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「豊丘村小字索引簿」（豊丘村教育委員会）読みは「明治初期長野縣町村字地名大鑑」から

地区 小字名 小字名 小字名

豊丘 神稲 あいのつりね 合ノ釣根 ２６９７－２７００ 合ノ釣根 ２６９７－２７０１ 合ノ釣根

豊丘 神稲 あいのほら 相ノ洞 ２３１８－２３１９ 相ノ洞 ２３１８－２３２０ 相ノ洞

豊丘 神稲 あいのほら 合ノ洞

２７３７－２７３９，
２７４２，２７４５－
２７４６，２７４８－
２７５４

合ノ洞

２７３７－２７３９，
２７４２，２７４５－
２７４６，２７４８－
２７５５

合ノ洞

豊丘 神稲 あいばた 相畑 ９６４１－ 相畑 ９６４２－ 相畑

豊丘 神稲 あいばた アイ畑 １１３３１－ アイ畑 １１３３２－ アイ畑

豊丘 河野 あいはら 合原 ４０６２－４０６５ 合原 ４０６２－４０６６ 合原

豊丘 神稲 あおきがした 青木ケ下
9951,9953,9955
-9957

青木ケ下
9951,9953,9955
-9958

青木ケ下

豊丘 河野 あおきさわ 青木沢 ５９００－ 青木沢 ５９０１－ 青木沢

豊丘 河野 あおきだ 青木田 ３０５－３０６ 青木田 ３０５－３０７ 青木田

豊丘 河野 あかおち アカヲチ ６１９６－ アカヲチ ６１９７－ アカヲチ

豊丘 神稲 あかさか 赤坂
1904-
1906,1911-
1912,23

赤坂
1904-
1906,1911-
1912,24

赤坂

豊丘 神稲 あかばた 赤畑 10848-10855 赤畑 10848-10856 赤畑

豊丘 神稲 あかはね 赤羽根
6174-
6183,6496,6503
-6510

赤羽根
6174-
6183,6496,6503
-6511

赤羽根

豊丘 神稲 あきばつるね 秋葉ツルネ ５５７４－
秋葉ツル
ネ

５５７５－ 秋葉ツルネ

豊丘 神稲 あさひ 朝日 ５６１３－５６１７ 朝日 ５６１３－５６１８ 朝日

豊丘 神稲 せんげん 浅間
１１９０７－１１９０
８ 浅間

１１９０７－１１９０
９ 浅間

豊丘 神稲 あしかわ 芦川
１０９３２－１０９３
５，１０９４０，１０
９４７－１０９８７

芦川
１０９３２－１０９３
５，１０９４０，１０
９４７－１０９８８

芦川

豊丘 神稲 あしかわじり 芦川尻
１０９１０－１０９１
４ 芦川尻

１０９１０－１０９１
５ 芦川尻

豊丘 河野 あしくら 足倉

４４１２，４４２８－
４４３４，４４４５－
４４５３，４４５５－
４４５６，４４５８－
４４６３

足倉

４４１２，４４２８－
４４３４，４４４５－
４４５３，４４５５－
４４５６，４４５８－
４４６４

足倉

豊丘 河野 あしくらおざき 足倉尾崎 ４４０７－ 足倉尾崎 ４４０８－ 足倉尾崎

豊丘 河野 あしくらぐち 足倉口
４４１０－４４１１，
４４１５－４４１８ 足倉口

４４１０－４４１１，
４４１５－４４１９ 足倉口

豊丘 神稲 あしぶがわじり 足部川尻 ３１９５－３２５０ 足部川尻 ３１９５－３２５１ 足部川尻

豊丘 河野
あしぶがわふ
ち

芦部川縁
８７６２－８７６４，
８７７７，８７７９ 芦部川縁

８７６２－８７６４，
８７７７，８７８０ 芦部川縁

豊丘 河野 あたごやま 愛宕山 ２５７－ 愛宕山 ２５８－ 愛宕山

豊丘 河野 あとくち 後口 ６６９７－６７５０ 後口 ６６９７－６７５１ 後口

豊丘 河野 あなくぼ 穴久保 ５８００－５８０２ 穴久保 ５８００－５８０３ 穴久保



2

2 ページ

豊丘 神稲 あなだ 穴田
７０８１－７０８２，
７０９１－７０９２ 穴田

７０８１－７０８２，
７０９１－７０９３ 穴田

豊丘 神稲 あなだ 阿奈田 ３５３１－３５３５ 阿奈田 ３５３１－３５３６ 阿奈田

豊丘 神稲 あなだした 穴田下
９１５０－９１５３，
９３２９，９３３７ 穴田下

９１５０－９１５３，
９３２９，９３３８ 穴田下

豊丘 神稲 あなのた 穴ノ田
１０２９７－１０２９
８ 穴ノ田

１０２９７－１０２９
９ 穴ノ田

豊丘 神稲 あぶかわ 虻川
７８９４，６７１１，
９００９－９０１５ 虻川

７８９４，６７１１，
９００９－９０１６ 虻川

豊丘 神稲 あぶかわうず 虻川渦 ４９８０－ 虻川渦 ４９８１－ 虻川渦

豊丘 神稲 あぶかわばた 虻川端 ６７１０－ 虻川端 ６７１１－ 虻川端

豊丘 神稲 あまさか 雨坂
１１６８６－１１６９
２，８５２５，８５２
７－８５３４

雨坂
１１６８６－１１６９
２，８５２５，８５２
７－８５３５

雨坂

豊丘 神稲 あまさかじり 雨坂尻
１１７１３－１１７１
６ 雨坂尻

１１７１３－１１７１
７ 雨坂尻

豊丘 河野 あみだした 阿弥陀下
２２３－２２５，２１
９，２２２－２２３，
２２５

阿弥陀下
２２３－２２５，２１
９，２２２－２２３，
２２６

阿弥陀下

豊丘 神稲 あめさかがしら 雨坂頭
１１６８１－１１６８
５ 雨坂頭

１１６８１－１１６８
６ 雨坂頭

豊丘 神稲 あめだ 雨田
３０２５－３０３３，
８０３１－８０３２ 雨田

３０２５－３０３３，
８０３１－８０３３ 雨田

豊丘 河野 あらい 新井
６４８，６５３－６５
８，６６１－６６９ 新井

６４８，６５３－６５
８，６６１－６７０ 新井

豊丘 河野 あらいした 新井下 ６４２－６４７ 新井下 ６４２－６４８ 新井下

豊丘 神稲 あらがいと 荒開土

７０３，７０５，７０
７－７３１，７６９
－７７２，７７７，７
８１－７８２

荒開土

７０３，７０５，７０
７－７３１，７６９
－７７２，７７７，７
８１－７８３

荒開土

豊丘 神稲 あらかいと 荒垣外
７０４，７０６，７１
３ノ２，７１４ｲ、７
３２－７３３

荒垣外
７０４，７０６，７１
３ノ２，７１４ｲ、７３
２－７３４

荒垣外

豊丘 河野 あらずか 荒塚 １３６１－ 荒塚 １３６２－ 荒塚

豊丘 神稲 あらなぎ アラナギ １１３３２－ アラナギ １１３３３－ アラナギ

豊丘 河野 あらやしき 新屋敷
３７６２－３７６８，
３７７０－３７７３ 新屋敷

３７６２－３７６８，
３７７０－３７７４ 新屋敷

豊丘 神稲 ありごづか 蟻子塚 ９９０７－９９１０ 蟻子塚 ９９０７－９９１１ 蟻子塚

豊丘 神稲
いいぬまだい
ら

飯沼平
４１０４－４１０５，
４１１０－４１２１，
４４８０－４５５３

飯沼平
４１０４－４１０５，
４１１０－４１２１，
４４８０－４５５４

飯沼平

豊丘 河野 いのうえ 井上 ４１６５，４３６３ 井上 ４１６５，４３６４ 井上

豊丘 河野 いのうえぼら 井上洞 井上洞 井上洞

豊丘 河野 いえのくぼ 家久保 ５６９９－５７００ 家久保 ５６９９－５７０１ 家久保

豊丘 河野 いえした 家下
４２２９，４８４２－
４８４３，７４２４ 家下

４２２９，４８４２－
４８４３，７４２５ 家下
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豊丘 河野 いえのうえ 家ノ上

４８７－４８８，６４
９，８０２，１２７
２，１２７９，１５７
４－１５７５，１５７
８－１５７９，７３８
２，７３８５－７３９
２，７４０４，６３１
８，５７０３，５６０
０，４８６２－４８６
３，５２４３－５２４
６、５２４８－５２４
９，５２５２－５２５
８

