８
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伍和 栗矢 おおまわり 大廻リ ６７７９～

清内路 おおみねやま 大峰山 ６４５～６５７

春日 中関 おおむぎた 大麦田 １８６７～１８７２

春日 上中関 おおやしき 大屋敷 ４５７～４７３，４８４～４８９

智里 小野川 おおやま 大山 ３８７４～３８７８

伍和 栗矢 おおわらび 大ワラビ ６８８４～６８８９

清内路 おおわり 大ワリ １０５４～１０５８

伍和 河内 おかいわ 岡岩 ４３２４～４３２８，４３３５，４３４０

伍和 河内 おかいわ 岡岩 ５６０７～

智里 小野川 おかみ 岡見 ７３７～７４１

伍和 向関 おき 沖 ５９～６４

伍和 栗矢 おき 沖 ６３７９～６３９５

伍和 栗矢 おきたうえ 沖田上 ６３９６～

智里 小野川 おくねぎ ヲクネギ ３１２４～３１２９

智里 小野川 おくねぎいり 奥根木入 ３１３０～３１３５

智里 小野川 おくねぎはら 奥根木原 ３２０６～３２１３，３２２２～３３３５，３３６５

智里 昼神 おくみやあちじんじゃ 奥宮阿智神社 ４９７～

清内路
おぐろがわのうちねだ
かやま

小黒川の内
根高山

１１５５～

清内路
おぐろがわのうちやま
のかみやま

小黒川の内
山之神山

１１５６～１１５７

駒場 曽山 おけしやま ヲケシ山 ２１５７～

智里 大野 おこし 尾越 ４６７７～４６７８，４６８０～４６８１

伍和 河内 おしかだいら ヲシカ平 ４６２６～

伍和 河内 おしがだいら 押ヶ平 ４６１８～４６２３，４６２５

清内路 おしだし 押出 １２～３０，３９～４９，

浪合 治部坂 おしだし 押出シ １０８３～１１００

清内路 　 おしだしやま 押出山 1～

智里 大野 おしば 押場 ４７９２～４７９３

清内路 おそやけどば ヲソヤケ土場 １４４２～１４４８，１４７０～１４７３

駒場 市ノ沢 おち ヲチ １４２７～

清内路 おちのさか 落ノ坂 ２２３０～２２３２

清内路 おちのさかむかい 落ノ坂向 ２１７４～２１７６，２１８７～２２００，２２０４～２２０９

清内路 おちのふち 落ノフチ ２２０１～２２０３

智里 昼神 おちま オチマ ３７７～３８２

伍和 向関 おちゃやま 御茶山 １３１２～１３１３，１４０２～１４０４

智里 小野川 おにがくぼ 鬼ヶ久保
１８６１～１８６５，１９１４～１９２２，１９７６～２０５０，２
０５５～２０５８，２０８３

伍和 栗矢 おばけはら ヲバケ原 ７３３７～７３５０，７３９２～７４０１

春日 中関 おはら 小原 ２０４１～２０４２

清内路 おびなた 小日向 １０６４～１０９１

伍和 栗矢 おやにだ 親仁田 ６１１３～

清内路 おりくさ オリ草 １３２８～１３３３

浪合 恩田 おんだ 恩田 １６１９～
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智里 小野川 おんだし 恩出し １９４９～１９５２

智里 小野川 おんだし ヲンダシ ５０３～５３７

春日 中関 おんてぼら 恩手洞
２１３５～２１４４，２１５５～２１５６，２１６６～２１６７，２
２２４ハ

智里 小野川 かいけつ カイケツ ２５０９～２５２３，２５５８

浪合 恩田 かいだて 貝立 ５４～５５

伍和 向関 かいつけ 飼付 ３７５０～３７５１，３７５３，３８４６～３８７１

春日 上中関 かいと 垣外 １０７９，１１８５～１２００，１２６７，１２６９～１３０９

春日 中関 かいと 垣外
２４８８～２４９０，２６８６～２６９０，２７７６～２７７８，３
３４５～３３５８

駒場 市ノ沢 かいと 垣外 １４３３，１４３５～１４４０

伍和 栗矢 かいと 垣外 ６１７７，６１７９，６２３３～

伍和 栗矢 かいと 垣外 ６４６１，６４９８，６５００，６５６６～６５６７

伍和 向関 かいと 垣外 ７１８～７２１

智里 大野 かいと 垣外
４５１２～４５１８，４６４１，４６４４～４６４５，４９２７，４９
２９

浪合 新屋 かいどうばた 街道畑 ３８７～

伍和 向関 かいとじり 垣外尻 １４７０～１４８３

伍和 向関 かいとじり 垣外尻 ４０７７～４０７９

智里 大野 かいとじり 垣外尻 ４９３３～

伍和 栗矢 かいとた 垣外田 ６４５９～６４６０

春日 上中関 かいとだ 垣外田 ６４２～６４３

伍和 栗矢 かいとのほら 垣外ノ洞 ６４３１～６４３６

伍和 栗矢 かいとばた 垣外畑 ６６１９～

春日 中関 かいとみずじり 垣外水尻 ２４９１～

伍和 河内 かかりき カヽリキ ４８９１～４８９９

伍和 向関 かきがいと 垣垣外 ６７ノ１

智里 小野川 かくれごや カクレゴヤ ３６８８，３７０３～３７０４

浪合 下半堀 かくれやま カクレ山 ９７２ホ３

駒場 下町 かけ カケ
１３６２～１３６３，１３６４～１３６８，１３７０～１３７１，１
４０９～１４１０

駒場 関田 かけ カケ ３０６～３０７，３５４

駒場 木戸脇 かけ カケ ８１１～

駒場 市ノ沢 かけざわ カケ沢 １３８７ロ

春日 中関 かけだ 欠田 １８９２～１９１０，１９３３～１９３４

春日 中関 かけだ 欠田 ２３８４～２３８７

駒場 市ノ沢 かけはた カケ畑 １３８７ノ１，１３９３

駒場 石田 かけばた カケ畑 ６２０，６４８～６４９

伍和 向関 かげばた 影畑 ７２７～７２８

春日 中関 かごだいら 籠平 ２０５２～２０５４

春日 中関 かごだいらたなだ 籠平棚田 ２０３１～２０３８，２０６１～２０６６

春日 中関 かごだいらやま 籠平山 ２０４４～２０４７

春日 中関
かごだいらやまかみく
ち

籠平山上ノ口 ２０４８～

春日 中関
かごだいらやましたく
ち

籠平山下ノ口 ２０５１～
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春日 中関
かごだいらやまなか
のかみ

籠平山中ノ上 ２０５０～

伍和 栗矢 かさだ 笠田
５６５６ロ，５９２３～５９３４，５９３６，５９３８，５９４０～
５９５０，５９６０～５９６３

伍和 栗矢 かさだひかげ 笠田日かげ ５９３５，５９３７～

春日 上中関 かざはり 風張 ３０１，２２０１～

春日 中関 かざはりきただいら 風張北平 ２２１９～

春日 中関
かざはりきただいらと
うげ

風張北平嶺 ２２２０～

春日 中関 かざはりみなみだいら 風張南平 ２２２１～

伍和 備中原 かじかばやし 加持加林 ２７０８～２７２０，２４８１～２５２４

伍和 河内 かしちはた 嘉七畑 ５５３３～

伍和 河内 かじや 鍛冶屋 ５１１３～

伍和 栗矢 かじや カジヤ ６１７８～

浪合 恩田 かじやばた 鍛冶屋畑 １８６ニ

伍和 栗矢 かじやまえ カジヤ前 ６１７６～

智里 小野川 かしわかいと 柏垣外 ２２６６～２２８８，２３５２，２７１４～２７２０

智里 小野川 かしわがき 柏垣 ２２８９～２２９２

伍和 栗矢 かしわぎ 柏木 ６４５３～６４５５

駒場 市ノ沢 かそばた カソ畑 １４７６～

伍和 河内 かぞはた 楮畑 ４７５３，４７６４～

春日 中関 かたいし 片石 ２１５２～２１５４

春日 中関 かたていし 片手石
２１４９～２１５１，２１５７～２１６５，２２３８～２２４０，２
２４８～２２５５

春日 中関 かたていし 片手石 ３２７７～

清内路 かたふた カタフタ １２１２～１２１５

駒場 曽山 かつらさわ カツラ沢 １７９３，１７９５～１７９７，１７９９～１８０１

智里 小野川 かつらさわ 桂沢 １１０７～１１０８，１１１０～１１２２，１２８５

智里 小野川 かつらさわぐち 桂沢口 １１２３～１１３７，１１４４～１１４７

浪合 治部坂 かつらばし 桂橋 １１４６ハ４～１１４８イ４

浪合 治部坂 かつらばしうえ 桂橋上 １１４６ハ１

浪合 治部坂 かつらばしした 桂橋下 １６４７ハ１

伍和 大鹿倉 かつらよこて 桂横手 ２１８０～２１８２

浪合 恩田 かどばた 角畑 ９イ

浪合 治部坂 かどろくさわ カドロクサワ １１７５イ～１１８６ニ

駒場 曽山 かないば 金イバ １５９３～１６００，１６０２，１６０５，１６１０

春日 中関 かなぐり 金繰 １９７１～１９８６

春日 中関 かなぐり 金栗 ２２９４～２３１５

春日 上中関 かにだ 蟹田 ９４７～９６４

駒場 関田 かにだ カニ田 ３３３～３４１

駒場 関田 かにだ 蟹田 ３９９，４０１～

伍和 栗矢 かにだ 蟹田 ６４２１～６４２５，６４２８～６４３０

伍和 栗矢 かにばた 蟹畑 ６６３３～６６３４

浪合 下半堀 かまあらし 釜アラシ ９０５～９３１

清内路 かまい カマ井 ３３１～３５７，３６５～３６６
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春日 上中関 かまだ 鎌田 ７７７～７８２

駒場 関田 かまぬま 釜沼
４４７，４５４～４５５，４５７～４５８，４６３～４６７，４８６
～４９３，４９７～４９９，５３４～５３７，５３９～５５１

伍和 向関 かまば かま場 ４２２３～４２２７

伍和 向関 かみあいざ 上相沢 ８９８～９０２

伍和 河内 かみあいざわ 上相沢 ４７９３～４８０５

智里 大野 かみがいと 上垣外 ４８７５～４８９３

駒場 曽山 かみがわら 上川原 １５８８～１５８９

智里 昼神 かみさいはん 上サイハン ４０２～４０５

智里 小野川 かみさかやま 神坂山 ４２５７～

春日 上中関 かみさんたんだ 上三段田 ６４～８８

智里 昼神 かみしょうぶだ 上勝負田 ７３～７６

駒場 栄町 かみじょうろくばら 上丈六原 ９８４～１００３

伍和 河内 かみしんでん 上新田 ５７２２ロ，５７２３，５７２５～５７２７，５７２９～５７３４

伍和 河内 かみしんでんみちした 上新田道下 ５７２８～

伍和 栗矢 かみだいみょうじん 上大明神 ７５０８～７５１２

伍和 栗矢 かみたしろ 上田代 ６９３７～６９３８，７０５３～７０５４，７０５６～７０６０

伍和 栗矢 かみたしろやしきぞい 上田代屋敷添 ７０５５～

智里 駒（横川） かみちようし 上チヨウシ ２３４７～

智里 昼神 かみてらさわ 上寺沢 ２７８～２８６

伍和 大鹿倉 かみにし 上西 ２２１２～２２１７

智里 昼神 かみのかいと 上ノ垣外 ４６２～４６５，４６９～４７０

浪合 宮本 かみのむかい 神ノ向 ４４８イ３～４７８

駒場 栄町 かみぼら 神洞 １０２２～１０２３

浪合 上町 かみまち 上満知 １０１３～１０１６イ

浪合 上町 かみまち 上町 １０１４ノ３～１０１４ノ４

伍和 栗矢 かみや カミヤ ６６４４～

伍和 河内 かみやばた 紙屋畑 ５５２３～

伍和 向関 かみやぼら 紙屋洞 ４０５４～４０５５，４０７１～４０７５

春日 中関 かみやま 上山 ２０９３～２０９４

伍和 栗矢 かめわり 亀割 ５８９４～５９０９，５９１２～５９２２

伍和 大鹿倉 かやはら かや原
２５５９，２５６８～２５８１，２５９７～２６００，２６０５～２
６０６

駒場 関田 からかさ 唐笠 ３９３～３９５

清内路 からかさ カラカサ ２１６２～２１６８

清内路 からかさのくち カラカサノ口 ２１５０～２１５１

駒場 下町 からはし カラ橋 １３５９，１３６１～

伍和 大鹿倉 かりやま かり山
２４６１～２４６３，２４６６，２４６８～２４７９，２４８１～２
４９８，２５０２～２５０４，２５６３

伍和 大鹿倉 かりやまあおきぼら かり山青木洞 ２４８０～

伍和 大鹿倉
かりやまあおきぼらぐ
ち

かり山青木洞
口

２４６７～

伍和 大鹿倉
かりやまううちやすみ
いし

かり山の内休
石

２５５６～２５５８

伍和 大鹿倉 かりやまのうちひんが
かり山の内ひ
んが

２５０５～２５０６
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浪合 治部坂 かわうえ？ 川上 １０７７～

駒場 栄町 かわこういがわら 川小路川原 １０５４～１０５８

清内路 かわしま 川島 １９１６，１９１８～１９１９

智里 大野 かわしま 川嶋
４９４７～４９７０，４９７５～４９７７，４９８０，４９８４ハ，
４９８９～４９９０

浪合 中下 かわしま 川島 １２４３ロ

清内路 かわすそ 川裾 393，３９８～４３９

浪合 宮本 かわなかじま 川中島 ５１３～５３４

伍和 河内 かわばた 川端 ４９５５～

清内路 かわばた 川端 １５８７～

智里 小野川 かわばた 川畑 １７７８～１７８５，１７８９～１８００

智里 小野川 かわばた 川端 １８５９～

浪合 恩田 かわばた 川畑 ２４５～２４８

清内路 かわはら 川原 １９１４，２０４４～２０４８

清内路 かわはらばた 川原畑 ２０２５～２０３１

伍和 栗矢 かわみなみ 川南 ６１３８～６１４０

浪合 治部坂 かわむかい 川向 １２０８ノ１～１２４１

浪合 宮本 かわむかい 川向 ４８８～

浪合 下半堀 かわむかい 川向 ９７２ホ～１６５３ホ

浪合 治部坂 かわむかいうえのだん 川向上ノ段 １２２０、１２４２～

伍和 河内 かわむかいくるまや 川向車屋 ４９８３～

伍和 河内
かわむかいくるまやう
え

川向車ヤ上 ４９８２～

伍和 河内 かわむこう 川向 ４６７５～４６８３，４９８２，４９８４～４９８８，５１９６

伍和 河内 かわむこう 川向 ５５９４～

智里 小野川 かわむこう 川向 ４１６３～

浪合 恩田 かわむこう 川向 １９３～１９９ロ２

浪合 新屋 かわむこう 川向 ３９１～１１４４

駒場 市沢 かわら 川原 １４９５，１５９０～１５９３，１６２４～１６２５

駒場 市沢 かわら 河原 １５１８～

駒場 日向畑 かわら 川原
６５８～６６０，６９７～７１２，７１６～７１７，７１９～７２
０，７２２，９３２，１０９０～１０９６

伍和 向関 かわら 河原 ２０８２～２０８６

伍和 向関 かわら 川原 ４０～４２

伍和 向関 かわら 川原 ４４６～

伍和 河内 かわら 川原 ４９６３～４９６４，４９７２～４９７４

智里 小野川 かわら 川原 １０９３～１０９６，１１２９

智里 大野 かわら 川原
４７５３，４９８６～４９８８，４９９１～４９９３，４９９５～４
９９６，５０００，５００５，５００７

浪合 蘭平 かわら 川原 １４～１８７

浪合 宮本 かわら 川原 ４９０ハ１～５１２ロ

浪合 上半堀 かわら 川原 ７４９～７９０ロ

浪合 下半堀 かわら 川原 ９６４～９６７ハ

浪合 宮本 かわらうらばた 川原裏畑 １６３７ノ１～１６４０

春日 上中関 かわらだ 川原田 １０３５～１０５３
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春日 中関 かわらだ 川原田 ２３１２ロ～ハ，２３１６～２３１９

駒場 曽山 かわらばた 川原畑 １９７９～１９８０

伍和 河内 かわらばた 河原畑 ４９５８～４９６２，４９６５～４９７１，４９７３

清内路 かわらばた 川原端 １７２３～１７２５，１７３６～１７３８

浪合 恩田 かわらばた 川原畑 ２４８ロ～３０８

浪合 新屋 かわらばた 川原畑 ３８６～

浪合 蘭平 かわらばた 川原畑 ５２～１９３

智里 小野川 かんこうはた 寒紅畑 ８６０～９０１

智里 小野川 かんこうばたがわら 寒紅畑川原 ９０２～９０５

智里 小野川 かんだ 蟹田 ８３０～８３３，８３８～８５９

伍和 向関 かんのん 観音 ９１３～９１４

春日 中関 かんのんうえ 観音上 ２７５４～２７５５

春日 中関 かんのんうしろ 観音後 ２７６５～２７７２

春日 中関 かんのんした 観音下 ２７５０，２７５２ノ１

伍和 向関 かんのんばた 観音畑 ３８７２～３８７６

春日 中関 かんのんまえ 観音前
２７０７～２７１４，２７１７～２７１８，２７２０～２７２３，２
７５３～２７７５

春日 中関 かんのんまえひらはた 観音前平畑 ２７１８～

春日 中関 かんばやし 上林 ２８５５～２８５６

駒場 上町下町 かんまち 上町

１１４０～１１４９，１１５２～１１５８，１１６０～１１６１，１
２２０～１２２１，１２３０～１２３３，１２４１～１２４２，１２
４５，１２４８，１２５１～１２５２，１２６０～１２６１，１２６
５～１２６８，１２７３～１２７４，１２７８～１２７９，１２８２
～１２８４，１２９３～１２９５，１２９７，１３０３，１３０７～
１３０８，１３１０，１３１３～１３１５

智里 大野 きあい 木合 ４６９３～

浪合 新屋 きし 岸 ３４４イ

智里 昼神 きじやばた キジヤバタ ４９３～

浪合 上半堀 きじやま 木地山 ６６０～８２１イ２

浪合 上半堀 きじやましたがわら 木地山下川原 ７８８～７８９

浪合 上半堀 きじやましただん 木地山下段 ７７２ロ２～７８２イ１

智里 小野川 きじやみち 木地屋道 ３７１１～３７２０

智里 小野川 きじやみちうえ 木地屋道上 ３５８２～

智里 小野川 きじやみちした 木地屋道下 ３７０８～

智里 中野 きたがいと 北垣外 ４３３１～４３３２

智里 大野 きたさわ 北沢
４４７５～４４７７，４５０３～４５０７，４５０９，４５１１，４５
２４，４５２８～４５２９，４５４４，４５４９，４９４５～４９４
６

智里 小野川 きたざわ 北沢 ２５２４～２５４７，２６０２，２６３０～２６８８

伍和 栗矢 きたたなざわ 北棚沢 ６４３７～６４４０

智里 小野川 きたのかいと 北ノ垣外 ７０３～７０４，７５８～７８２

春日 上中関 きたのさわ 北ノ沢 ２０７～２１０，２１５～２２７，２５０～２５２

伍和 栗矢 きたのさわ 北ノ沢
５９６５～６０１１，６０２０～６０２３，６０２６～６０３８，６
０４０～６０４８，６０５７～６０５９

伍和 向関 きたのさわ 北ノ沢 ９６８～９７４，９９７，１０３２～１０３５

春日 上中関 きたのはた 北ノ畑 ３８３～３８７

伍和 向関 きたのはら 北ノ原 ４００３～４００６，４００８～４０１３
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伍和 向関 きたばた 北畑 ８０２～８０７

智里 小野川 きたはら 北原 ７０１～７０２，７３３ノ１～７３６

伍和 栗矢 きたまえ 北前 ６１４８～６１５１

清内路 きたむら 北村 ９９～１０１，２９６～３０３

春日 上中関 きづち 木槌 １８７～１９１

春日 上中関 きづちほら 木槌洞 １３～６３，」２０１ロ２

伍和 備中原 きつねあな 狐穴 ２１７７～

春日 中関 きつねづか 狐塚
２５１２～２５１５，２５１７～２５１９，２５４８～２５５９，２
５６１～２５６５，２５６９～２５７１

春日 上中関 きつねぼら 狐洞 １９４～２０６

駒場 栄町 きつねぼら 狐洞 １００５～１００６

駒場 市ノ沢 きどぐち 木戸口 １４０１～

伍和 備中原 きどした 木戸下 ３２６８～３３１６

浪合 治部坂 きどそと 木戸外 １１２５ニ～１１２５ホ

駒場 関田 きどわき 木戸脇 ４４３～４４６，４９４，５００～５３２，５３６

駒場 木戸脇 きどわき 木戸脇 ７５１～７７２，７９８，８００～８０１，８０３

伍和 向関 きのした 木ノ下 １３４０～１３５０

智里 中野 きのした 木ノ下
４３０８ロ１，４３１１～４３１３，４３２９，４３４４，４３５０，
４３５４～４３５６，４３６２～４３６３，４６２９～４６３３，４
７００～４７０１，

伍和 向関 きのしたうしろ 木下後 １３３５～

春日 上中関 きはちやま 喜八山 ２６５～２６８

伍和 備中原 きょうづかばら 経塚原
２７６７，２７６９～２７７２，３４６５～３４６７，３４７２～３
４７５

伍和 向関 きょうづかばら 経塚原 ５３５～５７２

春日 中関 きょうでん 京田 ３１６３～３１６６，３１９８～３２０７，３３６９～３３７９

春日 中関 きょうでんばら 京田原 ３２８７～３３４３，３３６４～３３６７

駒場 木戸脇 きよさか？ 清坂 ７３３～７４９，２０７９　よさか

智里 小野川 きりがくぼ キリガクボ ３７０５～３７０７

智里 大野 きりかけ 切掛 ４８１６～４８１７

伍和 大鹿倉 きりがひかげ 桐ヶ日かげ ２５６０，２５６４～２５６７

伍和 河内 きりがほら 桐ヶ洞 ５２７３～５２７４

伍和 栗矢 きりくぼ 切久保 ６９５３～６９５４，６９５７～６９６９，７０４５～７０４７

伍和 河内 きりのきばら 桐ノ木原 ５５４３，５５４５～

伍和 河内
きりのきはらかわみな
み

桐ノ木原川南 ５５５１～５５６０

駒場 木戸脇 きりはた 切畑 ７９４，７９７イ

伍和 向関 きりばた 桐畑 ４０６８～

清内路 きりばた 切畑 ２９５４～２９６４

伍和 河内 きりもち 切餅 ５５８１～５５８３，５６０８～５６１０

駒場 曽山 きりやま 桐山 １６６３～

浪合 治部坂 きりやまぐち キリ山口 １１９２ハ

春日 中関
きんざえもんいえのま
え

金座衛門家
前

２６２７～

伍和 栗矢 くい 久居 ６１２５～

智里 大野 くさかりば 草苅場 ４４５１～４４６４，４４７１～４４７２，４４７８～４４７９
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清内路 くさなぎ クサナギ ２９６５，３０５６～３０６５

駒場 大橋 くしばた 櫛畑 １４８４～

駒場 木戸脇 くしばた 櫛畑 ８２４～８２５

伍和 向関 くずれいわ 崩岩 ６６５～６６６

伍和 大鹿倉 くずれじり 崩尻 ２２１０～２２１１

伍和 河内 くそねがだいら クゾ根ヶ平 ５０５６～５０６３

清内路 くだりかわら 下リ河原 ３９４～３９７

清内路 くだりかわら 下リ河原 ６４０～６４４

清内路 くだりざわ 下リ沢 11，３１～３８，３９２

浪合 下半堀 くだりさわ？ 下リ沢 ９６６ロ～９６６ハ

清内路 くだりむかい 下リ向 ２０６０～２０６９

智里 小野川 くつかけ 沓掛 １２５８～１２６９，１２７２～１２８０，１２８６

智里 大野 くつかけ クツカケ ４８１８～４８３２

清内路 ぐて グテ ２８４８～２８７６，２９５３

智里 昼神 くねそ 久根曽 ４５１～４５４

伍和 備中原 くねのうち くね之内 ３４１３～３４１７

伍和 向関 くぼ 久保 ４０８０～４０８１

伍和 栗矢 くぼ 久保
６２５０～６２５５，６２６６～６２６９，６２７４～６２７８，６
２８１～６２８２

伍和 栗矢 くぼじり 久保尻 ６０８９～６１００，６２８５，６２７０～６２９１

春日 中関 くぼた 久保田 ２０７４～

春日 中関 くぼた 久保田 ３１９４～３１９７

駒場 砂田 くぼた 久保田 ２２４～２２５，３９６～３９７，４２９

智里 昼神 くぼた 久保田 ２５～３５

伍和 大鹿倉 くぼのさか 窪ノ坂 ２３４３～２３４６

春日 中関 くぼはた 久保畑 １６７７～１６８２

伍和 河内 くぼばた 久保畑 ５５１９～５５２２

春日 中関 くぼみ 久保見 ３１７２～３１７４

伍和 向関 くぼみ 久保ミ １８７６～１８７７

伍和 栗矢 くぼみちした 久保道下 ６２７０～

清内路 くぼむかい 久保向 ２７３６～２７４２

智里 昼神 くぼやま 久ボ山 １７５～

智里 昼神 くましがさわ 熊四ヶ沢 ４９４～

駒場 栄町 くまぼら 熊洞 １００９～１０１０

駒場 上町 くみざわ 汲沢
１３０６，１３１６～１３２４，１３２６～１３４７，１３４９～１
３５７，１２９８～２２０１

春日 上中関 ぐみさわ 汲沢

春日 上中関 ぐみざわ 汲沢 １４５～１５４ノ１，１５８～１６０，１６５～１６８

伍和 向関 ぐみだ ぐみ田 ２９８，３０２～

春日 中関 くらかけ 鞍掛 ３１０９～

春日 中関 くらかけやま 鞍掛山 ３０３５，３０４０～３０４２，３１０８～３１１０

智里 小野川 くらがりさわ クラガリ沢 ３５８４～３５８８

清内路 くららやま クラヽ山 １０５９～１０６０，１０５９～１０６０

浪合 宮本 くりしろ 栗代 ５８４～６１７ノ１
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伍和 大鹿倉 くりのきだ クリノキ田 ２３５３～

駒場 市沢 くるまや 車屋
１５０８～１５１２，１５２２～１５２８，１６３１～１５３３，１
５３５～１５３９，１５４２～１５４３，１５４５，１５４７～１５
５１，１５５７～１５５８，１５６１～１５７９，１６３０

駒場 栄町 くるまや 車屋
９３３～９３５，１０５２～１０５３，１６１６～１６１７，１８３
２，１９８８，２００６～２００８

智里 駒（横川） くるみかしま クルミカシマ ２３５０～２３５１

清内路 くるみがしま クルミガ島 ５６０～５８０

清内路 くるみがしまやま クルミガ島山 ５８１～５８８

清内路 くろいわ クロイワ ３１１４～３１２２

浪合 治部坂 くろさわぐち クロサワ口 １１８６ロ～１１８６ハ１

駒場 曽山 くろばさわ 黒場沢
１６９９～１７０７，１９０３，１９１２～１９１５，１９１８，１９
２０，１９２２～１９２６，１９３３～１９３６

駒場 曽山 くろばひけのさわ 黒場日ケノ沢 １６９７～

伍和 向関 くわのきばた 桑木畑 １３０７，１３０９～

清内路 くわばたざわ 桑畑沢 １４２３～１４２７，１４８０～１５４０，１５４５～１５４７

浪合 下半堀 くわばたざわ 桑畑 ９７２ホ２

春日 中関 ぐんじめ 群〆 ２４８３～２４８４，２５０３

伍和 向関 げいぞうがいと？ 原蔵垣外 １３８３～　　げんぞうがいと

伍和 向関 げんがいと 源垣外 １２３２～１２４１

浪合 新屋 げんきちもとやしき 源吉元屋敷 ３４７～３４８

伍和 栗矢 げんきゅうやしき 源久屋敷 ６２２２～６２２６

伍和 向関 げんごえもんうえ 源五右ヱ門上 ４０１９イ，４０２０，４０２３～４０２６

伍和 大鹿倉 げんし 源四
２５９５～２５９６，２６０１～２６０４，２６０７～２６１１，２
６１４～２６３０，２６３３

智里 小野川 げんじがいと 源氏垣外
１００７～１００８，１０１７～１０２２，１６６８～１６７２，１
６７４～１６７５，１６７７

智里 小野川 げんじがいとうら 源氏垣外裏 １６７８～

伍和 河内 げんしざか 源四坂 ４８７１～４８８９

駒場 市ノ沢 げんしょうだいら 源正平 １４５５～１４６９

駒場 曽山 げんしょうぼら 源正洞 ２２１０～２２１１

智里 中野 げんじろうとうげ 源治郎峠 ４３１８～４３２２

伍和 河内 げんしろうはた 源四郎畑
５７３６～５７４２，５７４５～５７５２，５７５５～５７５６，５
７５９～５７６８

伍和 河内
げんしろうはたかわみ
なみ

源四郎畑川
南

５７５７～５７５８

伍和 河内 げんとくじ 源徳寺 ５２９８～

伍和 栗矢 げんとくじ 源徳寺 ７０８３～７０９９

智里 小野川 けんぼなしぼら ケンボナシ洞 ３７２１～

駒場 曽山 こうしょうぼら 光照洞 ２１９４～２１９５

智里 小野川 こうしんざか 庚申坂 １２８１，３０９６，３１０７～

伍和 河内 こうじんどう 荒神堂 ４５０９～４５２２

浪合 新屋 こうしんのき 庚申軒 ３５０～

浪合 恩田 こうしんばら 庚申原 １０２～２０３

伍和 栗矢 こうないやしき 幸内屋敷 ６４５２～

智里 小野川 ごうら 郷良 １５７３～１５８１，３０１８，３０４０

春日 上中関 ごえもんだ 五右ヱ門田 １３１０～１３１７
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春日 中関 こがきぼら 小柿洞 ２１０２～２１０４，２１０６，２１２１～２１２４

伍和 河内 こかりやま 古カリ山 ５２７９～

浪合 下半堀 ごくらくとうげ 極楽峠 ９８８イ１８～９８８ワ

浪合 下半堀 ごくらくやま 極楽山 ９８５イ４

春日 中関 こさいだ 小才田 ２３６２～２３６４

浪合 下半堀 こし 腰 ９９０～

清内路 こしば 小芝 ４８１～４８２

清内路 こしばやま 小芝山 480～

春日 上中関 こじま 小島 ７２１～７５２

春日 中関 こしまえ 腰前 ２３２０～２３２２，２３４３～２３４７，３２１６～３２１８

伍和 備中原 ごじゅうめ 五十目 ２７８１～２７８４，２８１０～２８２９，２８３３～２８３６

駒場 市沢 こぜ 小瀬 １５０２～１５０７，１５４４

駒場 市沢 こぜみつけ 小瀬見付 １５４０～１５４１

春日 中関 こだ 小田 ２３２３～２３３６

春日 中関 ごたんだ 五反田 ２８２７～２８３０

駒場 関田 ごたんだ 五反田
２４５～２９７，３００，３０４，３０８，３４５～３４８，３５１
～３５２，３５６～３６５

春日 中関 ごたんださわ 五反田沢 ２０３９～

伍和 向関 ごたんだじり 五反田尻 ５１４～５２４，６２４～６２８

清内路 こつがいと 骨垣外 ２１２０～

駒場 砂田 こつつみ 小堤 ６３～６８，１０４～１３１，１５６，２０６４～２０７２

智里 昼神 ごとだ 五斗田 ３９３～３９４

伍和 向関 こはえだ コハエ田 ３０３～

伍和 向関 ごはえだ ゴハヘ田 ３０１～

春日 中関 こはぎばら 小萩原 ２１１９～２１２０

清内路 こばしがさわやま 小橋ヶ沢山 １３３４～１３３６

清内路 こばた 小畑 ４７４～４７８

智里 小野川 こばた 小畑 ２５０２，２５０４～

清内路 こばたのたいら 小畑平 ４７９～４８０

伍和 栗矢 こばやしき 小バヤシキ ６１５２～

春日 中関 ごひゃくめ 五百目 １９６８～１９７０

春日 中関 ごひゃくめ 五百目 ２４１２～

伍和 栗矢 こへいがだいら 小平ヶ平 ６７２２～６７２９

伍和 栗矢 ごぼうばた 午房畑 ７０６１～７０６７，７０６９

伍和 栗矢 ごぼうばたかわむかい 午房畑川向 ７１２９～７１３０

春日 上中関 こぼら 小洞 ３２２～３２７，３３２～３３７

春日 上中関 こぼら 小洞 ８９～１０１，３２２～３２７，３３２，３３７，３４７ノ２

伍和 向関 こぼれいわ コホレ岩 ６６７～６７０

伍和 向関 こまるやま 小丸山 ４２４４，４２５０～４２５２

春日 上中関 ごみした 五味下 ７６６～７７６，７８３～７８７

伍和 河内 こめやま 米山 ４７６７～４７７２，４８１４

伍和 向関 こやま 小山
１８１～１９３，１９５～２００，２０６，２４２～２４６，２４
９，２５０～２５４

智里 小野川 こやま 小山 ２６０８～２６２５
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伍和 向関 こやまいり 小山入 ２００～２４１

伍和 向関
こやまはちまんしゅび
きそと

小山八幡朱
引外

１９４～

伍和 河内 ごりょう 五良 ５０９４～５０９８，５１１０～５１１１，５１４０

伍和 河内 ごりょうした 五良下 ５１３３～５１３９，５２３０

伍和 河内 ごりょうだいら 五良平 ５１０８～５１０９，５１４４～５１４５

伍和 河内
ごりょうだいらみちうえ
のたいら

五良平道上ノ
平

５１０７～

伍和 河内 ごりょうにし 五良西 ５１１２～

伍和 河内 ごりょうひなた 五良日向 ５１４０～

伍和 河内 ごりょうみちくだり 五良道下リ ５１１５～５１２３

浪合 下半堀 ごろくざわ 五六沢 １６１０～１６５９ノ２

伍和 向関 ごんげん 権現 ３３２～３５５，１２７１～１２７３

春日 中関 ごんげんやま 権現山 ２１０８～

駒場 曽山 ごんげんやま 権現山 ２２４０～２２４２

春日 中関
ごんげんやまふるいし
た

権現山古井
下

２１０９～

伍和 栗矢 ごんじやしき 権次屋敷 ７２９８～７３０９

伍和 向関 さいのかみ 妻ノ神 １００１～１０３１

伍和 河内 さいのかみ 妻ノ神 ４４９５～

伍和 河内 さいのかみ 幸ノ神 ４４９６～４５０４

伍和 河内 さいのかみ 幸ノ神
５６４４～５６６３，５６６５～５６７０，５６７４～５６９０，５
６９８～５７００，５７０３

清内路 さいのかみ 才ノ神 ２２２４～２２２９

清内路 さいのかみむかい サイノカミ向 ２２１０～２２１９

春日 中関 さいろく 才六 １９５１～１９６７

駒場 下町 さか 坂 １１７５～１１８１，１１８７～１１９１，１１９６～１２００

浪合 新屋 さか 坂 ３７５イ～３７７ノイ

春日 上中関 さかいだ 境田 ３７３～３７５

伍和 向関 さかがしら 坂頭 １８２２～１８２３

智里 大野 さかぐち 坂口 ５０４６～５０４８

伍和 向関 さかさぎ 坂佐木 １５２６，１７１８～

春日 上中関 さかした 坂下 １５７～１６０

智里 小野川 さかした 坂下 １００９～１０１６，１６７３

浪合 新屋 さかした 坂下 ３１８ロ～３４４

智里 小野川 さかしり サカシリ ３４１０，３４４３～３４４４

伍和 向関 さかじり 坂尻 ３０９～３１２

伍和 備中原 さかじり 坂尻 ３４６８～３４７１，３４７６～３４８０

智里 昼神 さかのした 坂ノ下 ２６２～

浪合 恩田 さかのした 坂ノ下 ２６０～２７０イ、２１７ニ

伍和 栗矢 さがり サガリ ６０５１～

智里 大野 さがり 下リ
４９１８，４９２０，４９２２，４９２６，４９２８，５００８～５０
１２

智里 小野川 さがり サガリ ９４０～

春日 上中関 さがり（したい） 下リ（下イ） ４４４～４４５
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春日 上中関 さがりまつ 下リ松 １２１～１４２