家ノ上

４８７－４８８，６４
９，８０２，１２７
２，１２７９，１５７
４－１５７５，１５７
８－１５７９，７３８
２，７３８５－７３９
２，７４０４，６３１
８，５７０３，５６０
０，４８６２－４８６
３，５２４３－５２４
６、５２４８－５２４
９，５２５２－５２５
９

家ノ上

豊丘 神稲 いえのうえ 家ノ上

４０３４，４０７３，
４１０２－４１０３，
４１３５，３８２６－
３８４５，４７２５－
４７２８，４８２７－
４８２８，４８３１－
４８４０，５０８１，
５０８４，５１０６－
５１２３，５７９０－
５７９２，５８０１、
５８４１－５８４２，
６４８５－６４９５

家ノ上

４０３４，４０７３，
４１０２－４１０３，
４１３５，３８２６－
３８４５，４７２５－
４７２８，４８２７－
４８２８，４８３１－
４８４０，５０８１，
５０８４，５１０６－
５１２３，５７９０－
５７９２，５８０１、
５８４１－５８４２，
６４８５－６４９６

家ノ上

豊丘 河野 いえのうら 家ノ浦 ５６２１－ 家ノ浦 ５６２２－ 家ノ浦

豊丘 河野 いえのくぼ 家ノ久保

５７０１－５７０２，
５７０４－５７３１，
５７３５，６２１４－
６２１９

家ノ久保

５７０１－５７０２，
５７０４－５７３１，
５７３５，６２１４－
６２２０

家ノ久保

豊丘 河野 いえのした 家ノ下
７４４０－７４４１，
７４４４ 家ノ下

７４４０－７４４１，
７４４５ 家ノ下

豊丘 神稲 いえのした 家ノ下 ８５３８－ 家ノ下 ８５３９－ 家ノ下

豊丘 神稲 いえのた 家ノ田 ５７９８－５８００ 家ノ田 ５７９８－５８０１ 家ノ田

豊丘 河野 いえのまえ 家ノ前
４２３１，６３２２－
６３２４，７３０９，
７４０５－７４０７

家ノ前
４２３１，６３２２－
６３２４，７３０９，
７４０５－７４０８

家ノ前

豊丘 神稲 いえのまえ 家ノ前
６０８０－６０８２，
１０３６２－１０３６
６

家ノ前
６０８０－６０８２，
１０３６２－１０３６
７

家ノ前

豊丘 河野
いえのまえみ
なみだいら

家ノ前南平 ７３０９ー
家ノ前南
平

７３１０ー 家ノ前南平

豊丘 河野 いえのみなみ 家ノ南 ８３６－８３７ 家ノ南 ８３６－８３８ 家ノ南

豊丘 神稲
いえのむか
い？

家ノ向 ６０５３－ 家ノ向 ６０５４－ 家ノ向

豊丘 河野 いえまえ 家前
４２２３－４２２６，
７４１６－７４１７ 家前

４２２３－４２２６，
７４１６－７４１８ 家前

豊丘 河野 いえみなみ 家南 ４１９－４２２ 家南 ４１９－４２３ 家南

豊丘 河野 いおうした 井王下 ８９５－ 井王下 ８９６－ 井王下

豊丘 河野 いかだ 筏
３５３６－３６６９，
３６７２－３６７５ 筏

３５３６－３６６９，
３６７２－３６７６ 筏

豊丘 河野 いかだおき 筏沖 ９８８６－９８９１ 筏沖 ９８８６－９８９２ 筏沖
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豊丘 河野 いかだおとし 筏落
３４７５，３４７８－
３４８２ 筏落

３４７５，３４７８－
３４８３ 筏落

豊丘 河野 いかだした 筏下 ８２１２－８２１３ 筏下 ８２１２－８２１４ 筏下

豊丘 河野 いぐち 井口
４８５－４８６，４９
３－４９６ 井口

４８５－４８６，４９
３－４９７ 井口

豊丘 神稲 いぐち 井口
２２７８－２２８０，
８０８２－８０８８，
９００１－９００５

井口
２２７８－２２８０，
８０８２－８０８８，
９００１－９００６

井口

豊丘 河野 いぐちいわうえ 井口岩上 ４４０８－ 井口岩上 ４４０９－ 井口岩上

豊丘 河野 いぐちうえ 井口上 ４８９－４９０ 井口上 ４８９－４９１ 井口上

豊丘 神稲
いけがさわや
ま

池ｹ沢山 １２５３０－ 池ｹ沢山 １２５３１－ 池ｹ沢山

豊丘 河野 いげたさわ 井桁沢

２０９０－２０９６，
２１１５－２１５４，
２１６５－２１７８，
２１８０，２１９６－
２２００

井桁沢

２０９０－２０９６，
２１１５－２１５４，
２１６５－２１７８，
２１８０，２１９６－
２２０１

井桁沢

豊丘 神稲 いけのくぼ 池ノ久保
２４３７－２４５０，
５６６５－５６７４ 池ノ久保

２４３７－２４５０，
５６６５－５６７５ 池ノ久保

豊丘 河野 いけのたいら 池ノ平 ３１３８－３１６６ 池ノ平 ３１３８－３１６７ 池ノ平

豊丘 神稲 いけのたいら 池ノ平 ２２０１－２２２７ 池ノ平 ２２０１－２２２８ 池ノ平

豊丘 神稲 いしありだ 石有田
７００４－７０１１，
７０１３ 石有田

７００４－７０１１，
７０１４ 石有田

豊丘 神稲 いしがづか 石ヶ塚
３９１１－３９１２，
５４４９－５４５０，
５４６２－５４６６

石ヶ塚
３９１１－３９１２，
５４４９－５４５０，
５４６２－５４６７

石ヶ塚

豊丘 河野 いした 井下 ９９６－１０１１ 井下 ９９６－１０１２ 井下

豊丘 河野 いしだ 石田 ６２９３－６３０８ 石田 ６２９３－６３０９ 石田

豊丘 河野 いしとよ 石樋 １０１２－１０１４ 石樋 １０１２－１０１５ 石樋

豊丘 神稲 いしはらだ 石原田
１２０５４－１２０７
７，８９１７，８９２
０－８９２１

石原田
１２０５４－１２０７
７，８９１７，８９２
０－８９２２

石原田

豊丘 河野 いしぼとけ 石仏
７０３５－７０４５，
７０５９－７０７７ 石仏

７０３５－７０４５，
７０５９－７０７８ 石仏

豊丘 神稲 石佛 石佛 石佛

豊丘 河野 いしみず 井清水 ３７７４－ 井清水 ３７７５－ 井清水

豊丘 神稲 いしみね 石峯

５８８３－５８９０，
５８９４，５９０２－
５９１２，５９８４－
５９９２，６０１１－
６０１２，６０２０

石峯

５８８３－５８９０，
５８９４，５９０２－
５９１２，５９８４－
５９９２，６０１１－
６０１２，６０２１

石峯

豊丘 神稲
いしみねすわ
しゃ

石峯諏訪社 ６１６０－
石峯諏訪
社

６１６１－ 石峯諏訪社

豊丘 神稲 いしやすみ 石休
１０４８６－１０４８
７，１０４９１ 石休

１０４８６－１０４８
７，１０４９２ 石休

豊丘 神稲 いたがほら 板ｹ洞 １１９１９－ 板ｹ洞 １１９２０－ 板ｹ洞

豊丘 河野 いちせまちだ 市畝町田
１４４１－１４５０，
１３１１ 市畝町田

１４４１－１４５０，
１３１２ 市畝町田
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豊丘 河野 いちのさわ 市ノ沢
３３５３，２９９０－
２９９８，５９０１－
５９１６，５９３３

市ノ沢
３３５３，２９９０－
２９９８，５９０１－
５９１６，５９３４

市ノ沢

豊丘 河野 いちのさわ 一ノ沢
３３５４－３３７４，
２９９９－３０２１ 一ノ沢

３３５４－３３７４，
２９９９－３０２２ 一ノ沢

豊丘 神稲 いちのせ 市ノ瀬
８８８－８９２，８９
６－９００ 市ノ瀬

８８８－８９２，８９
６－９０１ 市ノ瀬

豊丘 神稲 いちば 市場
９－３０，２１７－
２４７，１６３－１８
７

市場
９－３０，２１７－
２４７，１６３－１８
８

市場

豊丘 神稲 いちばさんのう 市場山王 １５９－１９７ 市場山王 １５９－１９８ 市場山王

豊丘 神稲 いちみち 市道 市道 市道

豊丘 河野 いっかんがいと 壱貫垣外 ５５９５－５５９６ 壱貫垣外 ５５９５－５５９７ 壱貫垣外

豊丘 神稲 いっぽんぎ 一本木
１１０２３－１１０２
４ 一本木

１１０２３－１１０２
５ 一本木

豊丘 神稲 いっぽんまつ 一本松
２３２０－２３２１，
２３２５－２３２６ 一本松

２３２０－２３２１，
２３２５－２３２７ 一本松

豊丘 神稲 いどいり 井戸入
６１６８，６６５２－
６６５３ 井戸入

６１６８，６６５２－
６６５４ 井戸入

豊丘 神稲 いどうえ 井戸上
１０８２２－１０８２
５，１０８２７－１０
８２９

井戸上
１０８２２－１０８２
５，１０８２７－１０
８３０

井戸上

豊丘 神稲 いどがしら 井戸頭 １０８２６－ 井戸頭 １０８２７－ 井戸頭

豊丘 神稲 いどさわ 井戸沢 １０６０１－ 井戸沢 １０６０２－ 井戸沢

豊丘 河野 いどじり 井戸尻 ５５４－５６７ 井戸尻 ５５４－５６８ 井戸尻

豊丘 河野 いどせまち 井戸畝町 ４２２１－４２２２ 井戸畝町 ４２２１－４２２３ 井戸畝町

豊丘 河野 いどぼら 井戸洞

６２２０－６２２４，
６０９６－６１１４，
６１１９－６１２９，
６１３２－６１３４，
６１４０－６１４２

井戸洞

６２２０－６２２４，
６０９６－６１１４，
６１１９－６１２９，
６１３２－６１３４，
６１４０－６１４３

井戸洞

豊丘 河野 いどぼら 井土洞 ４８７６－４８７７ 井土洞 ４８７６－４８７８ 井土洞

豊丘 河野 いなば 稲場 １７５１－１７５３ 稲場 １７５１－１７５４ 稲場

豊丘 神稲 いなば いなば ４４２８－４４３４ いなば ４４２８－４４３５ いなば

豊丘 神稲 いなば イナバ ５８９５，　５９０１ イナバ ５８９５，　５９０２ イナバ

豊丘 神稲 いなば 稲葉
５８９５－５９０１，
９９８９，９９９２－
９９９８

稲葉
５８９５－５９０１，
９９８９，９９９２－
９９９９

稲葉

豊丘 河野
いなばにしが
いと

稲場西垣外 １７５４－１７５５
稲場西垣
外

１７５４－１７５６ 稲場西垣外

豊丘 河野
いなばにしの
たいら

稲場西ノ平
１７４３－１７５０，
１７５６－１７５７

稲場西ノ
平

１７４３－１７５０，
１７５６－１７５８ 稲場西ノ平

豊丘 神稲 いねはら？ 稲原 ８８５３－８８６３ 稲原 ８８５３－８８６４ 稲原

豊丘 神稲 いなりざか 稲荷坂 １５８５－ 稲荷坂 １５８６－ 稲荷坂

豊丘 河野 いなつけ 稲付 ６４３８－６４４５ 稲付 ６４３８－６４４６ 稲付

豊丘 河野 いねや 稲弥 ６４３８－６４４４ 稲弥 ６４３８－６４４５ 稲弥
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豊丘 神稲 いのうえ 井ノ上

１９０９－１９１０，
１９２０－１９２２，
１９５８，１９６２－
１９７７，２１６１－
２１６５，１０８１６
－１０８２０，１０８
２７－１０８２９

井ノ上

１９０９－１９１０，
１９２０－１９２２，
１９５８，１９６２－
１９７７，２１６１－
２１６５，１０８１６
－１０８２０，１０８
２７－１０８３０

井ノ上

豊丘 神稲
いのうえやしき
ぞい

井ノ上屋敷
添

７７９－
井ノ上屋
敷添

７８０－ 井ノ上屋敷添

豊丘 神稲
いのうえやしき
ぞい

井ノ上家敷
添

９６９－９７０
井ノ上家
敷添

９６９－９７１ 井ノ上家敷添

豊丘 神稲 いのぐち 井ノ口
１８４６，３７００－
３７１０，３７３０－
３７３１

井ノ口
１８４６，３７００－
３７１０，３７３０－
３７３２

井ノ口

豊丘 神稲 いのくぼ 井ノ久保
４０９７－４０９８，
４９８１－４９９１ 井ノ久保

４０９７－４０９８，
４９８１－４９９２ 井ノ久保

豊丘 河野 いのした 井ノ下 ５８８０－ 井ノ下 ５８８１－ 井ノ下

豊丘 神稲 いのした 井ノ下
７８９５，３６９１－
３６９４，１０７２１
－１０７２６

井ノ下
７８９５，３６９１－
３６９４，１０７２１
－１０７２７

井ノ下

豊丘 河野 いのしみず 井ノ清水
３７７９－３７８４，
３７８６－３７８９，
３８０１－３８０５

井ノ清水
３７７９－３７８４，
３７８６－３７８９，
３８０１－３８０６

井ノ清水

豊丘 神稲 いのしみず 井ノ清水 ３３１－３４６ 井ノ清水 ３３１－３４７ 井ノ清水

豊丘 神稲 いばやし 井林 ２２６８－ 井林 ２２６９－ 井林

豊丘 神稲 いもばた 芋畑 芋畑 芋畑

豊丘 河野 いもだ 芋田
４０６，４０９－４１
０ 芋田

４０６，４０９－４１
１ 芋田

豊丘 河野 いもんだ 衣紋田
６０９，６１１，７９
８－８０１，８４０ 衣紋田

６０９，６１１，７９
８－８０１，８４１ 衣紋田

豊丘 神稲 いりさか 入坂
１１８４３－１１８４
４ 入坂

１１８４３－１１８４
５ 入坂

豊丘 神稲 いりのくち 入ノ口

４６１３，４６７５－
７６９２，４６９４－
４７１７，４７１９－
４７２４

入ノ口

４６１３，４６７５－
７６９２，４６９４－
４７１７，４７１９－
４７２５

入ノ口

豊丘 河野 いりょうおき 井料沖
７７７２－７７７９，
７７９０－７７９３ 井料沖

７７７２－７７７９，
７７９０－７７９４ 井料沖

豊丘 河野 いりょうした 井料下
７６８０－７６９９，
７７５７－７７７０ 井料下

７６８０－７６９９，
７７５７－７７７１ 井料下

豊丘 神稲 いわた 岩田

７４２０－７４２２，
７４４０－７４４９，
７３８３－７３８８，
８９８０－８９９６

岩田

７４２０－７４２２，
７４４０－７４４９，
７３８３－７３８８，
８９８０－８９９７

岩田

豊丘 神稲 いわばた 岩畑
１１４９３－１１４９
４ 岩畑

１１４９３－１１４９
５ 岩畑

豊丘 河野 いわはな 岩鼻 ７００５－７０２２ 岩鼻 ７００５－７０２３ 岩鼻

豊丘 神稲 いしみどう 石見堂
１５９８，１６００－
１６３５，１６３７，
１６３９

石見堂
１５９８，１６００－
１６３５，１６３７，
１６４０

石見堂
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豊丘 神稲 うえだ 上田 ２４２８－２４２９ 上田 ２４２８－２４３０ 上田