駒場 栄町 さくがはた 作ヶ畑 １０２１～

清内路 さくのたいらやま 佐久ノ平山 ９９９～１００４

春日 上中関 さくのやま 作ノ山 ３１５～３２１

清内路 さくら 桜 ６８９～７４４イ，７４７～７５３

清内路 さくらうえのたいら 桜上ノ平 ７４５イ２～７４６

清内路 さくらだいら 桜平 ７４４ロ～７４５イ－１

智里 大野 さくらだいら 桜平 ５０４９～５０５７

駒場 砂田 さくらはら 桜原 ４８～４９，５２～５８，６１，６９～１０３，１３３

駒場 砂田 さくらはらさかぐち 桜原坂口 １３４～

浪合 中下 さくらぼら 櫻洞 １２７３ハ～１３７３ニ

伍和 河内 ざくろがいと 椏垣外 ５１４７～５１４８

伍和 河内 ざくろがいとみちした 椏垣外道下 ５１４９～５１５８

智里 昼神 ささくぼ 笹久保 ２，４５，５２～

智里 駒（横川） ささのたいら 笹ノ平 ２３２０～

伍和 栗矢 ささはら 笹原 ７１５８～７１６４，７４４４～７４５０

伍和 栗矢 ささはらとうげ 笹原峠 ７４５１～

清内路 ささめき サヽメキ ４５３～４７３

伍和 河内 ささらくぼ サヽラ久保 ５０２８～５０３２

清内路 ささらやま サヽラ山 １０９２，１０９５～

智里 小野川 さぶこや サブコヤ ３５９９，３６９０～３７０２

伍和 向関 さらだ 皿田 ７０１～７０４，１２００～１２３０

伍和 河内 さらだあげみ 皿田上見 ４４６３～４４６７

伍和 河内 さらだみちうえ 皿田道上 ４５２９～４５４６

伍和 河内
さらだみちしたなかど
おり

皿田道下中
通

４４５９～４４６２

春日 上中関 さわ 澤 ８２１～８４５，１５６９～１５７４

伍和 備中原 さわ 沢 ３６４５～３６８４

伍和 栗矢 さわ 沢
６６３５～６６３７，６６３９～６６４３，６６６１～６６６２，６
６９９～６７０９，６７３０～６７３８，６７４４～６７４５，６７
５４～６７６４

伍和 栗矢 さわいむかい 沢井向 ６６３８～

智里 大野 さわなか 沢中 ５０１５～５０１６

智里 昼神 さわのかいと 沢ノ垣外 ２５８～２５９

伍和 向関 さわもちば 沢モチ場 ４２３３～４２３４

浪合 新屋 さわらぎざか 椹木坂 ２７０ロ～３１５ロ

伍和 向関 さわらばやし サワラ林 １２９５～１２９７

浪合 蘭平 さんがいみね 三階峯 ５１～１６３

浪合 下半堀 さんごろうばた 三五郎畑 ９７０～

伍和 河内 さんずいさか？ 三ずい坂？ ５５９０～　　ず，ば，だ？

伍和 河内 さんすけやま 三助山 ４２５８～４２６０

春日 上中関 さんたんだ 三段田 １０２～１２０

春日 上中関 さんたんだ 三反田 １８１～１８６

駒場 関田 さんたんだ 三反田 ４２７～４２８
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智里 昼神 さんたんだ 三反田 ３８３～３８４

浪合 治部坂 さんのまた 三ノ又 １６４７ヘ～１６４７ト

浪合 治部坂 さんのまたかわむかい三ノ又川向 １６４７チ～１６４７ス

伍和 向関 さんびゃくばた 三百畑 ６２９～６３０，６３３～６４７

春日 上中関 さんぼんぎ 三本木 ２６３～２６４

駒場 曽山 さんぼんぎ 三本木
１６０７～１６０９，１６４８～１６５０，１６５４，１６５８～１
６６０，１６６２，１６７５～１６７６，１６７８～１６９２，１７０
８～１７４１

春日 中関 さんまいばた 三枚畑 ３１２１～３１２２

智里 大野 しかぐち 鹿口 ４６６３～４６６４

智里 小野川 じきしちかりやま 直七カリ山 ４１５４～４１５９

春日 中関 しけお 繁行 ２３６９～２３８３，２７６４，１７７９～２７９３

智里 駒（横川） しけんごや 四軒小屋 ２３２９～２３３１

浪合 恩田 しけんだいら 四軒平 １６８～２３４

駒場 栄町 ししろぼら 代洞 １０２６～１０２７

伍和 河内 じぞうがいと 地蔵垣外 ４５６２～４５６４，４５６６，４５６８

浪合 治部坂 したがわら 下川原 １０５６～１０６６

春日 中関 したぬま 下沼 ２７９８～２８０５

浪合 恩田 したのき 下軒 １８４ロ

浪合 上町 したのだん 下ノ段 １０５１～

浪合 上半堀 したのだん 下段 ７８３～７９０

浪合 上半堀 したばた 下畑 ８４０ロ

伍和 河内 したはら 下タ原 ５３８７～５４４２

駒場 下町 したまち 下町 １１６２～１１７４，１２０７～１２１３，１２１８～１２１９

駒場 関田 しだればし シダレバシ ２４１～

伍和 栗矢 しちえもんむくり
七右ヱ門ムク
リ

７３１０～７３３２

春日 上中関 しちほんまつ 七本松 ３７０～

伍和 栗矢 しでばやし シデ林 ６０６１，６０６５～６０６６

駒場 曽山 しぬしかやま 猪鹿山 ２１１３～２１２２，２１２６～２１２９

浪合 新屋 しのびさわ 忍沢 １５６９～１５７５

浪合 上半堀 しのびさわ 忍沢 ７９１～８３７ニ

浪合 上半堀 しのびさわぐち 忍沢口 ８０１ノ１～８０１ノ４

伍和 河内 しばとりや 芝鳥ヤ ５４７８～５４８１

伍和 河内 しばとりや 芝鳥屋 ５６４１～

浪合 新屋 しばはら 芝原 ４０３～

浪合 上半堀 しばはら 芝原 ７７５～

浪合 恩田 しばら シバラ ６～３５

浪合 治部坂 じぶざか 治部坂 １１４５～１１９７ロ

浪合 治部坂 じぶざかかわむかい 治部坂川向 １１８８ノ１～１２８６ノ２ニ

浪合 治部坂 じぶざかとうげ 治部坂峠 １１７５ハ～１１７５ホ

駒場 関田 しまがいと 島垣外

５３８，８６５～８７１，８８０～８８３，８８５～９２５，９２９
～９３１，１０４５～１０４９，１０５５～１０８０，１０６１～１
０６２，１０８４～１０８９，１０９７～１１００，１１０５，１１０
８，１１１９～１１２０，１１２２～１１２３
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智里 小野川 しまがいと 嶋垣外 ３０９２～３０９３

浪合 宮本 しまがいと 島垣外 ４６２～４８７

伍和 栗矢 しまはた 島畑 ６８２２～６８３０，６８３３～６８３４

春日 上中関 しみず 清水 ７８８～８１０

伍和 備中原 しみず 清水 ２９１６～２９２６，２９２９イ１，２９３０～２９３４，２９４２

清内路 しみず 志水 ３５８～３６４，３６７，３９１

伍和 河内 しみずがひら 清水ヶ平 ５５２５～５５３１

伍和 向関 しみずだ 清水田 ２６３～２６５，２９９～３００

春日 中関 しみずだいら 清水平 ２５３５～２５４７，２６１５～２６２４

智里 中野 しみずたり 清水タリ ４２９４～４２９７，４３１４～４３１７

清内路 しみずばた 志水畑 ３６８～３８８

伍和 河内 しも 下モ ４５７８～

伍和 河内 しもあいざわ 下相沢 ４５０５～４５０８

伍和 向関 しもいけ 下池 ４２２８～４２３０

春日 中関 しもがいと 下垣外 ２５５０，２５６６～２５６８，２５７２～２６１４，３１５９

春日 上中関 しもがいと 下垣外 ５１２ロ～５２９，５５５～５７４，５８２～６１６

伍和 向関 しもがいと 下垣外
２０６３～２０６７，４１３７，４１４２～４１５４，４１６１～４
１６９，４２１１

伍和 河内 しもがいと 下垣外 ４５９５～

智里 大野 しもがいと 下垣外 ４８９４～４８９９，４９０７～４９１０

伍和 河内 しもがいとかわら 下垣外川原 ４６３０ロ

伍和 河内
しもがいとたかごしか
わら

下垣外高越
川原

４６３０イ

伍和 河内 しもかわち 下河内 ４２６１～４２６４，４２８２～４３２２

智里 小野川 しもかわら 下川原 ８５７，９０６～９０９

駒場 日向畑 しもがわら 下川原 ６５６～６５８ロ，７２７～７３２

伍和 河内 しもがわら 下河原 ４２６３イ３

伍和 向関 しもがわら 下川原 ４７２，４７４～４９６，５００～５１２

智里 中野 しもきりやま 下切山 ４２６２～４２６６，５１５８～５１６４

智里 昼神 しもさいはん 下サイハン ３９８～４０１

清内路 しもじま 下島 ７５５～７６７

浪合 蘭平 しもじま 下島 １１６～１１８

智里 昼神 しもしょうぶだ 下勝負田 ８８～９１

駒場 栄町 しもじょうろくばら 下丈六原 ９５５～９７９

智里 小野川
しもぜがはらうえのた
いら

下瀬ヶ原上ノ
平

３６２９，３６５５～

智里 小野川
しもぜがはらしものか
わら

下瀬ヶ原下ノ
川原

３７３７～３７３８

智里 小野川 しもぜがわら 下瀬川原 ３４４５～３５１２

伍和 河内 しもだ 下モ田 ５２３０～５２５７

春日 中関 しもだいら 下平 ２５２４～２５３４

伍和 備中原 しもだいら 下平
３７０１～３７１０，３７１２，３７１６～３７１８，３７３３～３
７４２，４０６２～４０６７

智里 小野川 しもだいら 下平 １１４８～１１７６

伍和 河内 しもだどうまえ 下モ田堂前 ５２３０イ
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智里 駒（横川） しもちようし 下チヨウシ ２３４８～２３４９

伍和 備中原 しもで 下出
３０９４～３１０６，３３１７，３３１９～３３２０，３３２２～７
３３２３

伍和 備中原 しもで 下手 ３３１８，３３２１～

伍和 河内 しもてらお 下寺尾 ５２９９～５３１３，５３１７～５３２９

伍和 栗矢 しもてらお 下寺尾 ７０６８，７０７１～７０８２

智里 昼神 しもてらさわ 下寺沢 ２８７～２９４，２９９～３０６，７５１～７５４

智里 昼神 しもどわい 下ドワイ ３０７～３０８

伍和 河内 しもなかざわ 下モ中沢 ５６１２ロ１～５６２２

伍和 大鹿倉 しもにし 下西 ２２０４～２２０６

春日 中関 しもぬま 下沼 １８６３～１８６６

伍和 備中原 しもぬま 下沼 ３０３０～３０４７

伍和 栗矢 しものしば 下ノ芝
７１６８～７１７３，７２８８～７２９７，７４１６～７４１９，７
４２１，７４２３，７４２５～７４２７，７４３０，７４４１～７４４
２

伍和 栗矢 しものしばひがしね 下ノ芝東根 ７４４３～

伍和 向関 しものたいら 下ノ平 ２６９～２７０，２８９～２９０

智里 小野川 しものたいら 下ノ平 １２８２～１２８３

智里 小野川 しものたいら 下ノ平 ３７６３～３７６７

智里 小野川 しものはら 下ノ原 ６０９～６９６

智里 小野川 しもばば 下馬場 ２７９９～

春日 中関 しもはら 下原 １６７１～１６７４，１６８３～１６８７，１７１０～１７３３

春日 中関 しもはら 下原
２８８３～２８８４，２９２０，２９３１～２９３２，２９３８～２
９３９，２９４３～２９４６，２９５４～２９５８，２９６５，２９７
３～２９８３，２９８７～２９９０，２９９４～２９９５

伍和 河内 しもはら 下モ原 ５５７２～５５７９

伍和 栗矢 しもはらだ 下原田 ６３０５～６３０８

浪合 中下 しもまち 下満知 ９９７ノ１～９９７ノ２

浪合 中下 しもまち 下町 ９９７ロ

春日 中関 しもや 下家 ２６５２～

伍和 向関 しもやしき 下屋敷 ７６５～７７１，７７４

春日 中関 しもゆかわざわ 下湯川沢 ３０５８～

伍和 向関 しゃぐじ 社宮地 ９５８～

伍和 栗矢 しゃくしだ 杓子田 ６１３０～

浪合 恩田 じゃだし 蛇出シ ２００ホ～２１１

浪合 治部坂 じゃとうげやま 蛇峠山 １１９２イ１～１１９６イ１

清内路 じゃぬけ ジャヌケ ３０００～３００９

春日 中関 じゃばみ 蛇遣 ２０９６～２０９９　　　（へびつかい）

春日 上中関 じゃばみ ジャバミ ２２８～２４４

春日 上中関 じゅうおうざか 十王坂 １６１～１６２

伍和 向関 じゅうおうどう 十王堂 ３８３３～３８４５

清内路 じゅんれいだいら 順礼平 ２７５４～２７６７，２８０５～２８１８

清内路
じゅんれいだいらかわ
ばた

順礼平川端 ２７６８～２７７０

智里 小野川 じょうがこし 城ヶ越 ５３８～５５０

智里 小野川 しょうがはら 庄ヶ原 ６９７～７００，７０５～７３３，８５８
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浪合 下半堀 しょうくろうばた 庄九郎畑 ９５８～９７０ロ

伍和 向関 しょうげばた 庄毛畑 ４２１２～

伍和 栗矢 しょうせんづか 松泉塚 ６５７２～

智里 小野川 じょうねんじ 浄念寺 ７８３～７９６

伍和 向関 しょうぶいり 勝負入 １０９～１１７，１１９～１２１

伍和 栗矢 しょうぶがだいら 菖蒲ヶ平 ６７１３～６７２１

伍和 河内 しょうぶだ 勝負田 ４３６７～４３７２

伍和 向関 しょうぶだいら 勝負平 ７７，８８ロ，９０～９１

智里 小野川 しょうぶだいら 菖蒲平 ３１７７～３２０５，３５１３～３５４０

駒場 栄町 じょうやま 城山 １０４４～

駒場 栄町 じょうろくばら 丈六原
９２６～９２９，９３６～９５４，９８０～９８２，１０５０～１０
５１

伍和 向関 じょうろくばら 城六原 ２８～２９，４３～５８

智里 大野 しょざわだいら 初沢平 ４５９７～

駒場 曽山 しらかんば 白カンバ
１６５７，１７４２～１７４８，１７５３，１７５７～１７５８，１９
８９～１９９２

春日 上中関 しらやま 白山 １５００～１５１８，１５６０～１５６８

伍和 栗矢 しりくいざか 尻喰坂 ７３５７～７３６０

伍和 栗矢 しろうはちだ 四郎八田 ６２１０～６２１２

駒場 下町栄町 しろざか 城坂 ５５７～５６９，５７４

伍和 栗矢 しろはた 城畑 ６３２６～６３３８

智里 小野川 しろわらび 白蕨 １５８２～１５９２

浪合 下半堀 じんがばた 陣ヶ畑 ９４３ノ４～１６０４ハ１

浪合 蘭平 しんきり シンキリ ５３～

春日 中関
じんさえもんいえのう
え

甚左衛門家
上

２４３１～

春日 中関
じんざえもんいえやし
き

甚左衛門家
屋敷

２８８６～

智里 小野川 しんしちしものたいら 新七下ノ平 ４２４１～４２４４

伍和 栗矢 しんぞがいと 新造垣外 ６７５４～６７７３，６７９８～６８００

駒場 曽山 しんでん 新田 １６６１，１６６５ノ１

駒場 曽山 しんでんやま 新田山 １６６４～１６６５イ，１６６６

伍和 河内 しんでんやま 新田山 ４９８０ロ～４９８１，５０３１～５０５０，５０７１～５０７３

浪合 新屋 しんどう 新道 ３８１ノ１

智里 小野川 じんどうがわら 陳洞川原 １６３７～１６４０，１６４５ノ１

智里 小野川 じんどうばた 陳洞畑 １６４１～１６４５イ，１６４６～１６５１

伍和 栗矢 しんばた 新畑 ６１０５～６１１２

駒場 曽山 しんべえひかげ 新平衛日影 ２２２５～

智里 昼神 しんみち 新道 ４９１～

智里 昼神 しんめいぐち 神明口 ４２０～

智里 昼神 しんめいまえ 神明前 ４１７～４１９

浪合 新屋 しんや 新屋 ３４１ロ～３８８

浪合 上半堀 しんや 新屋 ７５６～７５８ロ

春日 上中関 じんやしき 陣屋敷 ５１１ノ３

春日 上中関 じんやばた 陣屋畑 ５１１ノ１
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伍和 河内 すいじんどう 水神堂 ４６２４～

伍和 河内
すいじんどうよりたい
ざまで

水神堂よりた
い座迄

５５８７～

智里 小野川 すぎがほら 杉ヶ洞 ５６８～５６９，１８５３～１８５４

清内路 すぎなさわ 杦名沢 １３６１～１３７５

浪合 新屋 すぎなざわ 杉菜沢 ４２３～４４７

智里 駒（横川） すぎのき 杉ノ木 ２３３９～２３４１

智里 小野川 すぎのきだいら 杉ノ木平 ３５６５～３５７８

伍和 向関 すけいちやま 助市山 ４２４８～

伍和 栗矢 すげのくぼ 菅ノ久保 ６７９６～６７９７

駒場 曽山 すげのさわ スゲノ沢 ２１３４～２１４１

伍和 栗矢 すげひろ 菅廣 ６２１３～６２１５，６２１７，６２１９，６２２１

伍和 栗矢 すげひろじり 菅廣尻 ６１６５～６１６８

伍和 栗矢 すげひろどおり 菅廣通り ６１５７～６１６１

伍和 栗矢 すげひろはた 菅廣畑 ６１８０～６１８８

浪合 下半堀 すだれ スダレ ９７０ノ１～１６１２ロ

駒場 関田 すなだ 砂田 ２３６，２３８～２４０，４２３

伍和 向関 すなだ 砂田
１８５８～１８６７，１８８０～１８８３，１８９２～１９０５，１
９１０～１９１２イ，１９１３～１９１４，２０２４～２０２７，２
０２４～２０２７，２０４０～２０５６

伍和 栗矢 すなだ 砂田 ６３６１～６３６４

智里 昼神 すなだ 砂田 ４３７～４３９

智里 昼神 すなどめ 砂留 １４４～１４８

伍和 河内 すなば 砂場 ５１９６，５２７５，５２７８～

駒場 曽山 すなはた スナ畑 １９９４～

駒場 下町上町 すなはた 砂畑 ８５０～

伍和 向関 すまがいと スマ垣外 ７４３～７４６

智里 小野川 すみはた 住畑 ７４２～７４９，８３４～８３７

清内路 すやま ス山 ２～６

浪合 恩田 せいえもんうら 清右エ門裏 １９７～

清内路 せいごぼら 清五洞 ９３３～９４０

伍和 大鹿倉 せいじがいと 清治垣外 ２４０７～２４０９

智里 大野 せいじゅうろうばた 清十郎畑 ４６５１～

伍和 栗矢 せいぞうだ 清蔵田 ６３４１～６３４５

浪合 治部坂 せいはちかわぐち？ 清八川口 １１９２ロ

春日 中関 せだれやま 瀬垂山 ３０２５～３０２６

智里 大野 せと 瀬戸 ４４４５～４４４６，４９７１～４９７４，４９７８

浪合 下半堀 せど 瀬戸 ９８２～１６５５ノ３

伍和 向関 せとやま 瀬戸山 １６８０～

伍和 向関 せどやま セド山 ２０８７～２１０５

伍和 栗矢 せばみ セバミ ７５３０～７５３５

伍和 向関 せらた セ良田 １２４８～１２５１

春日 中関 ぜり ゼリ １７９４～１８００，１８０２～１８０９，１８２８～１８３１

伍和 向関 せりた セリ田 １２４７～
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清内路 ぜんがみだいら 銭神平 １３４５～１３６０，１４０３～１４１５