豊丘 河野 うえのたいら 上ノ平
６９２２－６９３４，
６９３９－６９６９ 上ノ平

６９２２－６９３４，
６９３９－６９７０ 上ノ平

豊丘 神稲 うえのはた 上ノ畑
６０２１－６０４１，
６０４７－６０５２ 上ノ畑

６０２１－６０４１，
６０４７－６０５３ 上ノ畑

豊丘 神稲 うがいがいと 鵜飼垣外 ８７－１２０ 鵜飼垣外 ８７－１２１ 鵜飼垣外

豊丘 河野 うさぎだ 兎田
４３４２，４３４４－
４３５０，４３５２ 兎田

４３４２，４３４４－
４３５０，４３５３ 兎田

豊丘 河野 うさぎだいうえ 兎田井上 ４３５１－ 兎田井上 ４３５２－ 兎田井上

豊丘 神稲 うしがいと 牛垣外 ６８７０－６８７２ 牛垣外 ６８７０－６８７３ 牛垣外

豊丘 河野 うしがさわ 牛ヶ沢 ５８４１－５８４７ 牛ヶ沢 ５８４１－５８４８ 牛ヶ沢

豊丘 河野
うしがさわひが
しぼら

牛ヶ沢東洞 ５８５１－５８５５
牛ヶ沢東
洞

５８５１－５８５６ 牛ヶ沢東洞

豊丘 神稲 うしぐさ 牛草
７５１８，１２００３
－１２０１７、８８７
５－８９１６

牛草
７５１８，１２００３
－１２０１７、８８７
５－８９１７

牛草

豊丘 河野 うしくび 丑首 ４７９５－４７９９ 丑首 ４７９５－４８００ 丑首

豊丘 河野
うしざわかわぐ
ち

牛沢川口 ５８３０－ 牛沢川口 ５８３１－ 牛沢川口

豊丘 河野 うしろ 後呂
６６９３－６６９６，
６７１５，６７２７ 後呂

６６９３－６６９６，
６７１５，６７２８ 後呂

豊丘 神稲 うしろ ウシロ

６２００，１０３５０
－１０３６１，１０３
８０－１０３９２，１
０３９９－１０４００

ウシロ

６２００，１０３５０
－１０３６１，１０３
８０－１０３９２，１
０３９９－１０４０１

ウシロ

豊丘 神稲 うしろ 後 後 後

豊丘 河野 うしろだ ウシロ田 ４４５７，４４６４ ウシロ田 ４４５７，４４６５ ウシロ田

豊丘 神稲 うしろぼら 後洞
６３２０－６３４６，
６３６８－６３７４，
６３７５－６３７９

後洞
６３２０－６３４６，
６３６８－６３７４，
６３７５－６３８０

後洞

豊丘 神稲 うずひのき ウズ桧
５５３４－５５４
４？ ウズ桧

５５３４－５５４
５？ ウズ桧

豊丘 神稲 うちがいと 内開外 １８８６－１８９８ 内開外 １８８６－１８９９ 内開外

豊丘 神稲 ないがいと 内垣土 １９０３－ 内垣土 １９０４－ 内垣土

豊丘 神稲 ないがいと 内開土 １８８６－１８９８ 内開土 １８８６－１８９９ 内開土

豊丘 神稲 ないがいと 内垣外 ３７５２ー 内垣外 ３７５３ー 内垣外

豊丘 神稲 うちかまがくぼ 内釜ヶ久保 ２６７１－
内釜ヶ久
保

２６７２－ 内釜ヶ久保

豊丘 神稲 うちがわら 内川原
９１７７－９１７８，
９１８３－９１８４，
９２１７

内川原
９１７７－９１７８，
９１８３－９１８４，
９２１８

内川原

豊丘 河野 うちじま 内島 ７４６１－７４６６ 内島 ７４６１－７４６７ 内島

豊丘 神稲 うちじろ 内城
６８２０，６８３６－
６８３７，６８４２，
６８４４

内城
６８２０，６８３６－
６８３７，６８４２，
６８４５

内城

豊丘 神稲 うちつるね 打ツルネ １１０２６－ 打ツルネ １１０２７－ 打ツルネ
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豊丘 神稲 うちやま 内山
１２５１８－１２５１
９ 内山

１２５１８－１２５２
０ 内山

豊丘 神稲 うっこし 打越
１１１７４－１１２０
５，９９２２－９９３
２

打越
１１１７４－１１２０
５，９９２２－９９３
３

打越

豊丘 神稲 うっこし 打コシ １１２１２－ 打コシ １１２１３－ 打コシ

豊丘 神稲 うっこし ウツコシ
５５６１－５５６４，
６３８７－６３９０ ウツコシ

５５６１－５５６４，
６３８７－６３９１ ウツコシ

豊丘 河野 うとうぼら ウトフ洞 ６８３２－６８４６ ウトフ洞 ６８３２－６８４７ ウトフ洞

豊丘 河野 うどのくぼ ウドノ久保 ７５４７－７５６２ ウドノ久保 ７５４７－７５６３ ウドノ久保

豊丘 神稲 うなぎだ ウナギ田
７０８９－７０９０，
７０９３－７１０２，
７１０９－７１３３

ウナギ田
７０８９－７０９０，
７０９３－７１０２，
７１０９－７１３４

ウナギ田

豊丘 神稲 うばふところ 乳母懐
１０２７４－１０２７
８ 乳母懐

１０２７４－１０２７
９ 乳母懐

豊丘 河野 うまのりいし 馬乗石
３３４０，３３４２，
３０８５－３０９２，
１０１５－１０１８

馬乗石
３３４０，３３４２，
３０８５－３０９２，
１０１５－１０１９

馬乗石

豊丘 神稲 うまみち 馬道
１１１６３－１１１７
３ 馬道

１１１６３－１１１７
４ 馬道

豊丘 河野 うまみちした 馬道下 馬道下 馬道下

豊丘 河野 うめきだ 梅木田
５９２－５９４，６３
４－６３５ 梅木田

５９２－５９４，６３
４－６３６ 梅木田

豊丘 神稲 うめのたいら 梅ノ平
１０８３９－１０８４
７，１０８５８－１０
８６１，１０８６３

梅ノ平
１０８３９－１０８４
７，１０８５８－１０
８６１，１０８６４

梅ノ平

豊丘 神稲 うるしがくぼ
うるしが久
保

１１１２２－１１１３
７

うるしが久
保

１１１２２－１１１３
８ うるしが久保

豊丘 神稲 うるしがくぼ 漆ヶ久保 ９７９５－９８００ 漆ヶ久保 ９７９５－９８０１ 漆ヶ久保

豊丘 神稲 うるしがさわ 漆ヶ沢 ６６６８－６６７５ 漆ヶ沢 ６６６８－６６７６ 漆ヶ沢

豊丘 神稲 うるしざわ 漆沢

１４３０－１５１７，
１５２０，２０１－２
０４，１－８，１８８
－１９４，１９８－
２００，２０９５－２
１００，３９５１－３
９５９，４９１６－４
９２４，４９３７－４
９４４，５１４６－５
１５０，５１５５，５
１５７－５１６１，５
１９０－５２１８，５
３１５－５３１７，５
３２１，５３２５－５
３２６，５３２８，５
３３３－５３４０，５
３５３，５３５５，５
３５８－５３５９，５
３６３－５３８２，５
３８７－５３９５

漆沢

１４３０－１５１７，
１５２０，２０１－２
０４，１－８，１８８
－１９４，１９８－
２００，２０９５－２
１００，３９５１－３
９５９，４９１６－４
９２４，４９３７－４
９４４，５１４６－５
１５０，５１５５，５
１５７－５１６１，５
１９０－５２１８，５
３１５－５３１７，５
３２１，５３２５－５
３２６，５３２８，５
３３３－５３４０，５
３５３，５３５５，５
３５８－５３５９，５
３６３－５３８２，５
３８７－５３９６

漆沢
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豊丘 神稲 ごうこう 江湖 １１９１５－ 江湖 １１９１６－ 江湖

豊丘 神稲 ごうこうやま 江湖山 ７６９５－ 江湖山 ７６９６－ 江湖山

豊丘 河野 えだ 枝
４２６０－４２６２，
４２６７－４２８６，
４２９１－４２９２

枝
４２６０－４２６２，
４２６７－４２８６，
４２９１－４２９３

枝

豊丘 河野 えださか 枝坂
４２０１，４２４８－
４２５１，４２５６－
４２５９，４２６６

枝坂
４２０１，４２４８－
４２５１，４２５６－
４２５９，４２６７

枝坂

豊丘 神稲 えのくぼ エノ久保
１０５５０－１０５５
１，１０５５３ エノ久保

１０５５０－１０５５
１，１０５５４ エノ久保

豊丘 神稲 えびすくぼ エビス久保 ６３５７－６３６５
エビス久
保

６３５７－６３６６ エビス久保

豊丘 河野 おいげのまつ 老毛ノ松
２２０８－２２１０，
２２１２－２２１５ 老毛ノ松

２２０８－２２１０，
２２１２－２２１６ 老毛ノ松

豊丘 神稲 おいのくぼ ヲイノ久保 ５６５３－５６５５ ヲイノ久保 ５６５３－５６５６ ヲイノ久保

豊丘 神稲 おおいけはら 大池原

１１５８３－１１５８
６，１１６２１－１１
６２３，１１６２５，
１１６２７，１１６７
１－１１６７２，１１
６７７－１１６８０，
８６１９－８７０６，
８７０８－８７３７，
８７３９－８７５５，
８７７０，８７７３－
８８３２，８８３５

大池原

１１５８３－１１５８
６，１１６２１－１１
６２３，１１６２５，
１１６２７，１１６７
１－１１６７２，１１
６７７－１１６８０，
８６１９－８７０６，
８７０８－８７３７，
８７３９－８７５５，
８７７０，８７７３－
８８３２，８８３６

大池原

豊丘 河野 おおいりやま 大入山 ７６２３－４２１？ 大入山 ７６２３－４２２？ 大入山

豊丘 河野 おおいわ 大岩
５５６０，５５６３－
５５６７ 大岩

５５６０，５５６３－
５５６８ 大岩

豊丘 神稲 おおいわ 大岩
８０９１，８０９５－
８０９６ 大岩

８０９１，８０９５－
８０９７ 大岩

豊丘 神稲 おおかど 大カド ４９９２－５０１５ 大カド ４９９２－５０１６ 大カド

豊丘 神稲 おおかや 大カヤ １０２１４－ 大カヤ １０２１５－ 大カヤ

豊丘 神稲 おおがや 大ガヤ
１０３７５，１０３９
３－１０３９８，１０
４０５－１０４１６

大ガヤ
１０３７５，１０３９
３－１０３９８，１０
４０５－１０４１７

大ガヤ

豊丘 河野 おおくぼ 大久保 ４５２６－４５４３ 大久保 ４５２６－４５４４ 大久保

豊丘 神稲 おおくぼ 大久保

５０８０，６１７１，
６３９１－６３９９，
１０５２０－１０５２
１

大久保

５０８０，６１７１，
６３９１－６３９９，
１０５２０－１０５２
２

大久保

豊丘 河野 おおさわ 大沢
６００７，６０２３－
６０２４ 大沢

６００７，６０２３－
６０２５ 大沢

豊丘 河野 おおさわぐち 大沢口
５９７２－５９９０，
５９９２－６００６，
６００８－６０２２

大沢口
５９７２－５９９０，
５９９２－６００６，
６００８－６０２３

大沢口
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豊丘 神稲 おおさわばた 大沢端
２５６９－２５９３，
２５９７－２６２３，
２６２８－２６２９

大沢端
２５６９－２５９３，
２５９７－２６２３，
２６２８－２６３０

大沢端

豊丘 河野 おおせまち 大畝町 ５９９－ 大畝町 ６００－ 大畝町

豊丘 神稲 おおせまち 大畝町 ６８５２－ 大畝町 ６８５３－ 大畝町

豊丘 河野 おおひら 大平
５２７８－５２８０，
５２８４－５２８６ 大平

５２７８－５２８０，
５２８４－５２８７ 大平

豊丘 神稲 おおだいら 大平

６２８３－６３０８，
６４１０－６４１１，
６４５９－６４６３，
１１２６９，１１４５
１－１１４２６，１１
４３７－１１４４２，
１１４６６

大平

６２８３－６３０８，
６４１０－６４１１，
６４５９－６４６３，
１１２６９，１１４５
１－１１４２６，１１
４３７－１１４４２，
１１４６７

大平

豊丘 河野
おおひらひか
げ

大平日影 ７５０７－７５１０ 大平日影 ７５０７－７５１１ 大平日影

豊丘 神稲 おおたき 大滝 １１４３４－ 大滝 １１４３５－ 大滝

豊丘 神稲 おおたに 大谷 ７９１２－７９１４ 大谷 ７９１２－７９１５ 大谷

豊丘 河野 おおつが 大ツガ ７６２４－ 大ツガ ７６２５－ 大ツガ

豊丘 河野 おおつかうえ 大塚上 ３７－５５ 大塚上 ３７－５６ 大塚上

豊丘 神稲 おおつほら 大津洞 ６６５４－６６６６ 大津洞 ６６５４－６６６７ 大津洞

豊丘 河野 おおで 大手
１１２１－１１２７，
１１３０－１１３３，
１１４１－１１４６

大手
１１２１－１１２７，
１１３０－１１３３，
１１４１－１１４７

大手

豊丘 神稲 おうで 王で ３５５３－３５５９ 王で ３５５３－３５６０ 王で

豊丘 神稲 おうでがくぼ 大手ヶ久保
４８７８－４８７９，
４８８４－４８９９，
４９０１－４９１５

大手ヶ久
保

４８７８－４８７９，
４８８４－４８９９，
４９０１－４９１６

大手ヶ久保

豊丘 神稲 おおなかま 大仲間 ９３９６－９４００ 大仲間 ９３９６－９４０１ 大仲間

豊丘 神稲 おおなぎ 大ナギ

７９０８－７９１１，
７９１５－７９１８，
５９５３－５９５５，
１１４５９－１１４６
０，１２２４３，９０
０６－９００８

大ナギ

７９０８－７９１１，
７９１５－７９１８，
５９５３－５９５５，
１１４５９－１１４６
０，１２２４３，９０
０６－９００９

大ナギ

豊丘 神稲 おおなわば 大縄場 ３２５１－３２６４ 大縄場 ３２５１－３２６５ 大縄場

豊丘 神稲 おおにし 大西 １０７７４－ 大西 １０７７５－ 大西

豊丘 神稲 おおの 大野 ５０８６－５１０５ 大野 ５０８６－５１０６ 大野

豊丘 神稲 おおのさわ 大ノ沢
４９１５－４９２８，
５１３６－５１３７ 大ノ沢

４９１５－４９２８，
５１３６－５１３８ 大ノ沢

豊丘 河野
おおのしんで
ん

大ノ新田
７９３１－７９３４，
７９３６－７９７４ 大ノ新田

７９３１－７９３４，
７９３６－７９７５ 大ノ新田

豊丘 神稲 おおのつるね 大野つるね
４９２５－４９３６，
５１６６－５１７０，
５１７５－５１８９

大野つる
ね

４９２５－４９３６，
５１６６－５１７０，
５１７５－５１９０

大野つるね
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豊丘 神稲 おおばた 大畑
１０１８３，１０１９
９，１０２１０－１０
２１２

大畑
１０１８３，１０１９
９，１０２１０－１０
２１３

大畑

豊丘 河野 おおはたおち 大畑落 大畑落 大畑落

豊丘 河野 おおばやし 大林 ３１３７ 大林 ３１３８ 大林

豊丘 神稲 おおはらがみ 大原神 大原神 大原神

豊丘 神稲 おおひかげ 大日影 ２３４２－ 大日影 ２３４３－ 大日影

豊丘 河野
おおひらかわ
ばた

大平川端
５２８１，５２８７－
５２８９ 大平川端

５２８１，５２８７－
５２９０ 大平川端

豊丘 神稲 おおぶち 大ブチ
９７５２，９７５５－
９７６０ 大ブチ

９７５２，９７５５－
９７６１ 大ブチ

豊丘 神稲 おおぼら 大洞
１０２１９，　１０２
２１ 大洞

１０２１９，　１０２
２２ 大洞

豊丘 河野 おおみちぞえ 大道添
６９２－６９４，６９
７，６９９ 大道添

６９２－６９４，６９
７，７００ 大道添

豊丘 神稲
おおまんさ
わ？

大満沢
１２５３１－１２６４
１ 大満沢

１２５３１－１２６４
２ 大満沢

豊丘 河野 おおみや 大宮
１５６２，１５７６－
１５７７，１５９６ 大宮

１５６２，１５７６－
１５７７，１５９７ 大宮

豊丘 河野 おおみやうえ 大宮上 １５８０－１５８３ 大宮上 １５８０－１５８４ 大宮上

豊丘 河野 おおみやおき 大宮沖

８４４１－８４６２，
８４６７－８４７８，
８４８１－８４８３，
８４８６－８４９０，
８４９２，８４９５－
８５０５，８９１７－
８９１８，８９２８，
８９３１，８９３５，
８９３９－９０１５，
９０８５－９０９７，
９０９９－９１５６，
９２２７－９２２８，
９２３３－９２６５，
９３２１－９３３４，
９３３９－９３７５，
９３８３－９４００，
９５０１－９５５０，
９６４９－９７１６，
９７２１－９８１０

大宮沖

８４４１－８４６２，
８４６７－８４７８，
８４８１－８４８３，
８４８６－８４９０，
８４９２，８４９５－
８５０５，８９１７－
８９１８，８９２８，
８９３１，８９３５，
８９３９－９０１５，
９０８５－９０９７，
９０９９－９１５６，
９２２７－９２２８，
９２３３－９２６５，
９３２１－９３３４，
９３３９－９３７５，
９３８３－９４００，
９５０１－９５５０，
９６４９－９７１６，
９７２１－９８１１