浪合 新屋 ぜんしばた 善四畑 ３０９～３１３

伍和 向関 ぜんしろうやしき 善四郎屋鋪 １４６５～１４６８

駒場 木戸脇 せんだつ 千ダツ ７８１～７８４

伍和 向関 そうしゅうだ 宗周田 ７８１～７８３

伍和 栗矢 そだやま ソダ山 ７３６５～

駒場 下町上町 そとうで ソトウデ １３０２，１３０９～

智里 中野 そとかいと 外垣外 ４２７２～４２７３

駒場 木戸脇 そとがいと 外垣外 ７７７～７８０，７９９，８０４～８０６，８１４，８２１～８２３

春日 中関 そとだ 外田 ３２５３～３２６６，３３７３，３３８０～３３８３

駒場 砂田 そとだ 外田 ２～５

伍和 河内 そとたなか 外田中 ４４３５～４４５８

駒場 下町 そとちうで 外チフデ １３０９イ１

伍和 河内 そとでぼら 外出洞 ４７７３～４７７７

春日 中関 そとはら 外原 ２８７０～２８７２

伍和 向関 そね そね ４１５５～４１５９

伍和 河内 そねだ ソネ田 ５５１１～５５１３，５５１６ノ２，５５１７ノ２

伍和 河内 そねばた ソネ畑 ５５１４，５５１６ノ１，５５１７ノ１，５５１８

伍和 向関 そへいばた 曽平畑 ３８８０，３８８３，３８８６～３８９５

駒場 曽山 そやま 曽山

１７７２～１７７７，１８２７～１８３１，１８３５～１８９８，１
９０６～１９０７，１９１４～１９１５，１９１７，１９２１，１９２
７～１９３２，１９３７～１９５３，１９５８～１９５９，１９６１
～１９６２，１９６６，１９７３～１９７４

智里 昼神 そやまだ 曽山田 ４３３～４３６

春日 中関 だいくめん 大工免 １８７３～１８９１

浪合 上半堀 だいこんざわ 大根沢 ８１０イ１～９０３ロ

浪合 恩田 だいこんばた 大根畑 ５８ホ～ト

伍和 向関 たいざ 多井座 ４１５～

伍和 向関 たいざ タイザ ４１６～４１８

伍和 河内 たいざわ タイ沢 ４６３４～４６３５

智里 小野川 たいざわ 鯛沢 ９２１～９３４

伍和 向関 たいぼ たいぼ ８３８～８７３

伍和 栗矢 だいみょうじん 大明神 ７５１３，７５２６～７５２９，７６１３～７６５３

智里 小野川
だいみょうじんしもだ
いら

大明神下平 ４０９１～４１０８ノ１

智里 小野川 だいみょうじんだいら 大明神平 ４１０９～４１４９

清内路 だいもちやま 台持山 １０４０～１０４１

智里 小野川 だいもん 大門 ２３５４～２３６４，２３８１～２３８５

伍和 河内 たいら 平 ４７７８～４７９２，５１６２～５１８２，５２５８～５２６０

智里 昼神 たいら 平 ８４～

清内路 たいらばたけ 平ラ畑 ２０１９～２０２３

春日 上中関 たいらばやし 平林 １２０１～１２３８

智里 小野川 たいらばやし 平林 ５９６～６０２

春日 中関 だいろく 大六
２２２２～２２２４，２２４１～２２４５，２２４７，３３８４～３
３９３
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駒場 砂田 だいろく 大六 ７～３３，３９～４７，５０～５２，２００９～２０６３

春日 中関 だいろくいなば 大六稲葉 ２２４６～

駒場 砂田 だいろくだいらはた 大六平畑 ５９～６０

春日 中関 だいろくみちした 大六道下 ２１６９～２１７０

春日 中関 だいろくみちした 大六道下 ２１７２～２１７３

春日 中関 だいろくよこみちうえ 大六横道上 ２１７１～

智里 大野 たかがいと 高垣外 ４６５０～

智里 昼神 たかぎ 高木 ３４７～３６１

伍和 向関 たかごし 高越 １１３５～１１９３

伍和 河内 たかごし 高越 ４５５７～４５６１，４６３３，４６５０

伍和 河内 たかこしがわら 高越川原 ４６３１～４６３２

智里 昼神 たかだだいら 高田平 １９０～１９１，１９４

智里 小野川 たかねざか 高根坂 １９４８～

浪合 恩田 たかはし 高橋 １１８ハ４

智里 小野川 たきがいり 瀧ヶ入 ２０８１～２０８２，２４２９～２０８０，２０８３～２１３４

智里 小野川 たきした タキシタ ３７２８～

浪合 新屋 たきした 滝下 １５６９～１５７５ロ

伍和 栗矢 たきのうえ 滝ノ上 ６０２４～６０２５

清内路 たきのさわ タキノ沢 ２８１９～２８３７，２８４０～２８４７，２８７７～２９５１

清内路 たきのさわうえのだん タキノ沢上ノ段２８３８～２８３９

伍和 栗矢 たきのわき 瀧ノ脇 ７５３９～７５４２

伍和 向関 たきば たきば ２００８～２０２２

伍和 向関 たきば 瀧場 ３１５～

伍和 河内 たきば 瀧場 ４５５４～４５５７，４６４６

伍和 河内 たきば タキバ ４６４８～４６４９

智里 小野川 たきば 瀧場 ２５０８～

伍和 向関 たきばら 瀧原 １３８０，１４８４～１４９２

智里 大野 たくちぞい 宅地添
４６４２～４６４３，４９００，４９０２，４９１７，４９１９，４９
２１，４９２３～４９２５，４９３０～４９３４

駒場 木戸脇 たくろ 田クロ ８１５～８１６，８８４

伍和 栗矢 たけうえただいら 竹植タ平 ７３８７～７３９１

伍和 栗矢 たけおか 竹岡 ６１０１～６１０４

智里 昼神 たけがはな 竹ガ花 １４０～１４１

智里 大野 たけがはな 竹ヶ花 ４６３５～４６３６，４６４０

伍和 向関 たけこし 竹腰 ２７３～２７８

春日 中関 たけごし 竹腰 ３１９２，３２１４，３２１８～３２２６

伍和 栗矢 たけごし 竹腰 ５９５１～５９５４

智里 中野 たけのこし 竹ノ腰 ４３５７，４３７８，４３６１～

伍和 向関 たけのした 竹ノ下 ６４８～６６０，６７１～６８０

伍和 向関 たじり 田尻 ４０５３，４１７６～

伍和 河内 たじり 田尻 ５６３５～５６３９

伍和 栗矢 たじり 田尻 ６１６２～６１６４

伍和 栗矢 たじり 田尻 ７４７２～７４７９

伍和 栗矢 たしろ 田代 ６９２２～６９３６，６９３９
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智里 昼神 たしろ 田代 ２４８～２５０

伍和 栗矢 たしろかわむかい 田代川向 ７１４２～７１４３

伍和 向関 ただまちばり タヾマチ張 １７９７～１８０２

春日 中関 たちうば 立宇場 ２７５７～２７５８

伍和 向関 たちなら たちなら ３０４～

駒場 下町上町 たついば タツ井バ ８４４～

伍和 河内 たつば 龍場 ４５５２～４５５３

伍和 栗矢 たつまば タツマ場 ６７７４～６７７７

春日 上中関 たてちょう 竪町 ３７７～３７９

春日 上中関 たてちょう 立町 ４０１～４１８，４２３～４３０

春日 上中関 たてちょうきたうら 立町北裏 ３９７～４０１

春日 上中関 たてちょうみなみうら 立丁南裏 ４１９～４２２

伍和 向関 たてなか 立中 ３１３～３１４，３１６～３２３

智里 昼神 たなか 田中 ４４２，４４４～４４７，４８２

伍和 栗矢 たなざわ 棚沢 ６５３９～６５５６，６５８０～６５８８，６６０５～６６１３

春日 中関 たなだ 棚田 １６１４～１６１５

春日 上中関 たなだ 棚田 １６３～１６４，１６９～１７４，４４８～４５０

駒場 市ノ沢 たなだ 棚田 １４１６～１４１９，１４２１～１４２２，１４２４～１４２５

伍和 向関 たなだ 棚田 ５７８～５８０

智里 小野川 たなはら 棚原 ２６２６～２６３０

駒場 曽山 たのいり 田ノ入 ２１４５～２１４６，２１５１～２１５６

浪合 新屋 たのきれ 田ノキレ ２８４～

伍和 河内 たのたいら 田ノ平 ４４８０～４４９３，４５１３，４５２３

伍和 河内 たのたいらいのした 田ノ平井下 ４４８５イ

浪合 中下 たのひら 田ノ平 １２７９ロ～１２８４イ

浪合 恩田 たはら 田原 １１８ハ～１２７

伍和 栗矢 たぼら 田洞 ６８４５～６８５１

春日 中関 たれした 垂下 ２５２０～２５２３，３００４～３０１２

浪合 下半堀 たろべい 太良平 １５０１～１５０６

伍和 栗矢 だんだ 段田 ６０１２～６０１９，６０４９～６０５０

春日 上中関 ちくぼ 知久保 ３８８～３９３，４０２～４０３，７１９～７２０，７５５

駒場 栄町 ちくぼ 知久保 ９８３，１００４，１０２０，１０２８～１０４３

春日 上中関 ちくぼだ 知久保田 ６９４～７１８，７５３～７５４

智里 小野川 ちごのみや チゴノミヤ ３５４１，３５５９～３５６４

智里 駒（横川） ちごんば チゴンバ ２２５１ロ

伍和 大鹿倉 ちとりば チトリバ ２４４６～２４５１，２４５４～２４５８

春日 上中関 ちゃえんばた 茶円畑 ４７４～４８３

伍和 向関 ちゃがだいら 茶ヶ平 １６５９～

駒場 関田 ちゃのきばた 茶木畑 ３１５～

春日 中関 ちゃばた 茶畑 ２７４９～

伍和 栗矢 ちゃばたけ 茶畑 ６７３９～６７４０

伍和 向関 ちゃばたけ 茶道畑 ８０８～

伍和 向関 ちゃみち 茶道 ６００～６１２，７８４～７９５
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駒場 下町 ちょうがくじだいら 長岳寺平
１３６９，１３７２～１３８６，１４０７～１４０８，１４１２，１４
１５

春日 中関 ちょうがくじやま 長岳寺山 ２２０２～２２１８

智里 小野川 ちょうじゃやしき 長者屋敷 ３６５６～３６８２

春日 中関 ちょうちょうだ 蝶々田 １５７５～１５８２，１５８５～１５８９

伍和 栗矢 ちよおか 千代丘 ６２３６～

春日 中関 ちんくわだ チンクハ田 ２４２２～２４２９

春日 上中関 ちんじゅまえ 鎮守前 ５４４～５５１

春日 上中関 ちんべのほら チンベノ洞 ３０８ロ～３１４

伍和 向関 つかだ 塚田 ４０６９～

伍和 河内 つかだ 塚田 ４９４６～

浪合 下半堀 つがの 栂野 ９８５ロ～９８５ヘ

浪合 下半堀 つがのやま 栂野山 ９８５イ１～９８５イ１９

浪合 下半堀 つがばし 栂橋 ９４３イ２～１６５９ノ１

浪合 下半堀 つがばしかわむかい 栂橋川向 １６５３～１６５４イ

伍和 河内 つかもと 塚本 ４９４２ロ～４９４３

伍和 備中原 つきじ 築地 ３３４５～３４１２

春日 中関 つきよじま 月夜嶋 ３２８０～３２８６，３３４４，３３５９～３３６０

春日 中関 つきよしまうら 月夜島裏 ２２８０～２２９３

伍和 向関 つくりがいと 作垣外 １９０６～１９０９，１９１２，１９１５～１９４１

伍和 洞 つくりがいと 作垣外 ２６８７～２７０１

伍和 大鹿倉 つじ 辻 ２２０７～

智里 小野川 つじ 辻 ８０５～８０６，９６８～９７０

伍和 河内 つじもと 辻本 ５７５３～５７５４

智里 小野川 つちがだいら 土ヶ平 ５６１，５６３～５６７，５７２～５９５

伍和 栗矢 つちどい 土樋 ６９５５～６９５６

駒場 曽山 つちとりば 土取場 １６２９～

伍和 栗矢 つちばやし 土林
６５６８～６５７１，６５７３～６５７９，６５８９～６５９７，６
６００～６６０４，６６２１～６６２４

伍和 向関 つちまや ツチマヤ １３２１～１３２３

駒場 曽山 つつみがほら 堤ヶ洞 １７８３～１７８７

春日 上中関 つつみだ 堤田 １４３１～１４５０

春日 上中関 つつみぼら 堤洞 １１３０～１１３２，１１８０～１１８４，１２０１

駒場 関田 つなぎだ ツナギ田 ４３０～

春日 中関 つばなぐら 都葉名倉 ２１９０～２１９６

春日 上中関 つぼじり ツボ尻 ７５６～７６５

伍和 向関 つぼじり 津ぼ尻 ２９１～２９２

智里 昼神 つるまき 鶴巻 ５０１～５０２

伍和 向関 でぐち 出口 ４１６０～

春日 上中関 てら 寺 ３８１～

伍和 河内 てらお 寺尾 ５０８３～

伍和 河内 てらおがわはらだ 寺尾川原田 ５１５９～５１６１

伍和 栗矢 てらおだ 寺尾田 ６２４７～６２４９

伍和 河内 てらおばら 寺尾原 ５０８２，５３３２～５３４４，５３５０，５３５５～５３５９
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伍和 栗矢 てらおばら 寺尾原 ６９５７～６９５８，７０００～７０４４

伍和 河内 てらおばらみちした 寺尾原道下
５３４５～５３５４，５３５９，５７７５～５７７９，５７８１～５
８０６

伍和 栗矢 てらおひかげ 寺尾日影 ６９９９～

伍和 栗矢 てらおみちうえ 寺尾道上 ６２１８～

伍和 栗矢 てらおやま 寺尾山 ７５６３～７５６４

智里 小野川 てらさわ 寺沢 ７０１ロ，７５３，７５５～７５６，１８１６～１８５０

伍和 向関 てらとうげ 寺峠 １５３９イ，１５７７

清内路 てらのかいと 寺ノ垣外 １２５５～１２６８

浪合 宮本 てらのき 寺軒 ５１１～５１３ロ

春日 上中関 てらまえ 寺前 ３８２～

清内路 てらむかい 寺向 ２０７０～２０７４

春日 中関 てらやしき 寺屋敷 ２２３０～２２３５

伍和 河内 てらやしき 寺屋敷 ４６６７～４６７３

浪合 宮本 てらわき 寺脇 ５１４～５１６

智里 小野川 でんしぼら デンシボラ ３５４２～３５４４　　傳四か？

伍和 河内 てんじんがだいら 天神ヶ平 ４６５９ロ～４６６６

春日 上中関 てんすい 天水 ８５２～８６６

春日 中関 てんすいだ 天水田 １５８３～１５８４

春日 上中関 てんすいぼら 天水洞 ８４６～８５１

伍和 栗矢 でんただいら デンタ平 ５９５５～

伍和 向関 てんどうだ 天道田 ５８１～

駒場 曽山 てんぱくざん 天パク山 ２１３０～

伍和 栗矢 てんもくざん 天目山 ７１６５～７１６７

伍和 栗矢 てんりゅうなぎ 天竜ナギ ６９４８ハ

春日 中関 てんりゅうばた 天流畑 ３１６１～

伍和 備中原 どあい 戸合 ２９２７～２９５２

春日 上中関 どいじり 土井尻 ５５４，６１７～６４１

伍和 向関 どうがいり 堂ヶ入
１２５２～１２５３，１２５５，１２６２～１２７１，１３３０～１
３３３

智里 小野川 どうかく？ 堂角 ２１８８～２２５５，２５０７　どうすみ？

伍和 向関 どうがほら 堂ヶ洞 １２７４～１２９１，１３１７～１３２０，１３２４～１３２９

駒場 砂田 とうきゅう トウキウ ６～３５

浪合 恩田 とうげ 峠 ５９～１２６

浪合 恩田 とうげした 峠下 １３３～１４６

伍和 河内 どうこうはた 道光畑 ４８１２～

伍和 河内 とうこばた トウコ畑 ４８１０～４８１１，４８１３，４８１５～４８２２

春日 上中関 とうすけだ 藤助田 ４９６～

駒場 砂田 とうど トウド １３６～１３８，１５２～１５５，２４３，２４４

清内路 どうね ドウ子 ９４１～９９８

伍和 栗矢 どうのあと 堂ノ跡 ６２３０～

伍和 栗矢 どうのうえ 堂ノ上 ６２２７～

伍和 栗矢 どうのうしろ 堂ノ後 ６２２９～

伍和 向関 どうのうしろ 堂ノ後
９１５～９２０，９２７，９４２～９５３，１２４１～１２４６，１
３３６～１３３９
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伍和 栗矢 どうのうしろぐち 堂ノ後口 ６２２８～