大宮沖

豊丘 河野 おおみやきた 大宮北
１１３４，１５８４－
１５９０ 大宮北

１１３４，１５８４－
１５９１ 大宮北

豊丘 河野 おおみやざわ 大宮沢 ７６１６－７６２２ 大宮沢 ７６１６－７６２３ 大宮沢

豊丘 河野 おおみやした 大宮下
１６５１－１６５３，
１５９７－１６０１，
１６５０

大宮下
１６５１－１６５３，
１５９７－１６０１，
１６５１

大宮下

豊丘 河野
おおみやしん
でん

大宮新田 ７９２０－７９３０ 大宮新田 ７９２０－７９３１ 大宮新田

豊丘 河野 おおみやまえ 大宮前

１６５４，１５５７－
１５６１，１５６３，
１６０２－１６１９，
１６４６－１６４９

大宮前

１６５４，１５５７－
１５６１，１５６３，
１６０２－１６１９，
１６４６－１６５０

大宮前
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豊丘 河野
おおみやみな
み

大宮南
１５６６，１５６８，
１５７０－１５７３ 大宮南

１５６６，１５６８，
１５７０－１５７４ 大宮南

豊丘 河野 おおみやよこ 大宮横 １５６４－１５６５ 大宮横 １５６４－１５６６ 大宮横

豊丘 河野 おおみやわき 大宮脇
１５６７，１５９１－
１５９５ 大宮脇

１５６７，１５９１－
１５９６ 大宮脇

豊丘 河野 おおやざわ 大矢沢 １０６１－１０９２ 大矢沢 １０６１－１０９３ 大矢沢

豊丘 河野
おおやざわぐ
ち

大矢沢口 １０６０，１０９３ 大矢沢口 １０６０，１０９４ 大矢沢口

豊丘 神稲 おおやま 大山
１０４２３－１０４２
９ 大山

１０４２３－１０４３
０ 大山

豊丘 神稲 おおよこやま 大横山 ８３８－ 大横山 ８３９－ 大横山

豊丘 神稲 おかみ ヲカミ
４６７２－４６７４，
１０５６２－１０５６
５

ヲカミ
４６７２－４６７４，
１０５６２－１０５６
６

ヲカミ

豊丘 神稲 こがめぼら 小亀洞 ５１３５－ 小亀洞 ５１３６－ 小亀洞

豊丘 神稲 おきがわら 沖川原 ９３８９－９３９３ 沖川原 ９３８９－９３９４ 沖川原

豊丘 神稲 おきなざか 翁坂 ７７５３－ 翁坂 ７７５４－ 翁坂

豊丘 神稲 おくない 奥内
１０９１５－１０９２
７ 奥内

１０９１５－１０９２
８ 奥内

豊丘 神稲 おくない ヲクナイ
１０９２９－１０９３
１ ヲクナイ

１０９２９－１０９３
２ ヲクナイ

豊丘 河野 おぐら 小倉
７４９１－７４９７，
７５０５－７５０６ 小倉

７４９１－７４９７，
７５０５－７５０７ 小倉

豊丘 河野 おぐらひかげ 小倉日影
７４８７－７４９０，
７４９８－７５０４ 小倉日影

７４８７－７４９０，
７４９８－７５０５ 小倉日影

豊丘 河野 おざき 尾崎 ７４６７－７４７５ 尾崎 ７４６７－７４７６ 尾崎

豊丘 神稲 ながた 長田 ６１７３－ 長田 ６１７４－ 長田

豊丘 河野 おしではら 押出原 １４５４－１４７４ 押出原 １４５４－１４７５ 押出原

豊丘 神稲 おしば ヲシバ
５４６１，５４９３－
５５００ ヲシバ

５４６１，５４９３－
５５０１ ヲシバ

豊丘 河野 おだ 小田 ３０３－３０４ 小田 ３０３－３０５ 小田

豊丘 神稲 おだ 小田
３４９１，３４９３，
３５０８－３５０９ 小田

３４９１，３４９３，
３５０８－３５１０ 小田

豊丘 河野
おつぞうだい
ら？

乙蔵平 ７３１０ー 乙蔵平 ７３１１ー 乙蔵平

豊丘 河野 おなしざわ 尾梨沢 ５９５５－ 尾梨沢 ５９５６－ 尾梨沢

豊丘 神稲 おにのくぼ 鬼ノ久保
１１２４７－１１２６
８，１１２７３－１１
２８３

鬼ノ久保
１１２４７－１１２６
８，１１２７３－１１
２８４

鬼ノ久保

豊丘 河野 こぬま 小沼 ６９３５－６９３７ 小沼 ６９３５－６９３８ 小沼

豊丘 河野 おのさしぼら 斧磋洞
３８３７，３９３９，
３９４４－３９４７，
３９５１－３９６１

斧磋洞
３８３７，３９３９，
３９４４－３９４７，
３９５１－３９６２

斧磋洞

豊丘 河野 おのさわ 小ノ沢 ３３４１－３３５２ 小ノ沢 ３３４１－３３５３ 小ノ沢

豊丘 河野 このま 小ノ間 ６９３８－ 小ノ間 ６９３９－ 小ノ間

豊丘 神稲 おのやま 小野山
１１９５６，　１１９
４７ 小野山

１１９５６，　１１９
４８ 小野山

豊丘 河野 おばた 尾畑
３３７５－３４００，
３５１９－３５２３，
３５２７

尾畑
３３７５－３４００，
３５１９－３５２３，
３５２８

尾畑
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豊丘 神稲 おばた ヲバタ １２５１３－ ヲバタ １２５１４－ ヲバタ

豊丘 河野 おばたした 尾畑下
３５２４－３５２５，
３５２９－３５３５ 尾畑下

３５２４－３５２５，
３５２９－３５３６ 尾畑下

豊丘 神稲 こはらいち 小原市
４００１－４０３２，
４１２９－４１３４，
３９６２－３９６３

小原市
４００１－４０３２，
４１２９－４１３４，
３９６２－３９６４

小原市

豊丘 神稲 こはらいち 小原一 ３９６９－４０００ 小原一 ３９６９－４００１ 小原一

豊丘 神稲
おやすみどこ
ろ

御休所 ４９００－ 御休所 ４９０１－ 御休所

豊丘 神稲 おりつるね ヲリツルネ
１１０７９－１１０８
１ ヲリツルネ

１１０７９－１１０８
２ ヲリツルネ

豊丘 河野 かいしょ 会所 ９８９２－ 会所 ９８９３－ 会所

豊丘 河野 かいと 垣外

１１９－１２０，１２
３－１２４，１２９
－１３９，１６１－
１７１，１７４，１８
６－１９６，７６８
－７６９，８０３，８
２７－８２９，８３
１，５６３６－５７６
０，４１７３，４１７
５－４１８８，４１９
４－４１９７，４１９
９，５７３２－５７３
４

垣外

１１９－１２０，１２
３－１２４，１２９
－１３９，１６１－
１７１，１７４，１８
６－１９６，７６８
－７６９，８０３，８
２７－８２９，８３
１，５６３６－５７６
０，４１７３，４１７
５－４１８８，４１９
４－４１９７，４１９
９，５７３２－５７３
５

垣外

豊丘 神稲 かいと 垣外

７２４８－７２４９，
４４０１－４４０７，
４３５２－４３５３，
４３８７－４４００，
２３７６－２３７７，
３８０３－３８０５，
３９１５－３９２５，
５４０３－５４０６，
１００３－１００５，
１０６４０－１０６４
２，１０６４７，１０
７７３，９９５４，９
９５９－９９６５，９
９６７

垣外

７２４８－７２４９，
４４０１－４４０７，
４３５２－４３５３，
４３８７－４４００，
２３７６－２３７７，
３８０３－３８０５，
３９１５－３９２５，
５４０３－５４０６，
１００３－１００５，
１０６４０－１０６４
２，１０６４７，１０
７７３，９９５４，９
９５９－９９６５，９
９６８