伍和 栗矢 どうのまえ 堂ノ前 ６２３１～

伍和 向関 どうのまえ 堂ノ前 ８７４，１１９４～１１９９

清内路 どうほやま ドウホ山 １１５８～１１６０

清内路 どうほやま ドウホ １１６３～１１７６

伍和 河内 どうまえ 堂前 ４５６９～４５７０

伍和 河内 どうまえかわみなみ 堂前川南 ４５６９ロ

智里 大野 どうみちばた 堂道畑 ５０１８～５０２３

伍和 向関 とおはちまん トヲハチマン ２０７９～２０８１

智里 駒（横川） とくべえばた 徳兵衛畑 ２２４８，２３３３～２３３８

清内路 ところくぼ 所久保 １２９～１８０，１９５～２９５

清内路 とさ 土佐 １５８８～１６０６，１６１３～１６７２

清内路 とさほらくち 土佐洞口 １６０７～１６１０

清内路 とさむかい 土佐向 １５５３～１５８６

駒場 栄町 とざわ 戸沢 １０２４～１０２５

智里 小野川 とざわおおだいら 戸沢大平 ４２４５～４２５６

智里 小野川 とざわだいら 戸沢平 ４１０８ノ２，４１７４～４２４０，４２５６

伍和 向関 とちがいと？ 栃ヶ外
１６８１～１６９７，２０６８～２０７１，２０７４～２０７７，２
１１０～２１２５

伍和 河内 とちがほら 栃洞 ５２７０～５２７２

智里 小野川 とちがほら 栃ヶ洞 １６６７～１６６８，１６９３～１６９４

智里 中野 とちぼら トチボラ
４３０８ハ，４３１０，４３５０，４３６０，４３６３～４３６４，４
３９２～４３９３

駒場 曽山 とどめき トドメキ ２１４２～

伍和 向関 どどめき ドヽメキ ８１８～８２０

駒場 栄町 とね 戸根 １０２４～１０２５

伍和 河内 とのかいと トノ垣外 ５７２４～

智里 小野川 とのしま トノシマ ３３８６～３４０８，３４１３～３４３５

伍和 河内 とのはた 殿畑 ５３３１～

伍和 栗矢 とのはた トノ畑 ６０７０～６０７２，６０７４～６０８８

駒場 曽山 とひかざわ 戸ヒカ沢 ２２１９～２２２４

伍和 洞 とびがす 鳶ヶ巣
２７０２～２７０７，２７２１～２７６６，２７６８，２７７３～２
７８０，２７８５～２８０９，２８３１～２８３４

伍和 栗矢 とみおか 富丘 ６１９８～６２００

伍和 栗矢 とみもと 冨本 ６１７３～

春日 上中関 とやがね トヤガネ ２７８～２８１

駒場 関田 とやだ トヤ田 ４０８～

浪合 新屋 とやのさわ トヤノ沢 １５０８～１５１９

伍和 向関 とよがだいら 樋ヶ平 １６８５～

春日 中関 とよした 樋下 ３２１５～

伍和 栗矢 とよた 豊田 ６４６２～６４６３

駒場 関田 とよのくち 樋ノ口 ２３７～

駒場 大六 とよのした 樋ノ下 １，２４２～

伍和 河内 とよはら 豊原 ５６９１～５６９４

伍和 向関 とりいうえ 鳥井上 ３９４～３９５
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駒場 関田 とりいまい 鳥居マイ ４３４～４３５

駒場 関田 とりいまえ 鳥居前 ４３９～４４２，４４８～４５３

伍和 向関 とりいまえ 鳥井前 ２５９，３０７～３０８

智里 昼神 とりがだいら 鳥ヶ平 ２４６～

智里 昼神 とりがほらぐち 鳥ヶ洞口 ２４７～

伍和 栗矢 どろのきほら 泥ノ木洞 ７４８０～７４９０

智里 昼神 どわい ドワイ ３０９～３２１

伍和 栗矢 なおきちだ 直吉田 ６１２３～６１２４

浪合 下半堀 なか 中 ９４０～

伍和 河内 ながうら 長浦 ４７５４～４７６１

伍和 栗矢 なかお 中尾 ７１７９，７１８７～７２０５，７２０９，７２１１～７２８７

伍和 栗矢 なかおがいと 中尾垣外 ７２０７～７２０８

伍和 栗矢 なかおじり 中尾尻 ７１７４～７１８６

伍和 栗矢 なかおまえばた 中尾前畑 ７２１０～

伍和 栗矢 なかおまつおか 中尾松岡 ７２０６～

伍和 向関 なかがいと 中垣外 ３９７０～３９７１，３９７３～３９９０，４００７

智里 大野 なかがいと 中垣外 ４９３７～４９３９

伍和 河内 なかがわら 中川原 ５２８０～５２８３

清内路 なかがわら 中川原 １７１８～１７２０，１９１５

智里 昼神 なかがわら 中川原 ３４６～

清内路 なかぎり 中切
１７１４～１７１７，１７２１～１７２２，１７２７～１７３５，１
９１３，１９１７，１９２０～１９３１，１９６５～１９８１，２０１
８，２０２４，２０３５～２０４３，２０４９～２０５９

智里 大野 ながさか 長坂 ４９８０～４９８４，４９８８，５１４９～５１５３

智里 小野川 ながさか 長坂 ９３５，１０９７～１１０４，１１０６

伍和 河内 なかざわ 中沢 ５６２３～５６３４，５６４３，５６７２

伍和 河内 なかざわじり 中沢尻 ５６１１～５６１２

伍和 河内 なかざわだいら 中沢平 ５６４０～

伍和 河内 なかざわはら 中沢原 ５５７１，５５８０～

伍和 河内 なかざわやま 中沢山 ５６４２，５６６３～

春日 中関 なかじま 中島 ２０７９～

春日 中関 なかじま 中島 ２４４２～２４４４

春日 中関 なかじま 中島 ３２０８～３２１３，３２４６～３２５２

駒場 日向畑 なかじま 中島 ７１３～７１５，７１８，７２１～７２３

伍和 向関 なかじま 中島 １１１９～１１３４，３７２１～３７２４

伍和 備中原 なかじま 中島 ３０４８～３０７２，３７２２～３７２４

智里 小野川 なかじま 中島 ８１５～８２９，９４１～９５６，１０５８～１０５９

浪合 中下 なかじま 中島 １２１９ノ１～１２４４ロ

春日 中関 なかじまばた 中嶋畑 １６６８～１６７０

伍和 河内 なかしんでん 中新田 ５７０１～５７２２

伍和 栗矢 なかそね 中曽根
６２５６～６２６５，６２７１～６２７３，６２７９～６２８０，６
２８３～６２８４

伍和 向関 なかぞね 中曽根 １３８１，１３８４，２３０５～２３４２

駒場 関田 なかた 中田 ４１０～４１２，４１５～４２０，４３６



35 / 56 ページ

智里 昼神 なかた 中田 ３６５～３６８

伍和 向関 なかだ 仲田 ３０５～３０６

伍和 河内 なかだ 中田 ４４１７～４４３０

清内路 なかだいら 中平ラ ２０３２～２０３４

智里 中野 なかだいら 中平 ４３７６～

智里 昼神 なかだいら 中平
４５９～４６１，２２９３～２３５３，２３８６～２３８８，２５０
５～２５０６，

智里 中野 ながだいら 長平 ４３７４～４３８８，４３９２～４３９６

春日 上中関 ながたはら 長田原 １５１９～１５５９

智里 小野川 ながつかはら 長塚原 １４７１～１４８６，１５５７～１５６１

智里 小野川 ながつかはらいぐち 長塚原井口 １５０２～１５０５

智里 小野川
ながつかはらしろわら
び

長塚原白蕨 １４８７～１５０１

智里 小野川
ながつかはらのうちい
ぐち

長塚原の内
井口

１４５８～１４７０

智里 小野川
ながつかはらのうちな
がね

長塚原ノ内長
根

１５０６～１５２０

浪合 恩田 ながづら 長面 １９ロ～５８ニ

浪合 蘭平 ながづらかわむこう 長面川向 １７ロ～１７３

駒場 市ノ沢 ながつる 長つる １３７６，１３８８～１３８９，１５２１，１９７１～１９７２

駒場 曽山 ながつる 長ツル １９７５，１９８１～１９８７

智里 小野川 なかつるね 中ツルネ １９２３～１９４７

智里 小野川 なかつるね 中ツル根 ５５１～５５６

伍和 栗矢 ながつるね 長ツル子 ６０６７～６０６９

春日 上中関 ながづるね 長ヅルネ ２８２～２８６

春日 中関 なかどおり 中通 ２４０９～２４１１，２４１３～２４２１

智里 昼神 ながどおり 長通り ４０７～４０９

伍和 向関 なかなみ 仲浪 ４４５ロ

伍和 備中原 なかぬま 中沼 ３１６０～３１９５

伍和 向関 なかぬま 仲沼 ４３９～４４５

伍和 向関 なかね 中根 １１８～

伍和 栗矢 なかね 中根 ７４０２～７４０５

智里 小野川 ながね 長根 １５９４～１６０２，１６０５

浪合 下半堀 ながね 長根 ９５６ヲ～９５６ニ

浪合 下半堀 ながねやま 長根山 ９５６イ２

智里 駒（横川） なかのすげの 中ノ菅野 ２２５０，２２５２～

浪合 上半堀 なかのせ 中ノ瀬 ６７０ホ１～７１８

浪合 下半堀 なかのせ 中ノ瀬 ８６５ロ

浪合 上半堀 なかのせみちした 中ノ瀬道下 ６８６ハ

駒場 曽山 なかのたいら 中ノ平 １６７０～１６７４，１６７７

智里 駒（横川） なかのたいら 中ノ平 ２３２２～２３２３

清内路 なかのだいら 中ノ平 １９５９～１９６４

浪合 上町 なかのだん 中ノ段 １０５２～

浪合 新屋 なかのだん 中段 ４３１～４３７

駒場 曽山 ながはた 長畑 ２０３７～
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伍和 備中原 なかばやし 中林 ３５６６～３６３１

春日 中関 なかはら 中原

２８１１～２８２４，２８３１～２８５４，２８５８～２８６３，２
８７３～２８８０，２８８３，２８９０～２８９１，２９００，２９０
２，２９０５２９０６，２９１３～２９２４，２９３０，２９３５，２
９４７～２９５３，２９５９～２９６４，２９６６，２９７２，２９８
４～２９８６

伍和 河内 なかはら 中原 ５４６７～５４７７，５４８２～５５０９

智里 小野川 なかはら 中原 １７８６～１７８８，１８０１～１８１５

智里 小野川 なかはら 中原 ７５７～

伍和 河内 なかはらはやしのこし 中原林ノ腰 ５５３４～５５４２

春日 中関 なかはらはんば 中原半場
２８７４ロ，２８４９ロ，２８６１ロ１～２、２８６３ロ，２８６５
ロ，２８６６ロ

春日 中関 なかはらみちした 中原道下
２８２４～２８２６，２８６４～２８６９，２８８４，２８８９～２
８９４，２９１４～２９１９

伍和 河内 なかはらみなみ 中原南 ５４４５～

浪合 中下 なかまち 中満知 １００７～１０１０ノ４

浪合 中下 なかまち 中町 １０１１～１０３３イ

伍和 備中原 なかみぞ 中溝 ３２２８～３２４３

浪合 新屋 なかみち 中道 ４１５～４１７

智里 小野川 なかみやま 中見山 ３７３１，３７３５ロ，３７３４～３７３６

智里 小野川 なかみやま 中御山 ３７３２～３７３４ノ２

智里 小野川
なかみやましゃしゅび
きない

中御山社朱
引内

３７３４イ

智里 小野川
なかみやまなかみや
ましゃしゅびきない

中見山中御
山社朱引内

３７３１，３７３５～

伍和 栗矢 なかや 中屋 ６１８９～

伍和 栗矢 なかやしき 中ヤシキ ６２４２～６２４４

駒場 曽山 なかやま 中山 ２２２６～

伍和 向関 なかやま 中山 ４０８３～４０９１，４２６９～４２７４

伍和 河内 なかやま 中山 ５４４６～５４４８

智里 小野川 なかやま 中山
２６９７～２７１０，２７２１～２７２５，２７２８～２７３４，２
７３８～２７４１，２７６２～２７６８，２７７４～２７８３

智里 小野川 なかやま 中山 ３５４１ニ

智里 大野 なかやま 中山 ４９８５，４９９４，４９９７～４９９９，５０１７

伍和 栗矢 なかやまえ 中ヤ前 ６１９０～６１９３

智里 小野川 なかやまそと 中山外 ３５４１ノ１

智里 小野川
なかやまふせやじん
じゃしゅびきない

中山伏谷神
社朱引内

２７２８ノ１

伍和 河内 ながれ ナガレ ５３１４～５３１６

春日 中関 なぎした ナギ下 ２２５６～２２５８

春日 中関 なぎした ナギ下 ３１３３，３１３８，３１５３～３１５４，３２６７～３２７６

駒場 市ノ沢 なぎじり 氵嵐　尻 １４７０，１４７２～１４７５

駒場 関田 なぎじり 氵嵐　尻 ２３３～２３５

浪合 恩田 なぎじり ナギジリ ６２～２４９

浪合 新屋 なぎのうえ ナギノ上 ３７０～

伍和 向関 なきのかしら ナキノ頭 ４２１６～４２１９

智里 大野 なぎのしり ナギノシリ ４７３４～４７４５，４８１５
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伍和 大鹿倉 なきぼら なき洞 ２５０８～２５２２

伍和 大鹿倉 なしきざわこぶた 梨木沢コブ田 ２３５７～

浪合 下半堀 なしきだいら 梨木平 ９８８チ～９８８ル

浪合 下半堀
なしきだいらかわむか
い

梨木平川向 ９８８へ～９８８ト

駒場 曽山 なしの 梨子野 ２２３１～

智里 昼神 なしの 梨子野
１７７，１８６～１８７，２１１～２１２，２１４～２１７，２５１
～２５６

駒場 曽山 なしのき ナンシノ木 １６２３～

智里 駒（横川） なしのき 梨ノ木 ２３１８～２３１９．２３２１

浪合 恩田 なしのき 梨木 １７ホ２～１７ホ１１

伍和 大鹿倉 なしのきざわ 梨ノ木沢 ２３４７～２３５２

伍和 大鹿倉 なしのきぜ 梨之木瀬 ２３６２～２４０６

伍和 河内 なしのきだいら 梨ノ木平 ４４６８～４４７９

浪合 蘭平 なしのきだいら 梨木平 １７ホ１

伍和 大鹿倉 なしのきひかげだ 梨ノ木日影田 ２３５８～２３６１

伍和 河内 なでくさはら 撫草原 ５３６０～５３６６，５７７５～５７７９，５７８１～５８０６

春日 上中関 ななくりばら 七久里原 １０８０～１１２０，１１２２ノ３，１１３３～１１７９

清内路 ななだいら 七々平 ３０４８～３０５５，３０８８～３１１３

浪合 恩田 ななまがり 七曲 ２～５６ハ

春日 中関 ななまわり 七曲リ ３０１４～

浪合 下半堀 なべわり 鍋破 ９１７～９４１ロ

浪合 蘭平 なめり 滑リ ３０イ１～１３０イ４

智里 小野川 にくだな ニクダナ ３４０９～

智里 昼神 にごば ニゴバ ３２２～３３０

春日 上中関 にし 西 ４３１～４４０，４４４ロ，４４６～４４７，５３１

伍和 栗矢 にし 西 ６４０８～

智里 昼神 にし 西 ４４１～

伍和 栗矢 にしうらみちした 西裏道下 ６４０５～６４０７

春日 上中関 にしがいと 西垣外 ４５１～４５６，５３０ノ１，５３１ノ１，５３２～５４３

智里 小野川 にしがくぼ 西ヶ久保 ２５７１～２５９２，２５９５～２６０７

清内路 にしのいど 西ノ井戸 ２０８５～２１１５，２１３８～２１４７，２２２０～２２２３

伍和 栗矢 にしのうら 西ノ裏 ６４０３～６４０４

智里 昼神 にしのみちうえ 西ノ道上 ４２２～４２４

智里 昼神 にしのみちした 西ノ道下 ４１０～４１２

伍和 栗矢 にしまえだ 西前田 ６４４１～６４４７

春日 中関 にたんだ 二段田 ２６６３～２６６４

伍和 備中原 にたんだ 二反田 ３２４４～３２６７

伍和 向関 にたんだ 二反田 ９３１～９３６

春日 中関 にたんだおち 二段田落 ２６６５～

浪合 治部坂 にのまた 二ノ又 １１３８ホ１～１６４８ロ

浪合 治部坂 にのまたかわむかい 二ノ又川向 １６４７ハ４～１６４７ホ２

浪合 治部坂 にのまたみちうえ 二ノ又道上 １６４６ヘ～１６４９

清内路 にへいのたいら 仁平ノ平 １３１８～１３１９
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清内路 にへいのたいらむこう 仁平ノ平向 １３２０～１３２１

春日 中関 にほんぎ 二本木 １７４８～１７５４

智里 昼神 にほんまつ 二本松 ４４～

浪合 恩田 にまいばし 二枚橋 ２３５～２６５

春日 中関 ぬかだ 怒加田 ２４００～

浪合 中下 ぬま 沼 １２５６～１３３３

春日 中関 ぬまだ 沼田 ２４３０，２４５６～２４６７

伍和 向関 ぬるでだいら？ ヌルデ平 １０８～

伍和 向関 ねぎた 葱田 １８１３～１７１４

智里 小野川 ねぎや 根木屋 ７９７～８０４，９７４～９７９

智里 駒（横川） ねずみさし 鼡サシ ２３１７～

伍和 備中原 ねのかみ 子ノ神 ３０７３～３０９３

智里 小野川 のうまさん 野熊山 ４２５８～

智里 小野川 のうましものたいら 濃間下ノ平 ３７４０～３７６２

智里 小野川 のうまだいら 濃間平 ３７６７ロ～３８４２，３８５３～３８６４

智里 小野川 のうまだいらみちした 濃間平道下 ３８４３～３８５２

浪合 恩田 のき 軒 １１ロ～２１８

浪合 中下 のき 軒 １３３４ノ１～１３３４ノ２

浪合 新屋 のき 軒 ３２１～４０２

浪合 宮本 のき 軒 ４４８～５０９

浪合 宮本 のきばた 軒畑 ５１２イ

伍和 栗矢 のじりごや 野尻小屋 ６８９０～６８９１，７５４３～７５６２

清内路 のだ 野田 ５４１～５５７

智里 大野 のだおし 野田押
４７５８～４７６８，４８０９，５００１～５００４，５００６，５０
３３～５０４５，５０５８～５０６２，５０７３～５０７９

春日 上中関 のたの ノタノ ２６９～２７７

春日 上中関 のたのぐち ノタノ口 ２５２～２５５

清内路 のだのさわやま 野田ノ沢山 558～

清内路 のだやま 野田山 ５３８～５４０

智里 昼神 のだやま 野田山 ５００～

智里 昼神
のだやまのうちひなた
ちこうべ

野田山の内
日向チコウベ

４９９～

清内路 のぼりむかい 上リ向 ２１５２～２１６１，２１６９～２１７３

清内路 のぼりむかいかわはら上リ向川原 ２１４８～２１４９

智里 中野 のんばく ノンバク ４３０２～４３０３

智里 昼神 はかのうえ 墓ノ上 ６８～６９，１６２～１６３

伍和 栗矢 はかのうら 墓ノ裏 ６０５３，６０５５～６０５６

伍和 栗矢 はかのきわ 墓ノ際 ６０５２～

伍和 栗矢 はかのした 墓ノ下 ６６２０，６７４２～６７４３

清内路 はぎのたいら 萩ノ平 １０４５～１０５１

春日 上中関 はくさんぐち 白山口 ８６７～８８２

智里 小野川 はこぶち 箱渕 ３５４５～

浪合 新屋 はざば ハザバ ３８２～３８３

伍和 栗矢 はじかみ ハジカミ ７１４４～７１５３



39 / 56 ページ

智里 駒（横川） はしきたに 橋木谷 ２２５６～

春日 中関 はしづめ 橋詰 ２０７１～

春日 上中関 はしば 橋場 １５４ノ２～１５６ノ２

駒場 曽山 はしば 橋場 １６０１～

駒場 関田 はしば ハシバ ３１６～３１７，３２９ノ１

伍和 向関 はしば 橋場 ７９８～７９９，８０１，８０９

清内路 はしば 橋場 １２３９～１２４０

智里 小野川 はしば 橋場 ８０７～８１４，９５７～９６７

浪合 上半堀 はしば 橋場 ８３７～

春日 中関 はしばだ 橋場田 ２０２３～２０２４

駒場 市沢 はしむこう 橋向
１５２４～１５２５，１５４８～１５５０，１５５２～１５５６，１
５５９～１５６０，１５８０～１５８２，１６２６～１６２８，１９
９５～２００５

智里 大野 はたがしら 畑頭 ４６８４～

浪合 治部坂 はたぎわ 畑ギワ １１７８～

智里 大野 はたけがわら 畑川原
４５１９～４５２０，４５２７，４５３５～４５４０，４５４３，４５
４５～４５４８，４５５０，４６２８，４９０１，４９０３～４９０
６，４９１４～４９１６

伍和 向関 はただ 畑田 ２６２，４１９～４２２，６９０～６９８，７４６～７４７

春日 上中関 はただやま 畑田山 ３０７～３０９

伍和 向関 はただやま 畑田山 １３０１～１３０２

伍和 備中原 はちおうじ 八王寺 ３００２～３０２９

智里 昼神 はちのす 蜂ノ巣 ２９５～２９７

智里 大野 はつざわ 初沢 ４８７３～

智里 大野 はつざわぐち 初沢口 ４８６８～４８６９，４８７１～４８７３

駒場 下町上町 はったんぶ 八反歩
１２７５，１２８０～１２８１，１２８５～１２８６，１２９６，１２
９８，１２９９～１３０１，１３７３～１３７５

伍和 河内 はっとだ 八斗田 ４６９０～４６９２

伍和 備中原 はつふき 初吹 ２９３５～２９４０，２９４４～２９４６，２９５３～３００１

浪合 治部坂 はながけさわ 花掛沢 １１３９ロ～１１３９ノ１

清内路 はにゅうのくだりさわ 羽生野下リ沢 １０４４～

浪合 上半堀 はね ハネ ７７５ロ～７７５ハ

浪合 上半堀 はね 羽子 ７９４～８２１ノ２

浪合 恩田 はねいわ 刎岩 １～５

浪合 上半堀 はねした ハネ下 ８４１ハ

清内路 はば 羽場 ６５～７８

駒場 曽山 ばばぐち 馬場口 １６３２～

駒場 曽山 ばばぐち 馬場口 １９０３～１９０５，１９５４～１９５７，１９６０，１９６３

伍和 向関 はまいば ハマイバ １７６５～１７７６

伍和 栗矢 はまいば 浜井場 ６０５４，６１１４～６１２２

智里 昼神 はまいば 浜井バ ２１９～２４５

伍和 向関 はやしあきみち？ 林空道 １７７７～１７７９

伍和 向関 はやしくろ 林クロ １７０１～１７０８

駒場 市ノ沢 はやしした 林下 １３７７～１３７８

伍和 向関 はやしじり 林尻 １４０～１４４，１６８～１７３，１７５，２６０～２６１
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伍和 河内 はやしのこし 林ノ腰 ５５８８～

春日 中関 はら 原 ２８８１～２８８２，２８８５，２８９２，２８９４～２８９８

伍和 栗矢 はら 原 ６１３４～

智里 大野 はら 原
４６８５～４６９２，４７０７，４７１０，４７１３～４７１４，４７
１６～４７３３，４７４６～４７５０

浪合 新屋 はら 原 １５２６ロ～１６０２ノ１

浪合 恩田 はら 原 ２２４～３７３

浪合 宮本 はら 原 ５３９～５８２ハ

浪合 上半堀 はら 原 ７９３～８３６

浪合 上半堀 はらしたばた 原下畑 ８４６～８６０ロ３

伍和 備中原 はらだ 原田 ３６３２～３６４４

伍和 栗矢 はらだ 原田 ６２８６～６２８９，６３０９～６３１３，６３１８～６３２４

伍和 向関 はらのたいら 原ノ平 １０３６～１１０７

智里 小野川 はらのたいら 原ノ平 １２７０～１２７１，１２９１～１３３９，１３８６～１３８９

智里 小野川 はらのたいら 原平 １５４２～１５４５

智里 小野川 はるさわ ハルサハ ３１１３～３１１４

駒場 関田 ばんしょうめん 番匠免 ４３１～

智里 昼神 はんしろうづくり 半四郎作 ４２９～４３２

智里 昼神 はんしろうやしき 半四郎屋敷 ４４０～

伍和 栗矢 ばんとうやま 万燈山 ６８１４～６８１９

智里 昼神 はんの 半野 ８１～８２，８５～８７，３９５～３９７

清内路 はんのき ハンノ木 １６８０～１７０７

浪合 治部坂 はんのきざわ 半ノ木沢 １１２７～１１２８ハ

駒場 市ノ沢 はんば ハンバ １４４１～

駒場 市沢 はんば ハンバ １４９６，１５１５～１５１７

駒場 関田 はんば ハンバ ３２９ノ２～３３２

伍和 向関 はんば 半場 １９６９～２００７

智里 小野川 はんば ハンバ １０２８～１０３０

智里 昼神 はんば 半バ １０４～１１７，３８８～３９０

駒場 関田 ばんばうら 馬場裏 ４６８～４７０

駒場 市沢 はんばかわら ハンバ川原 １４９４～

駒場 関田 ばんばだいら 馬場平
４８０～４８２，５７０，５７６～５９７，５９９，６０１～６０
７，６１２，６１５，６１９

浪合 下半堀 はんぼれ 半堀 ８８２イ～９６０

浪合 下半堀 はんぼれした 半堀下 ９０４～

智里 昼神 ひいるだ ヒイル田 ４２５～４２８

伍和 向関 ひうちだ 火打田 ５８２～５８８

春日 中関 ひえだ 冷田 １６５１～１６５３

伍和 向関 ひえだ ヒエ田 ６１３～６２３

伍和 栗矢 ひえだ 稗田 ６８０８～６８１３，６８２０～６８２１

清内路 ひえばたざわ 稗畑沢 ２９６６～２９９２，３０１３～３０３９

清内路 ひえほそざわのくち ヒエ細沢ノ口 ２９５２～

伍和 栗矢 ひおひかげ 日尾日カゲ ７１１０～７１２８，７１３１～７１４１

駒場 曽山 ひかげ 日影 ２２３５，２２３７～２２３８
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智里 大野 ひかげおおだいら 日影大平 ４５７４～４５７９

智里 小野川 ひかげがいと 日影垣外 ２２５６～２２６５，２７１１～２７１３

清内路 ひかげざわ ヒカゲ沢 １４４９～１４６９

春日 上中関 ひかげだ 日影田 １４３～１４４

春日 中関 ひかげだ 日影田 ２００７，２０４０，２０４３，２０８９～

伍和 向関 ひかげだ 日影田
１７４～１７８，５８９～５９９，９０６～９１２，９５４～９６
７，１３３４

伍和 栗矢 ひかげだ 日影田 ６３５２，６３５６～６３６０，６３７４～６３７８

伍和 向関 ひかげだいら 日影平 ２７１～２７２，２７９～２８１，２８５～２８８

智里 昼神 ひかげだいら 日蔭平 １９８～

伍和 向関 ひかげはた 日影畑
３７１～３９３，５７３～５７７，７２９，７３２～７３５，８２４
～８３４，８７５～８８１

春日 中関 ひかげばた 日影畑 ２２３６～２２３７

駒場 砂田 ひかげばた 日影畑 ６２～

伍和 河内 ひかげばた 日影畑 ４３２９～４３３４

伍和 河内 ひかげばた 日カゲ畑 ５６０５～５６０６

春日 中関 ひかげばやし 日影林 ２１００～

伍和 河内 ひかげばやし 日影林 ５３８１～５３８６

春日 中関 ひかげやま 日影山 ２０８９ロ

智里 昼神 ひかげやま 日カゲ山 １９７～

伍和 栗矢 ひがし 東 ６３６６～６３６７

浪合 下半堀 ひがし 東 ９４９～９７７ロ

伍和 栗矢 ひがしはた 東畑 ６７４１～

浪合 下半堀 ひがしばた 東畑 ９５１～９５４

伍和 備中原 ひがしはら 東原 ３１０７～３１４８

智里 昼神 ひがしはんば 東半場 １７～２２

智里 昼神 ひがしみちうえ 東道上 ２４～

智里 昼神 ひがしみちした 東道下 １２～１６

智里 昼神 ひがしやま 東山 １～

智里 大野 ひがしやま 東山 ５０８６～

春日 上中関 びくがね ビクガネ ３００～

智里 昼神 ひげねどこ ヒゲネドコ ６４～６７

駒場 曽山 ひけのさわ 日ケノ沢 １６６７～１６６８，１６９３～１６９４

伍和 河内 ひこざわ 彦沢
４３３６ノ２，４３４３～４３４５，４３６１，４３６３～４３６
６，４３９６～４４０１，４４０９～４４１６

智里 昼神 ひこしち 彦七 ３９１～３９２

伍和 向関 ひこしろうがいと 彦四郎垣外 １４４７～１４５４，１４５９～１４６２

伍和 栗矢 ひこぞうだ 彦三田 ６１４６～６１４７，６１５６

智里 駒（横川） ひこぞうばた 彦造畑 ２２５７～２２６０

伍和 栗矢 ひこまつやしき 彦松屋敷 ６４６４～６４６５

伍和 栗矢 ひとあらしば 人アラシバ ６８８２～６８８３

春日 中関 ひとつだ 一ツ田 １６５４～

春日 中関 ひとつだ 一ツ田 ２０７０～

駒場 関田 ひとつだ 一ツ田 ５３３～

智里 昼神 ひとつだ 一ツ田 ４２１～
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智里 小野川 ひとつぼら 一ツ洞 ２８２７，２８３１～２８３２

駒場 栄町 ひなた 日向 １０１５～１０１６

駒場 曽山 ひなた 日向 １６９６，１６９８～

伍和 向関 ひなた 日向 １８２４～１８５７，３７１１ロ

伍和 向関 ひなた 日向
３９５４～３９６２，４２３５～４２４３，４２４５～４２４７，４
３７５～４３８０

伍和 河内 ひなた 日向 ４４３１～４４３４，４４９４

伍和 栗矢 ひなた 日向 ６６４５～６６６０

駒場 曽山 ひなたおおびら 日向大平 ２２３０～

智里 小野川 ひなたごう 日向郷 ９３６，１０６０～１０８６

智里 小野川 ひなたごうかわら 日向郷川原 １０８８～１０９２

駒場 日向畑 ひなたばた 日向畑
６５４～６５５，６５９，６６５～６７３，６７６，６８０イ２，６
８１～６８３，６８６

伍和 河内 ひなたばたけ 日向畑 ４３８２～４３８８

伍和 向関 ひなたむかい？ 大日向 ９４～１０６

春日 上中関 ひなたやま 日向山 ３６３～

駒場 曽山 ひなたやま 日向山 ２２２７～

伍和 向関 ひなたやま 日向山
１３７６～１３７９，３６８９～３７００，３７１０，３７１３～３
７１５，３７１９～３７２１

伍和 河内 ひなたやま 日向山 ４３８９～

伍和 河内 ひなたやま 日向山 ７５６７～７６１２

智里 小野川 ひなたやま 日向山 ３８７９～３８８３，３８８６

伍和 河内 ひのいり 日ノ入 ４８２３～４８４７

伍和 河内 ひのいりかわら 日ノ入川原 ４８６３～４８７０

伍和 河内 ひのいりさかみちうえ 日ノ入坂道上 ４７６３～

伍和 河内 ひのいりさかみちした 日ノ入坂道下 ４７６２～

伍和 河内 ひのいりしもぬま 日ノ入下沼 ４８４９～４８６２

伍和 河内 ひのいりやま 日ノ入山 ４９７５～４９７６

伍和 大鹿倉 ひのけばた 日のけ畑 ２１８３～２１８５，２２４８

伍和 河内 ひめみや 姫宮 ５０６７，５０９２～５０９６，５０９９，５１０５

伍和 河内 ひめみやうしろぐち 姫宮後口 ５０９０～５０９２

伍和 河内 ひめみやだいら 姫宮平 ５０６７，５１００～５１０６

伍和 向関 ひゃくだ 百田 １８６８～１８７５，１８７８～１８７９，１８８７～１８８８

伍和 河内 ひゃくめばた 百目畑 ４６４７，４６５１～４６５８，４６７４

伍和 大鹿倉 ひゃくやま 百山 ２５４５～２５５１

伍和 大鹿倉 ひゃくやまいしはら 百山石原 ２５５２～

伍和 大鹿倉 ひゃくやまのした 百山ノ下 ２５５４ノ２

春日 中関 ひやけ 日焼 ２４４５～２４４７

駒場 市ノ沢 ひやけ 日ヤケ １４１１，１４１３～１４１４

駒場 関田 ひやけ ヒヤケ ３９８，４００，４０６～４０７

伍和 栗矢 ひやけ 日ヤケ ６５９８～６５９９，６６６３～６６７３，６６９３

智里 昼神 ひやけ 日ヤケ ３６９～３７３

春日 中関 ひやけだ 日焼田 １９２０～１９３２

駒場 関田 ひやけだ ヒヤケ田 ４０２～

駒場 関田 ひやけだ 日焼田 ４７７～４７９
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春日 中関 ひやけみずじり 日焼水尻 ２４８０～２４８２

智里 大野 ひやとや ヒヤトヤ ４５５８～

伍和 河内 ひらいわ 平岩 ４３３９，４３４１～４３４２

清内路 ひらせ 平瀬 ５２～５３７

伍和 向関 ひらばざわ 平場沢 １９６８～

駒場 市ノ沢 ひらはた 平畑 １３９０～１３９１，１４７１，１４８６～１４８７

駒場 石田 ひらはた 平畑
６１１，６１３～６１４，６１６～６１７，６３６～６３８，６４１
～６４７，８１２～８１３，８２０，８４５～８４６

駒場 砂田 ひらばた 平畑 ３８～２６５

伍和 河内 ひらばやし 平林 ５１９７～５２１１，５２８５～５２９７

伍和 河内 ひらやまのなか 平山ノ中 ５１８３～

智里 昼神 ひるがみざわ 昼神沢 ２５７～

伍和 向関 ひるがみだ 昼神田 ２９３～２９７

智里 小野川 ひるがみだに 昼神谷 ３８８４～３８８５

智里 小野川
ひるがみだにしもだい
ら

昼神谷下平 ４１５０～４１５３

伍和 大鹿倉 ひんが ひんが ２４９９～２５０１，２５０７

清内路 ふかざわ 深沢 １０９３～１０９４，１０９７～１１０３

浪合 治部坂 ふかざわ 深沢 １０９０ロ～１１２２ヘ

智里 大野 ふかざわぐち 深沢口 ４８３３～４８４２

清内路 ふかざわやま 深沢山 １０９６～

春日 中関 ふかだ 深田 ２３３７～２３４２

駒場 砂田 ふかだ 深田 ３４～３７

伍和 大鹿倉 ふかだ 深田 ２２７４～２２７９

伍和 栗矢 ふかだ 深田 ６９４０～６９５２

伍和 栗矢 ふかぼら 深洞 ５９５６～５９５９

伍和 備中原 ふじがいと 藤垣外 ３１４９～３１５９

駒場 大橋 ふじつか 藤塚
１４７７～１４８３，１４８５，１４８９～１４９３，２２４３～２
２４４

伍和 河内 ふじつか 藤塚 ５６７３～

駒場 大橋 ふじつかがわら 藤塚川原 １４８８～

伍和 向関 ふじのき 藤ノ木 １７９～１８０

伍和 向関 ふじのせ 藤ノ瀬 １４９３～１５０５，１５０７～１５２１，１５２３～１５２５

智里 小野川 ふじのと 藤ノ戸
２７７８，２７８２，２７８４，２８３３～２８４０，２８４３～３０
０１，３０１３，３０１６～３０１７，３０６５～３０８９

伍和 河内 ふじばまえ 藤場前 ５６７１～

春日 上中関 ふだのつじ 札ノ辻 ４０８～４０９

伍和 河内 ぶつくだいら 仏供平 ５０００ノ２

伍和 河内 ぶつくでん 仏供田
４９８９～４９９９，５００１，５０１４～５０２７，５０３３～５
０３４

智里 小野川 ぶつくでん 佛供田 ２１３５，２１４６～２１５４

伍和 河内 ぶつくでんだいら 仏供田平 ５０００，５００２～５０１３

智里 小野川 ふとね フト子 ２７４２～２７６１

春日 上中関 ふながくぼ フナガクボ ２４５～２４９

清内路 ふなくぼ フナクボ １２２１～１２２２

智里 昼神 ふなくぼ 船窪 ２１３～
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智里 小野川 ふなくぼ 船久保 ２７８５～２７９３，２８００～２８１３

智里 小野川 ふるかりやま 古カリ山 ３９３５～３９４６

駒場 石田 ふるじょう 古城 ６２１～６２２，６２４，６２７～６２９

伍和 河内 ふるたばた 古田畑 ５２２９～

智里 小野川 ふるはた 古畑 ５５７～５６０，５６２，５７０～５７１

春日 中関 ぶんえもんやま 文右ヱ門山 ２１０１～

浪合 上町 ぶんのき 文ノ木 １０４４～１０５６

伍和 大鹿倉 ぶんろく 文六
２４２１～２４２３，２４２５～２４２７，２４３０～２４３２，２
４３４～２４３５

伍和 大鹿倉 ぶんろくやしき 文六屋敷 ２４２４～２４２５，２４２８～２４２９，２４３３

伍和 河内 ぶんろくやしき 文六ヤシキ ４５７４～４５７７，４５７９

浪合 上半堀 へいごろうさわ 平五郎沢 ７８２ロ

智里 昼神 へいごろうづくり 平五郎作 ２７１～２７７

浪合 新屋 へいぞうばた 平藏畑 ３７７イ～３７７ロ

浪合 新屋 へいぞうやしき 兵藏屋敷 ３７５ノ１～３７５ノ２

春日 中関 へびのみや 蛇ノ宮 ２８１０，２８５７～

春日 上中関 べぼあな ベボアナ ３５６～３６２

春日 中関 へんみのみや 邊見宮 １７７４～１７８９，１８００ハ～１８０１

清内路 ぼうずがしま 坊主ヶ島 １０２９～１０３９

浪合 上半堀 ぼうずばた 坊主畑 ７２６～７２７

伍和 栗矢 ぼうずやしき 坊主屋敷 ６４１４～６４１５

伍和 向関 ほうのきだ ホウノ木田 ７９６～７９７

伍和 向関 ほうばた 朴畑 ８２１～８２３

智里 小野川 ほおのきやぶ ハウノキヤブ ９３７～９３９

春日 中関 ほそき 細木 ２５６１～

伍和 栗矢 ほそぎ 細木 ６３１４～

駒場 曽山 ほそくぼ 細久保 ２２３９～

伍和 備中原 ほそくぼ 細久保 ３５２４～３５６５

駒場 曽山 ほそくぼぐち 細久保口 ２２３３～２２３４

清内路 ほそね ホソ子 ２４９８～２５１８

智里 昼神 ほそはた 細畑 １７４，１７９～１８５

伍和 向関 ほそばた 細畑 ７１３～７１７，７３６～７３７

清内路 ほそばた ホソ畑 ２７４７～２７４８

清内路 ほそばたした ホソ畑下 ２７４５～２７４６

浪合 下半堀 ぼたうえ ボタ上 ８８７～

浪合 下半堀 ぼたぎし ボタ岸 ８６９～９１１

智里 昼神 ほだした 保田下 ８３，３３１～３４５

伍和 向関 ぼたした ぼた下 ７０６，７０８～

春日 中関 ぼたぞえ ボタゾエ ２４６８～２４７０

伍和 栗矢 ほっかいざか 法界坂 ６４６７～６４７５，６４８１

駒場 曽山 ほった 堀田 １７４９～１７５２，１７５４～１７５６

春日 中関 ほったざか 堀田坂 ３０１５～３０２０

伍和 向関 ほったて 掘立 １２９８～１３００，１３０３，１３０８

春日 中関 ほどくぼ 程久保 ２１９８～２２００
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春日 上中関 ほどくぼ ホドクボ ３３８～３４５