垣外

豊丘 神稲 かいと 開土 ２４８－２５７ 開土 ２４８－２５８ 開土

豊丘 神稲 かいおｔじり 垣外尻
７３２９－７３３４，
１２１２２，１２０９
０

垣外尻
７３２９－７３３４，
１２１２２，１２０９
１

垣外尻

豊丘 河野 かいとだ 垣外田 ８０５－８０６ 垣外田 ８０５－８０７ 垣外田

豊丘 河野 かいとばたうえ 開土畑上 ４６７２－ 開土畑上 ４６７３－ 開土畑上

豊丘 神稲 かいまがり カイマガリ
１０５３８－１０５６
１ カイマガリ

１０５３８－１０５６
２ カイマガリ

豊丘 神稲 かいもちだいら かい持平 ５６９６－５７０６ かい持平 ５６９６－５７０７ かい持平

豊丘 神稲 かいもちだいら カイモチ平
５６９６－５７０
６？

カイモチ
平

５６９６－５７０
７？ カイモチ平
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豊丘 神稲 かおり 磬
１１７４８－１１７４
９，１１７５１－１１
７５２

磬
１１７４８－１１７４
９，１１７５１－１１
７５３

磬

豊丘 神稲 かおり カホリ
１１７５３－１１７５
７ カホリ

１１７５３－１１７５
８ カホリ

豊丘 神稲 かおりがおか 薫ヶ岡 ８０９２－８０９３ 薫ヶ岡 ８０９２－８０９４ 薫ヶ岡

豊丘 神稲 かきがいと 柿垣外

５８４－５８５，５９
０，５９８－５９９，
６０１－６０２，６１
１

柿垣外

５８４－５８５，５９
０，５９８－５９９，
６０１－６０２，６１
２

柿垣外

豊丘 神稲 かきがいと 柿開土

４９８，５８９，５９
１－５９７，６００，
６０３－６０９，６１
０

柿開土

４９８，５８９，５９
１－５９７，６００，
６０３－６０９，６１
１

柿開土

豊丘 神稲 かきがいと 柿開外 ５８６－５８８ 柿開外 ５８６－５８９ 柿開外

豊丘 神稲
かきがいといえ
のうしろ

柿垣外家ノ
後

５９６，５９３－５９
４

柿垣外家
ノ後

５９６，５９３－５９
５ 柿垣外家ノ後

豊丘 河野 かぎがたいら 鍵ヶ平 ７６１５－ 鍵ヶ平 ７６１６－ 鍵ヶ平

豊丘 神稲 かきした 垣下 ７２５０－７２５２ 垣下 ７２５０－７２５３ 垣下

豊丘 神稲 かきだいら 柿平 ４０９２－４０９６ 柿平 ４０９２－４０９７ 柿平

豊丘 神稲 かきだいらした 柿平下 ３７２３－３７２６ 柿平下 ３７２３－３７２７ 柿平下

豊丘 神稲 かきのきだ 柿木田 ５４２０－ 柿木田 ５４２１－ 柿木田

豊丘 神稲 かきのきばた 柿木畑 ５４２１－ 柿木畑 ５４２２－ 柿木畑

豊丘 神稲 かきのさわ 柿ノ沢
１０９３６－１０９３
９ 柿ノ沢

１０９３６－１０９４
０ 柿ノ沢

豊丘 神稲 かくしだ カクシ田
１１４４３－１１４５
２ カクシ田

１１４４３－１１４５
３ カクシ田

豊丘 神稲 かくれだいら カクレ平 ５５５０－５５５４ カクレ平 ５５５０－５５５５ カクレ平

豊丘 神稲 かげだ 影田 ５４６９－ 影田 ５４７０－ 影田

豊丘 河野 かごた 篭田
３３０－３３４，３４
０－３４３ 篭田

３３０－３３４，３４
０－３４４ 篭田

豊丘 神稲 かしわばら 柏原

１２２４６－１２２７
０，１２２７５－１２
２８６，１２５１１－
１２５１２，１２０９
７－１２１２１，１２
１２４，１２１２７－
１２１３４，１２２３
２－１２２３３，８９
３５－８９５７，８９
６１－８９６２，９４
１３－９４１９，９４
２１－９４３８，９４
４０－９４４１，９４
５６－９４５７，９４
６５－９４７２

柏原

１２２４６－１２２７
０，１２２７５－１２
２８６，１２５１１－
１２５１２，１２０９
７－１２１２１，１２
１２４，１２１２７－
１２１３４，１２２３
２－１２２３３，８９
３５－８９５７，８９
６１－８９６２，９４
１３－９４１９，９４
２１－９４３８，９４
４０－９４４１，９４
５６－９４５７，９４
６５－９４７３

柏原

豊丘 河野 かじやつくり 鍛冶屋作り ５７７－
鍛冶屋作
り

５７８－ 鍛冶屋作り

豊丘 神稲 かじやつくり 鍛冶屋作り
鍛冶屋作
り

鍛冶屋作り
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豊丘 神稲 かしらなし 頭無

１２１３５－１２１４
１，１２２２４－１２
２３１，８９５８－８
９５９

頭無

１２１３５－１２１４
１，１２２２４－１２
２３１，８９５８－８
９６０

頭無

豊丘 神稲 かしわぎ 柏木
１０５２２－１０５２
６，１０５３２－１０
５３４，１０５８２

柏木
１０５２２－１０５２
６，１０５３２－１０
５３４，１０５８３

柏木

豊丘 神稲 かすが 春日
１１８７３－１１８７
４ 春日

１１８７３－１１８７
５ 春日

豊丘 神稲
かすがしゃの
みなみ

春日社ノ南 １１８９６－
春日社ノ
南

１１８９７－ 春日社ノ南

豊丘 河野 かざとおり 風通り ４４８０－４５２５ 風通り ４４８０－４５２６ 風通り

豊丘 河野 がっちとや ガツチトヤ ４４１３－４４１４ ガツチトヤ ４４１３－４４１５ ガツチトヤ

豊丘 河野 かどいし 角石
２３９４，２３９７－
２４１６，２３１１－
２３１８，２３６７

角石
２３９４，２３９７－
２４１６，２３１１－
２３１８，２３６８

角石

豊丘 神稲 すみた 角田 １０２２－１０４６ 角田 １０２２－１０４７ 角田

豊丘 神稲 かなたろう 加奈太郎 ５００－５１８ 加奈太郎 ５００－５１９ 加奈太郎

豊丘 神稲 かなやま 金山
７６３－７６８，７７
３ 金山

７６３－７６８，７７
４ 金山

豊丘 神稲
かなやまきのし
た

金山木ノ下
４３４３－４３４４，
４３４６－４３４９，
４３５１

金山木ノ
下

４３４３－４３４４，
４３４６－４３４９，
４３５２

金山木ノ下

豊丘 河野 かにさわ 蟹沢
７１３３－７１３６，
７３２４－７３２６ 蟹沢

７１３３－７１３６，
７３２４－７３２７ 蟹沢

豊丘 神稲 かにさわ 蟹沢
１１６６２－１１６６
６，８０９０ 蟹沢

１１６６２－１１６６
６，８０９１ 蟹沢

豊丘 神稲 かぶっちょ 株丁 ２５５２－２５６８ 株丁 ２５５２－２５６９ 株丁

豊丘 河野 かへびやま？ 蚊蛇山
５０６７－５０７２，
５０７８－５０８５ 蚊蛇山

５０６７－５０７２，
５０７８－５０８６ 蚊蛇山

豊丘 河野 かまがくぼ 釜ヶ久保
２３２０－２３５１，
２３５７－２３６６ 釜ヶ久保

２３２０－２３５１，
２３５７－２３６７ 釜ヶ久保

豊丘 神稲 かまがくぼ 釜ヶ久保
２６３７－２６６９，
２６７１－２６７５ 釜ヶ久保

２６３７－２６６９，
２６７１－２６７６ 釜ヶ久保

豊丘 河野 かまくぼ 釜久保 ２９０３－２９０４ 釜久保 ２９０３－２９０５ 釜久保

豊丘 神稲 かまさわ 釜沢 １２５１５－ 釜沢 １２５１６－ 釜沢

豊丘 河野 かまだ 鎌（鎗）田 ５９５－５９６ 鎌（鎗）田 ５９５－５９７ 鎌（鎗）田

豊丘 神稲 かまぬま 釜沼

１０３４３－１０３４
９，１０３６７－１０
３７４，１０３７６－
１０３７９，１０８８
７－１０８８９

釜沼

１０３４３－１０３４
９，１０３６７－１０
３７４，１０３７６－
１０３７９，１０８８
７－１０８９０

釜沼

豊丘 河野 かまば 釜場 ７４０８ 釜場 ７４０９ 釜場

豊丘 河野 かみあかさか 上赤坂 １５０１－１５０５ 上赤坂 １５０１－１５０６ 上赤坂

豊丘 河野 かみあかざわ 上赤沢 １５００－ 上赤沢 １５０１－ 上赤沢

豊丘 河野 かみあしくら 上足倉 ４４５４－ 上足倉 ４４５５－ 上足倉
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豊丘 神稲 かみうるしざわ 上漆沢