伍和 栗矢 ほどのくぼ 程ノ久保 ７１００～７１０９

智里 小野川 ほどばざわ 程葉沢 １６０３～１６０４

伍和 大鹿倉 ほほだ ホヽ田 ２２０３～

清内路 ほらがい ホラガイ １４２９～１４４１

清内路 ほらくち 洞口 １８１～１９４

駒場 下町 ほらぐち 洞口 １３２５，１４４５～

智里 昼神 ほらぐち 洞口 ２１８～

浪合 新屋 ほらぐち 洞口 ３５２～

浪合 下半堀 ほらぐち 洞口 ９７９～

智里 大野 ほらげ ホラゲ ４７５１，４８７４～

智里 中野 ほらじり 洞尻 ４３４５～４３４６

春日 上中関 ほらだ 洞田 １３１７ロ～１４３０，１４５１～１４９９，１５１７ロ１～２

伍和 向関 ほらだ 洞田 ８３５～８３７

伍和 向関 ほらどころ 洞所 １～２，４～８

駒場 石田 ほり 堀 ６３５，６５０～６５３

春日 上中関 ほりのうち 堀ノ内 ５１２，５５２～５５３

駒場 曽山 ほりのき 堀木 １６９５～

駒場 関田 ほりばた 堀端 ４８５～

伍和 向関 ぼんがいと 盆垣外 ２５５～２５７

清内路 ほんざわやま 本沢山 872～

智里 小野川 ほんだに 本谷 ３９２８～

伍和 向関 ぼんち 盆地 １８８４～１８８６，１８８９～１８９１

浪合 治部坂 ほんづくり？ 本作リ １１２８ホ１～１１２８ト２

智里 昼神 ほんはしば？ 本橋場 ２５９～２６１，２６３～２６５

春日 中関 ほんぼら 本洞 ２０７５～２０７８

駒場 曽山 ほんぼら 本洞 ２１９６～２１９７

浪合 恩田 まえ 前 ４０ロ

浪合 宮本 まえ 前 ４５７～４５７ロ２

智里 大野 まえいしはらざか 前石原坂 ５０８４イ

春日 中関 まえかわどおり 前川通 ２６３３～２６３５，２６５７，２６６２

春日 中関
まえかわどおりみずく
ち

前川通水口 ２６５９～２６６１

春日 中関 まえざわ 前沢 ３１３９～３１５１，３１６２

春日 中関 まえだ 前田 １６５５～１６５６

春日 上中関 まえだ 前田 １７５～１７６

春日 中関 まえだ 前田 ２６９１，２６９５～２７０６

春日 上中関 まえだ 前田 ５０１～５０６

駒場 市ノ沢 まえだ 前田 １４２６，１４２８～１４３０

伍和 栗矢 まえだ 前田
６１３１～６１３２，６１５３～６１５５，６１７４～６１７５，６
１９７，６２１６，６４０１～６４０２，６４１０～６４１１

伍和 栗矢 まえだ 前田 ６６２６～６６２９

伍和 向関 まえだ 前田 ６９～７０，２４９

智里 中野 まえだ 前田 ４３４７，４３４８，４３５１～４３５３，４３５９～４３６０
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智里 昼神 まえだ 前田 ９２～９８，１０５～１１３，２６８～２７０，３６２～３６４

浪合 恩田 まえだ 前田 ３９～１３８

浪合 宮本 まえだ 前田 ４５２イ～５１５イ

春日 中関 まえだおち 前田落 ２６９２～２６９４

春日 中関 まえだどおり 前田通
３１８８，３１９１，３２２７～３２３０，３２３６，３２３８～３２
４２

浪合 下半堀 まえのみち 前ノ道 ９７８～９８９

伍和 向関 まえはた 前畑 ７３，２４８～

智里 中野 まえはた 前畑 ４２７１～

春日 上中関 まえばた 前畑 １２６８～

春日 中関 まえばた 前畑 １６５８～

春日 上中関 まえばた 前畑 ５０９～５１０

智里 昼神 まえばた 前畑 １１８～１２２

浪合 新屋 まえばた 前畑 ３３４～４１０

浪合 恩田 まえばた 前畑 ３８～２６５

浪合 宮本 まえばた 前畑 ４５０～５０３

浪合 上半堀 まえばた 前畑 ７５５ノ１～７５８ロ

浪合 下半堀 まえばた 前畑 ９０７ハ～９１０

智里 中野 まえはたくだり 前畑下リ ４３０４，４３０６～４３０７

春日 中関 まえはら 前原
２８９９，２９０２～２９０３，２９２１，２９２６～２９２９，２９
３４，２９４３ロ，２９９１～２９９３

春日 上中関 まえはら 前原 ５０７～５０８

浪合 治部坂 まえはら 前原 １１７６ロ１～１１８３

智里 昼神 まえみやあちじんじゃ 前宮阿智神社 ４８９～

智里 昼神 まえみややま 前宮山 ４８８，４９０～

駒場 栄町 まがり マガリ １００７～１００８

智里 小野川 まきがしま 牧ヶ島 ３０９０～３０９１，３０９４～３０９５，３０９７～３１００

智里 大野 まきがだいら 牧ヶ平 ４７７３～４７８８，４７９０～４７９１，４８１４

智里 小野川 まきだち マキダチ ３４１１～３４１２

伍和 向関 まきのき 槇ノ木
３７４３～３７４９，３７５２，３７５４～３７６７，３７９４～３
７９５，３９８９～３８０４，３７９７～３８０４

智里 駒（横川） まきのたいら 牧ノ平 ２２５１～２２５５

浪合 下半堀 まきのたいら 槇ノ平 ９３５ノ１～９４３イ１

春日 中関 まきのもと 槇本 １９３５～１９５０

春日 上中関 まきはた 牧畑
８８３～９４６，９６５～１０３４，１０５４～１０７８，１１１９
～１１２９

伍和 河内 まきばやし 槇林 ４３３６～４３３８，４６０９～４６１７，４６２７～４６２９

浪合 恩田 まげし 曲師 １４２ロ

清内路 まごいわ マコイワ ２６２３～２６５７

伍和 河内 まごろく 孫六 ５０３５～

清内路 まごろくざわ 孫六沢 ２５１９～２６２２，２６５９～２６６４

清内路 まごろくざわわたし 孫六沢渡 ２７２１～２７３５

清内路
まごろくさわわたしむ
こう

孫六沢渡向 ２７４３～２７４４

伍和 河内 まごろくみち 孫六道 ５３６７～５３８０

智里 小野川 まさごや マサゴヤ ３５５１～３５５８
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智里 中野 ますがさわ 増ヶ沢 ４３９７～４４４４，５１６４～５１６５

智里 中野 ますのさわ 枡ノ沢 ４３２３，４３６４～４３７０，４３８９～４３９１

伍和 向関 ませぐち マセグチ １３１１，１３１４～１３１６

伍和 向関 ませぐち 満勢口 ３，９～１２

智里 小野川 ませぐち マセ口 ２５９３～２５９４

清内路 ませのさわ マセノ沢 ２２３３～２２７８，２２８３～２３１０

清内路 ませのさわうえのだん マセノ沢上ノ段２２７９～２２８２

智里 昼神 またごろうばた 又五郎畑 １３０～１３１

浪合 中下 まち 町 １０３０ロ２～１３５５ロ

駒場 上町下町 まちうら 町裏

１０９４，１１０１～１１０４，１１０６～１１０７，１１０９～１
１１８，１１２１，１１２４～１１３９，１１５０～１１５１，１１５
９，１２１４～１２１７，１２２２～１２２９，１２３４～１２３
８，１２４４，１２４６～１２４７，１２４９～１２５０，１２５３
～１２５９，１２６２～１２６３，１２６９～１２７２，１２７６～
１２７７，１２８７～１２８８，１２９１～１２９２，１３１１～１
３１２

浪合 中下 まちうら 町裏 １２５７ロ～１２６０ロ

浪合 上町 まちがしら 町頭 １０４１～１０６５ロ

浪合 中下 まちじり 町尻 ９９６～

駒場 下町上町 まちなか 町中 １２４３～

浪合 中下 まちなか 町中 １００１～１００２

春日 中関 まちはり 町張 ２３９９，２４０２～２４０３，２４３２ノ１

春日 中関 まちばり 町張 ２０６７～２０６９，２０７２～２０７３

春日 中関 まちはりいえのした 町張家下 ２４０４～２４０８，２４３２

智里 小野川 まつおえもんかりやま
松右エ門カリ
山

３７０９～３７１０

清内路 まつざわ 松沢 ８７６～９１２

清内路 まつざわせいごぼら 松沢清五洞 ９１３～９３２

清内路 まつざわやま 松沢山 ８７３～８７５

浪合 蘭平 まつざわやま 松沢山 １７イ

春日 中関 まつした 松下
２４９４～２４９９，２５０４～２５１１，２５６０，２７４７，３０
０１～３００３

伍和 栗矢 まつつるね 松ツルネ ７５３６～７５３８

清内路 まつのき 松ノ木 ３０６６～３０６９

浪合 治部坂 まつばら 松原 １０８６イ～１１０６

伍和 向関 まつもと 松本
１４～２７，１２３～１２６，１３３～１３４，１３６～１３９，１
４５～１４７

智里 小野川 まつもと 松本 １５２１～１５４１，１６０６～１６３６

清内路 まつやま 松山 １２２３～１２３８，１３２２～１３２７

伍和 栗矢 まつよし 松由 ６１６９～６１７２

春日 中関 まとば 的場 １７６４～１７７３，１７７４ロ，１７９０～１７９３

浪合 中下 まとば 的場 １２６０イ１～１２６０イ２

駒場 曽山 まないた 真名板 ２２１６～２２１７

駒場 曽山 まないたくら 真名板倉 ２２２９～

浪合 上半堀 まはしりば？ 馬走リ場 ８３７～１１５５ハ２

伍和 栗矢 まるぐるみ 丸グルミ ７３８２～７３８６
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伍和 栗矢 まるせまち 丸畝町 ６１２９～

智里 昼神 まるた 丸田 ４０６～

春日 中関 まるはたやま 丸畑山 ２１８６～２１８７

伍和 栗矢 まるみや 丸宮 ６４７８～６４８９ノ１

清内路 まるやま 丸山 １１２６～１１５４，１１６１～１１６２

清内路 まるやま 丸山 ３０４０～３０４７

智里 小野川 まるやま 丸山 １１０４～１１０５，１１３８～１１４３

智里 小野川 まるやま 丸山 ３８６５～３８７３，４６０８～４６１１

伍和 河内 まるやまいのした 丸山井下 ４３７３～

清内路 まるやまうら 丸山浦 １１０４～１１２５

伍和 栗矢 まるやまぼっき 丸山ボッキ ６０３９～

浪合 治部坂 まわりめ 回リ目 １０８２～

智里 昼神 まんざいがくやま 万才楽山 ４９６～

伍和 向関 まんじしんでん 万治新田 ２０７２～２０７３

伍和 栗矢 まんすぐら 万ス倉 ６２０９～

浪合 宮本 みしらず 身不知 ５７８ロ～５８３ロ

浪合 治部坂 みずかみ 水上 １０５７～１１２２ホ２

浪合 治部坂 みずかみうえのだん 水上上ノ段 １０５７ロ～１０６９

伍和 向関 みずくち 水口 １３５１～１３６１，１３６３～１３６９

伍和 栗矢 みずぐちだ 水口田 ６２３４～６２３５

伍和 向関 みずぐちぼら 水口洞 １４００，１４０５～１４３３，１４４５～１４４６

伍和 向関 みずくらさわ 水倉沢 ３８７７～３８７９，３８８１，３８８４～３８８６

春日 中関 みずぐるま 水車 ２７３８～

伍和 大鹿倉 みずなし 水なし ２５２７～２５３２

伍和 向関 みずなし 水ナシ ４０５～４０６

伍和 向関 みずなし 水無 ４１１～４１３

伍和 栗矢 みぞいだ 溝井田 ５８６６～５８９３

春日 中関 みぞがいと 溝垣外 ２７２７～２７２８

智里 昼神 みぞがいり 溝ヶ入 ４７１～４７９

伍和 向関 みぞした 溝下 １１０８～１１１８

春日 中関 みぞぼら 溝洞 １６０８～１６１３

駒場 関田 みぞまたぎ 溝マタギ ４２１～４２２

駒場 木戸脇 みたらし ミタラシ ７３６ロ

智里 小野川 みたる 三樽 １９５３～１９７５

駒場 関田 みだればし 乱橋 ４２６～

駒場 砂田 みちうえ 道上 １３５～

智里 昼神 みちうえ 道上 １０～

浪合 新屋 みちうえ 道上 ３５５～３５７

浪合 恩田 みちうえ 道上 ４１～１８８

浪合 上半堀 みちうえ 道上 ７１９～７２５

浪合 上半堀 みちうえ 道上 ７６２～８２１ハ

浪合 下半堀 みちうえ 道上 ９５０～

浪合 恩田 みちうえたらやしき 道上タラ屋敷 ４６～４８
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浪合 新屋 みちぎし 道岸 ２８８ノ１～２８８ノ２

浪合 新屋 みちぎわ 道ギワ ３６３～

春日 中関 みちした 道下 ２２５９～２２７９

智里 昼神 みちした 道下 １１～

智里 小野川 みちした 道下 ２８２８イ，２８２９～２８３０

浪合 蘭平 みちした 道下 ４９～１２５

浪合 新屋 みちばた 道端 ２７０～

浪合 恩田 みちわき 道脇 １７５～

春日 上中関 みつくちばた 三ツ口畑 ３２８～３３１

駒場 曽山 みつけはた 見付畑 １９６４～

浪合 新屋 みつざわぐち 三ツ沢口 ２５０～３０１

浪合 新屋 みつざわぐちくちうえ 三ツ沢口上 ２９７～３００

伍和 栗矢 みつもと 満本 ６６２５～

智里 大野 みどう 御堂
４４９９～４５０１，４５０６，４５０８，４５１０，４５２１～４５
２３，４９３５～４９３６，４９４０～４９４２，４９４４

智里 大野 みどうじ 御堂寺 ４９１１～４９１３

春日 中関 みとおりだ 三通田 １９１１～１９１９

春日 中関 みとおりだ 三通田 ２４７１～２４７９

智里 小野川 みなみ 南 ９９５～１００６，１０２３～１０２７，１０３１～１０３４

智里 昼神 みなみがだいら 南ヶ平 ９９～１０３

智里 昼神 みなみがはら 南ヶ原 ２３～

智里 小野川 みなみさわ 南沢 ２３６５～２３８０

智里 大野 みね 峰
４５４１～４５４２，４５５６～４５５７，４５９１～４５９２，４
６０５～４６０７

清内路 みやうえのたいら 宮上ノ平 ５４～６１

浪合 宮本 みやがはら 宮ヶ原 ５３６イ～５８２イ２

伍和 河内 みやした 宮下 ４５４７～４５４８

伍和 河内 みやした 宮下 ４６５９イ

浪合 宮本 みやした 宮下 ４４８イ１

伍和 栗矢 みやのいり 宮ノ入
６４９３～６４９７，６４９９，６５０１～６５１３，６５１５～６
５２０

伍和 栗矢 みやのいりいした 宮ノ入井下 ６５１４～

伍和 栗矢 みやのいりだ 宮ノ入田 ６５２１～６５３７

伍和 栗矢 みやのいりとうげ 宮ノ入峠 ６４８９ノ２～６４９２

伍和 栗矢 みやのいりやまぎわ 宮ノ入山際 ６５３８～

智里 昼神 みやのうえ 宮ノ上 １６４～

智里 大野 みやのこし 宮ノ越 ４６１２～４６１７

伍和 備中原 みやのした 宮ノ下 ２８３０，２８３７～２９１５，２９２９，３２６１

伍和 栗矢 みやのした 宮ノ下 ６４６６～

智里 昼神 みやのそと 宮ノ外 １４９～１５５，１６５～１７０，１７２～１７３

智里 昼神 みやのなか 宮ノ中 １５６～１５９

駒場 関田 みやのまえ 宮ノ前 ４３７～４３８，４５６，４５９～４６２

清内路 みやのまえ 宮ノ前 １０２～１２８，２３１１～２４７９

智里 昼神 みやのまえ 宮ノ前 １３７～１３９，１４３，１７１
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智里 大野 みやのまえ 宮ノ前
４５５１～４５５５，４６１８～４６２７，４６３４，４６３７～４
６３９，４６４９

浪合 宮本 みやのまえ 宮ノ前 ４４８ロ～４６１

伍和 栗矢 みやのみなみ 宮ノ南 ６４７６～６４７７

春日 上中関 みやのわき 宮ノ脇 １７６～１７８，３２７

駒場 砂田 みやのわき 宮ノ脇
１３９～１５１，１５７～２５３，２２６～２３１，２０７３～２０
７８

智里 駒（横川） みやのわき 宮ノ脇 ２３０２ロ

伍和 備中原 みやまえ 宮前 ３１９６～３２２７

春日 上中関 みややま 宮山 １７９～１８０

春日 中関 みょうじんやま 明神山 ２２２６～２２２９

伍和 大鹿倉 むかい 向井 ２４３６～２４４５

清内路 むかい 向 １２６９～１２８５

清内路 むかい 向 ２０７５～２０８４

智里 小野川 むかい ムカイ ３７３９～

智里 大野 むかい 向イ ４７５６～４７５７，４７８９

春日 中関 むかいだ 向田 １９９７～１９９８，２００５～２０２２

春日 中関 むかいだ 向田
２３６５～２３６８，２４３５～２４４１，２４４９～２４５５，２
７６１～２７６３，２７９４～２７９７

伍和 向関 むかいだ 向田 ２０５７～２０６２

伍和 栗矢 むかいだ 向田 ６６４７～６６８４，６６８６～６６９８

伍和 備中原 むかいで 向井手 ３３２４～３３４４，３６８５～３６８８

春日 中関 むかいばた 向畑 ２８８４～２８８５，２８８７～２８８８，２９３６～２９３７

智里 昼神 むかいばた 向畑 ４０，７０～７１

智里 昼神 むかいはただ 向畑田 ７２～

清内路 むかいはら 向原 ６６０～６８８，１２４１～１２５３，１８８２～１９１０

伍和 向関 むかいばら 向原 ８９４～８９７，９０２ノ１～９０５

春日 中関 むかいやま 向山 ２９４０～２９４２，２９９６～３０００

智里 大野 むかいやま 向山 ５０９０～５１４７

智里 小野川 むかえ ムカヱ ３５４６，３５４９～３５５０，３５７９～３５８０，３７２４

清内路 むくりがくぼ ムクリガ久保 ５０～５３

智里 昼神 むこうだ 向田 ７７～８０

駒場 石田 むこうばた 向畑 ６４７～６４８

駒場 木戸脇 むこうばた 向畑 ７７６～

伍和 栗矢 むこうまた 向又 ７４０６～７４１５

春日 上中関 むこうやま 向山 ３４８～３５５

伍和 栗矢 むじなくぼ 狸窪 ６８７９～６８８１

伍和 向関 むしなつるね ムシナツルネ １０７～

駒場 下町栄町 むじょうど 無常土
５７１～５７５，６７４６７５，６７７，６７９～６８０，６８２，６
８４～６９６，７２５～７２７

伍和 向関 むじょうどう 無常堂 １９６４～１９６５

伍和 河内 めおとがだいら 夫婦ヶ平 ５０６４～５０６５

駒場 石田 めどころ 目所 ５９８，６００～

伍和 河内 もちくらばら 餅倉原 ４９４１～４９４２，４９４４，４９４７～４９５５，４９７８

清内路 もちほりば モチホリ場 ２１７７～２１８６
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智里 小野川 もとざわ 本沢 ２４５２～２４６１，２４６３，２４７３～２５０１

智里 小野川 もとざわこばた 本沢小畑 ２５０３～

伍和 向関 もとやしき 元屋鋪 １３９９～１４００

伍和 向関 もとやしき 元屋敷 ４０２９～４０４３

伍和 栗矢 もとやしき 元屋敷 ６２０１～６２０８，６２４５～６２４６

智里 昼神 もとやしき 元屋敷 ４５５～

浪合 恩田 もとやしき 元屋敷 ５９～１４４

駒場 関田 ものくるい モノクルイ ３５５～

伍和 栗矢 ももそね 桃曽根 ６８３５～６８４４

伍和 向関 もものきばた 桃木畑 ８００～

智里 小野川 もりうら 森裏 １６８７～１６９０，１６９３～１７０６，２７２６～２７２７

伍和 大鹿倉 もりした 森下 ２２４５～２２４６

伍和 向関 もりした 森下 ２４７～

智里 小野川 もりした 森下 ４１６０～４１６２

智里 小野川 もりした 森下 ９７４～９９２，１６７６，１６７９～１６８６，１６９１

伍和 栗矢 もりのきた 森ノ北 ６４８３，６４８５～６４８６

智里 昼神 もりのきわ 森ノキハ ４６６～４６８

伍和 大鹿倉 もりのさわ 森ノ沢 ２４１０～２４１２

伍和 大鹿倉 もりのした 森ノ下 ２２５０～２２５３，２２５７

伍和 栗矢 もりのわき 森ノ脇 ６４７８～６４８０，６４８４

浪合 恩田 もんばた？ 門畑 ９ロ～３４ロ

伍和 栗矢 やえもんだ 弥右ヱ門田 ６３２５～

智里 小野川 やくし 薬師 １６５２～１６６６，２７３５～２７３７

智里 昼神 やくし 薬師 ４４８～４５０

伍和 栗矢 やくしだ 藥師田 ６４２６～６４２７

智里 小野川 やくしだいら 薬師平 ３５８９～３５９６，３６００～３６２８，３６３０

智里 小野川 やくしだいらのうえ 薬師平ノ上 ３５８１ノ５

智里 小野川 やくしのうえ 薬師ノ上 ３５８１，３５８３～

駒場 石田 やくしはた 薬師畑 ６０８～６１０

伍和 栗矢 やくしまえ 薬師前 ６４１２～６４１３

浪合 恩田 やくしまえ 薬師前 １６５～１６７

浪合 下半堀 やくしまえ 薬師前 ８６８イ～８７９ロ

浪合 恩田 やけの 焼野 １２５ニ

伍和 河内 やげんだ ヤゲン田 ４６９５～４６９７，４７０３～４７０４

浪合 上半堀 やごし 矢越 ６１８～１６４２ノ３

智里 小野川 やざえもんほらした 弥左エ門洞下 ３５４７～３５４８

浪合 恩田 やしき 屋敷 ７６ロ～１１９イ

浪合 中下 やしき ヤシキ ９９６ロ

浪合 治部坂 やしきうえ 屋敷上 １１１９～

浪合 恩田 やしきうえ 屋敷上 １８１～

浪合 新屋 やしきうえ 屋敷上 ２８１～３１８

浪合 宮本 やしきうえ 屋敷上 ４６０～

浪合 下半堀 やしきうえ 屋敷上 ８８３～
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駒場 下町上町 やしきうら 屋敷裏 ８７２～８７３

浪合 中下 やしきうら 屋敷浦 １００８ロ～１０３３ロ

浪合 新屋 やしきうら 屋敷裏 ２７１～３２３ノ２

浪合 恩田 やしきうら 屋敷裏 ６８～１８０

浪合 恩田 やしきおおぼらぐち 屋敷大洞口 ９５ハ

伍和 向関 やしきした 屋敷下 ７７２～７７３

浪合 恩田 やしきした 屋鋪下 １３４～

浪合 新屋 やしきした 屋敷下 ３１７ノ１～３１７ノ２

浪合 恩田 やしきした 屋鋪下 ６６～

駒場 市ノ沢 やしきぞい 屋敷添 １４００，１４２０，１４３２～

駒場 関田 やしきぞい 家敷添 ４８４～

駒場 木戸脇 やしきぞい 家敷添 ７７３～７７５，８０２，８１７～８１９

伍和 向関 やしきぞい 屋敷添 １３，６８，７４～７６

清内路 やしきぞい 屋敷添 １６１１～１６１２

智里 中野 やしきぞい 屋敷添
４３２８，４３３３～４３３６，４４９８，４５２５～４５２６，４６
４６，４７０２～４７０６，４７０８～４７０９，４７１１～４７１
２，４７１５

駒場 下町上町 やしきぞいうら 家敷添裏 ８６４～

伍和 向関 やしきだ 屋敷田 １４９～

伍和 大鹿倉 やしきだ 屋敷田 ２４１３～２４２０

智里 昼神 やしきだ 屋敷田 ２６７～

智里 昼神 やしきばた 屋敷畑 １２３～

智里 昼神 やしきばた 屋敷畑 ２６６～

浪合 下半堀 やしきまえ 屋敷前 ８６９ロ～８９４

伍和 向関 やしきまわり 家敷廻り １２６０～

浪合 恩田 やした 屋下 １４０ロ

浪合 新屋 やした 屋下 ２８２～３７９

浪合 恩田 やした 屋下 ７４～１４９

浪合 上半堀 やした 屋下 ７５７～

浪合 上半堀 やした 屋下 ７８１イ，９０６イ１～９０７ロ

浪合 上半堀 やしたばた 屋下畑 ８４１ロ

伍和 大鹿倉 やすこざわ 安子沢 ２２０８～２２０９

伍和 大鹿倉 やすみいし 休石 ２５６１～２５６２

伍和 栗矢 やすみつち？ 休土 ６９０７～６９２１

伍和 向関 やすみば 休場 ４０５２，４０５６～４０６１

駒場 曽山 やすんど 休所 ２２１８～

智里 大野 やせうま ヤセ馬 ４５８０～

駒場 曽山 やせづるね ヤセヅルネ ２２３２～

智里 昼神 やせね ヤセネ １７８～

智里 大野 やせばた ヤセ畑 ４６５２，４６５５，４６５７～

智里 大野 やせばた 八畝畑 ４６５３～４６５４，４６５６

伍和 向関 やぞうばた 弥三畑 ４０９３～４１０１，４１１２～４１１４，４１３７～４１４１

智里 駒（横川） やぞうばた 弥造畑 ２３２８～

駒場 曽山 やだいら 家平 ２２２８ノ１
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浪合 恩田 やたて 矢立 ７～

伍和 栗矢 やたろうかいと 弥太郎垣外 ６７４６～６７５３

智里 大野 やなぎさわ 柳沢 ５０６３～５０７２

春日 中関 やなぎだ 柳田 １８３２～１８６２

伍和 河内 やなぎだ 柳田 ４３４６～

伍和 向関 やなぎだ 柳田 ６３１～６３２，６６１～６６４

伍和 向関 やのくぼ 屋ノ久保
４１３０～４１３４，４１７３～４１７５，４１７７～４２００，４
２０３

清内路 やはち 弥八 １３１７～

浪合 新屋 やぶうえ 薮上 ３３２～３６７

春日 中関 やぶした 薮下 ３２７８～３２７９

春日 上中関 やぶした 籔下 ４４１～４４３，５７５～５８１

駒場 下町上町 やぶした 藪下 １２３９～１２４０

智里 中野 やぶした 薮下 ４３３７，４３７２～４３７３

浪合 宮本 やぶした 薮下 ５１０～

伍和 向関 やぶた 籔田 １９４２～１９６３

伍和 河内 やぶた 藪田 ４３２３，４３４７～４３６０，４３６２

清内路 やぶちやま 矢渕山 １０４２～

駒場 関田 やぶのこし 藪ノ腰 ４０３，４０５，４７２～４７６，６１８

伍和 向関 やぶのまえ 藪ノ前 ２６６～２６８

駒場 石田 やぶのわき 藪ノ脇 ６２５～６２６

智里 昼神 やぶやくし 藪薬師 １４２～

伍和 向関 やへいがいと 弥平垣外 １３８５～

智里 小野川 やまかじ 山カジ １５６２～１５７２

智里 小野川 やまぎし 山岸 ２４１８～２４２８，２５４８～２５５２

智里 昼神 やまぎし 山岸 ４１５～４１６，４４３

浪合 恩田 やまぎし 山岸 １９６～

浪合 新屋 やまぎし 山岸 ３４６～

浪合 上半堀 やまぎし 山岸 ８４３～８６１

智里 昼神 やまぎわ 山ギワ ４１４～

春日 中関 やまこし 山腰 ２３８８～２３９２，２４４８，２８０６～２８０９

浪合 下半堀 やまごし 山腰 ９８７～

春日 中関 やまざき 山崎 ２１１０～２１１２

春日 中関 やまざき 山崎 ３１３２，３１３５～３１３６，３３６１～３３６３，３３６８

伍和 向関 やましんでん 山新田 ２０７８～

駒場 市沢 やまだ 山田 １５１９～１５２３

春日 上中関 やまのかみ 山神 １２３９～１２４２

伍和 向関 やまのかみ 山の神 ４１７０～４１７２，４２０４～４２１０

駒場 曽山 やまのかみした 山ノ神下 １８０８～

浪合 恩田 やまのかみまえ 山ノ神前 ８～

伍和 河内 やまのたいら 山ノ平 ４８０６～４８０９

伍和 向関 やまぶしづか 山伏塚 １６０９～１６１５

伍和 河内 やまぶしづか 山伏塚 ５６６４～５６６５

清内路 やまむしがたいら 山ムシガ平 ３０７０～３０８７
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清内路 やらうず ヤラウス ５０８～５１０

春日 中関 ゆかわざわ 湯川沢 １６５７，１６５９～１６６７

春日 中関 ゆかわざわ 湯川沢
２９０６ロ，２９３３，３０２１～３０２４，３０２７～３０３４，
３０３６～３０３９，３０４３～３１０７，３１１１～３１２０，３
１２３～３１３１

春日 中関 ゆきよし 行吉
２１０５，２１０７，２１１３～２１１４，２１１７～２１１８，２１
２５～２１３４

春日 中関 ゆきよしいなば 行吉稲場 ２１１６～

伍和 向関 ゆざわ 湯沢 ２８２～２８４

伍和 栗矢 ゆのせ 湯ノ瀬 ７４９３～７５０７

智里 小野川 ゆみのまた 弓ノ又 ４２６０～

清内路 ゆりわりやま ユリワリ山 １０６１～１０６３

智里 小野川 よいちがいと 与市垣外 ２５５３～２５７０

伍和 向関 よいちぼら 与一洞 １３１０～

清内路 よきちいりさえもんち
与吉入左ヱ
門地

６１９～６２０

清内路 よきちはた 与吉畑 ６３１～６３９

伍和 河内 よきちばた 与吉畑 ４９４５～

清内路 よきちやま 与吉山 ６１８，６２１～６３０

春日 上中関 よきとうげ ヨキ峠 ２８７～２９５

清内路 よきとぎ ヨキトギ １９８２～２０１７，２１２１～２１３７

浪合 恩田 よけ ヨケ ２１９～２２３

智里 駒（横川） よこかわ 横川 ２２６６，２２７３，２２９９，２３０２～２３０３，２３０９

智里 駒（横川） よこかわぐち 横川口 ２２５０ロ

清内路 よこかわざわ 横川沢 １８１６～１８８１

清内路 よこかわざわのくち 横川沢ノ口 １９１１～

智里 駒（横川） よこかわだいら 横川平
２２６１～２２６５，２２６７～２２７２，２２７４～２２９８，２
３００～２３０８，２３１０～２３１６

智里 小野川 よこかわみちした 横川道下 ３６８９～

智里 駒（横川） よこかわやま 横川山 ２３５２～

智里 駒（横川）
よこかわやまのうちと
りさわ

横川山ノ内鳥
沢

２３５２ロ

智里 駒（横川）
よこかわやまのうちと
りさわそうしちたに

横川山ノ内惣
七谷

２３５２ハ

智里 駒（横川）
よこかわやまのうちひ
こぞうばた

横川山ノ内彦
造畑

２３５２ニ

浪合 治部坂 よこだけ 橫岳 １１６６～１１７４

駒場 曽山 よこて 横手 ２２４５～２２４７

伍和 河内 よこて 横手 ５５８４～５５８５，５５９１～５５９８

伍和 栗矢 よこて 横手 ６７８０～

智里 小野川 よこて 横テ ４１６４～４１６９，４１７３

智里 小野川 よこて 横手 ９１０～９２０

浪合 恩田 よこて 横手 ２１８ロ～２７８

浪合 蘭平 よこてかみ 横手上 ４７～５７

駒場 市ノ沢 よこてむこう 横手向 １４４２，１４４４～

伍和 向関 よこはた 横畑 １２２～
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清内路 よこばやし 横林 ８３２～８４０

駒場 栄町 よこび 横日 １０１１～１０１２

清内路 よこふきやま 横吹山 １２１６～１２２０

春日 上中関 よこまえ 横前 １２４０ロ、１２４３～１２６６

駒場 石田 よこまえ 横前 ６２３～

智里 中野 よこまえ 横前 ４２７４～４２７５，４２８１～４２８２，４２９３

駒場 関田 よこまくら 横枕 ３６６，４２４～４２５

駒場 関田 よこまくらすなだ 横枕砂田 ３６７～３７２

春日 上中関 よこまち 横町 ４０４～４０７

駒場 栄町 よこまち 横町 １０８１～１０８３

智里 小野川 よこみちうえ 横道上 ９７１～９７３，９９３

智里 小野川 よこみちした 横道下 １０３５～１０５７

伍和 向関 よこやま 横山 ４０７０，４０７６，４１１１，４１１５～４１１９

伍和 河内 よしかいり ヨシカ入 ５２６２～

伍和 栗矢 よしがいり 由ヶ入 ６５５６，６５５９～６５６５

智里 中野 よじがさわ 与治ヶ沢 ４３３０，４３６５，４３７１～

伍和 備中原 よしはら 吉原
２１０６～２１０９，２１３０～２１３２，２１８６～２２０２，２
２１８～２２１９，２２３７～２２３９

伍和 向関 よしはら 吉原 ３２４～３３０

伍和 栗矢 よしべえやしき 由兵衛ヤシキ ６４４８～６４５１

伍和 大鹿倉 よしわらうちひかげだ
吉原内日かげ
田

２２４９～

春日 中関 よすけだ 与助田 ２７５６～

伍和 栗矢 よせんばたけ ヨセン畑 ６０６０，６０６２～６０６４

春日 中関 よぞうばた 与三畑 ３２４３～３２４５

駒場 曽山 よっかいちば 四日市場 １９６５，１９６７～１９７０，１９７２，１９７６～１９７８

駒場 曽山 よつめいし 四ツ目石 ２２３６～

春日 中関 よとおりだ 四通田 １９９９～２００４

浪合 蘭平 らんびら 蘭平 １５３～

浪合 蘭平 らんびらぐち 蘭平口 １３０イ６

伍和 栗矢 ろくえもんばた 六右ヱ門畑 ７５２４～７５２５

伍和 河内 ろくとだ 六斗田 ４６８５～４６８６

智里 小野川 わかばやし 若林 １７０７～１７５２

浪合 恩田 わかみやまえ 若宮前 １５０～１６４

伍和 大鹿倉 わけばた わけ畑
２１７８～２１７９，２２２１～２２３６，２２４０～２２４４，２
２４７，２２５４～２２５６，２２５８～２２７３，２２８０～２２
９２

伍和 栗矢 わせだ 早稲田 ６３９７～６３９９

伍和 栗矢 わたりせ 渡り瀬 ６９０２，７１５４～７１５７

智里 大野 わたりせ 渡り瀬 ４４７３～４４７４，４５６０～４５６６

清内路 わでのたいら ワデノ平 １３１０～１３１６

清内路 わでのやま ワデノ山 １２８６～１３０９

智里 小野川 わりいしうえのたいら 割石上ノ平 ３９４７～４０２９

智里 小野川 わりいししものたいら 割石下ノ平 ４０８３～４０８４，４０９０

智里 小野川 わりいしだいら 割石平 ４０３７～４０８２，４０８５～４０９０
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智里 小野川 わりいしだいらほら 割石平洞 ４０３０～４０３３

智里 小野川 わりいしぼら 割石洞 ４０３４～４０３７

伍和 向関 わるさわ 割沢 １６０３～１６０８，１６１６～１６１８

伍和 向関 わるさわ ワル沢 １６１９～

春日 上中関 わるざわ ワル沢 ２５９～２６２

清内路 わるざわ ワル沢 １６７３～１６７９

清内路 わるざわ ワルザワ １７０８～１７０９

浪合 治部坂 わるさわぐち 悪沢口 １１３０ハ

浪合 治部坂 わるぜぐち ワルゼ口 １１２９～