１５１８－１５１９，
１５２１－１５２８，
１５３０，１５７０，
２１０１－２１２０

上漆沢

１５１８－１５１９，
１５２１－１５２８，
１５３０，１５７０，
２１０１－２１２１

上漆沢

豊丘 神稲 かみかわら 上川原

９０２１－９０２５，
９１２８－９１３１，
９１３３－９１３６，
９１４０－９１４１，
９１４４－９１４５，
９１４７－９１４９，
９５９４－９３９５

上川原

９０２１－９０２５，
９１２８－９１３１，
９１３３－９１３６，
９１４０－９１４１，
９１４４－９１４５，
９１４７－９１４９，
９５９４－９３９６

上川原

豊丘 神稲
かみかわらじ
んげ

上河原堪下
６７４７，　９０２０
（湛か）

上河原堪
下

６７４７，　９０２１
（湛か） 上河原堪下

豊丘 河野 かみきおとし 上木落 １０３２－１０５０ 上木落 １０３２－１０５１ 上木落

豊丘 神稲 かみくぼ 上久保 ７８２０－ 上久保 ７８２１－ 上久保

豊丘 河野 かみくろや 上黒谷
２０９７－２０９９，
２１０１－２１１５ 上黒谷

２０９７－２０９９，
２１０１－２１１６ 上黒谷

豊丘 河野
かみこやしきぼ
ら

神子屋敷洞 ４８０５－４８２９
神子屋敷
洞

４８０５－４８３０ 神子屋敷洞

豊丘 河野 かみさかじり 上坂尻 ６５０，７５８ 上坂尻 ６５０，７５９ 上坂尻

豊丘 神稲 かみさはら 上左原

６１９１－６１９８，
６４１２－６４２４，
６４３０－６４３１，
６４３５－６４４４

上左原

６１９１－６１９８，
６４１２－６４２４，
６４３０－６４３１，
６４３５－６４４５

上左原

豊丘 神稲 かみしま 上島
３４２４－３４４２，
３４４７－３４６３ 上島

３４２４－３４４２，
３４４７－３４６４ 上島

豊丘 神稲 かみしま 上嶋
１２３４６－１２５０
８ 上嶋

１２３４６－１２５０
９ 上嶋

豊丘 神稲 かみだ カミダ
２４１７－２４２５，
２４３６ カミダ

２４１７－２４２５，
２４３７ カミダ

豊丘 神稲 かみだ 神田

２３２４，３７１１－
３７２２，１０７０２
－１０７０８，１０７
１６－１０７１８，１
１１２０－１１１２
１，１１１３８－１１
１４２

神田

２３２４，３７１１－
３７２２，１０７０２
－１０７０８，１０７
１６－１０７１８，１
１１２０－１１１２
１，１１１３８－１１
１４３

神田

豊丘 神稲 かみでら 上寺
７７４１－７７４８，
７７５０－７７５２ 上寺

７７４１－７７４８，
７７５０－７７５３ 上寺

豊丘 神稲 かみとなか 上戸中

５４６７，５４７０－
５４７４，５５２３，
５５３２，５５６５，
５５７７－５５８２

上戸中

５４６７，５４７０－
５４７４，５５２３，
５５３２，５５６５，
５５７７－５５８３

上戸中

豊丘 河野 かみのしろ 上ノ城
１１４７－１１６３，
１１８３－１１９４ 上ノ城

１１４７－１１６３，
１１８３－１１９５ 上ノ城

豊丘 河野
かみのしろにし
ひら

上ノ城西平 ７５７－
上ノ城西
平

７５８－ 上ノ城西平

豊丘 河野
かみのしろひ
なた

上ノ城日向 ９７８－
上ノ城日
向

９７９－ 上ノ城日向
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豊丘 神稲 かみのやど 神ノ宿 ９９０２－９９０６ 神ノ宿 ９９０２－９９０７ 神ノ宿

豊丘 河野 かみひゃくだ 上百田
５８８８－５８９２，
５８９６－５８９９ 上百田

５８８８－５８９２，
５８９６－５９００ 上百田

豊丘 河野
かみひゃくだい
のうえ

上百田井ノ
上

５８９３－５８９５
上百田井
ノ上

５８９３－５８９６ 上百田井ノ上

豊丘 神稲 かみまちやしき 上町屋敷 ６８０２－ 上町屋敷 ６８０３－ 上町屋敷

豊丘 神稲 かみやど 神谷戸
１０４９２，１０４９
４－１０５１７，１０
４９２

神谷戸
１０４９２，１０４９
４－１０５１７，１０
４９３

神谷戸

豊丘 神稲 かみやど 神宿
９９０２，９９０６，
９９１１，９９２０ 神宿

９９０２，９９０６，
９９１１，９９２１ 神宿

豊丘 神稲 かみよこやま 上横山
８５０－８８７，８９
３－８９５ 上横山

８５０－８８７，８９
３－８９６ 上横山

豊丘 河野 かめまつ 亀松 １０５５－１０５８ 亀松 １０５５－１０５９ 亀松

豊丘 河野 かめまつした 亀松下 １０５４－ 亀松下 １０５５－ 亀松下

豊丘 河野 かめまつぼら 亀松洞
４６３０－４６５４，
４６６１ 亀松洞

４６３０－４６５４，
４６６２ 亀松洞

豊丘 河野
かめまつほら
ぐち

亀松洞口 ４６６４－ 亀松洞口 ４６６５－ 亀松洞口

豊丘 河野 からさわ 唐沢

２８９３－２９０２，
２４２４－２４４４，
２８５－２９０，３３
６－３３９

唐沢

２８９３－２９０２，
２４２４－２４４４，
２８５－２９０，３３
６－３４０

唐沢

豊丘 河野 からすだ からす田 ７０４１－７０４２ からす田 ７０４１－７０４３ からす田

豊丘 神稲 からすだ からす田
７０４１－７０４４，
７０５６ からす田

７０４１－７０４４，
７０５７ からす田

豊丘 神稲 おだ 苧田
７２５７，７３０３－
７３０６ 苧田

７２５７，７３０３－
７３０７ 苧田

豊丘 神稲 おばたけ 苧畑 １０２００－ 苧畑 １０２０１－ 苧畑

豊丘 神稲 かわうそだ 川うそ田
１１４８１－１１４９
２ 川うそ田

１１４８１－１１４９
３ 川うそ田

豊丘 神稲 かわはた 川ハタ
１１２１４－１１２２
２ 川ハタ

１１２１４－１１２２
３ 川ハタ

豊丘 神稲 かわばた 川端 ５４５２－５４５４ 川端 ５４５２－５４５５ 川端

豊丘 神稲 かわばた 川バタ
１０６５１－１０６５
５ 川バタ

１０６５１－１０６５
６ 川バタ

豊丘 河野 かわら 川原 ９８８５ー 川原 ９８８６ー 川原

豊丘 神稲 かわら 川原

３６０６，３００７，
３７０７，３６２２－
３６２７，３６２９，
５４２８－５４３０，
５３９９－５４０１，
５４０８－５４０９，
５４２３－５４２６

川原

３６０６，３００７，
３７０７，３６２２－
３６２７，３６２９，
５４２８－５４３０，
５３９９－５４０１，
５４０８－５４０９，
５４２３－５４２７

川原

豊丘 河野 かわらだ 川原田
６９８６－６９８７，
６９９２ 川原田

６９８６－６９８７，
６９９３ 川原田

豊丘 神稲 かわらだ 川原田 ３６３０－３６４６ 川原田 ３６３０－３６４７ 川原田

豊丘 神稲 かわらげぐち 川原出口 ９０２７－９０２８ 川原出口 ９０２７－９０２９ 川原出口

豊丘 神稲
かんすけやし
き

勘助屋敷 ６７８１－６７８２ 勘助屋敷 ６７８１－６７８３ 勘助屋敷
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豊丘 神稲 かんだ 神田

２３２４，３７１１－
３７２２，１０７０２
－１０７０８，１０７
１６－１０７１８，１
１１２０－１１１２
１，１１１３８－１１
１４２１０７０２－１
０７０８，１０７１６
－１０７１８，１１１
２０－１１１２１，１
１１３８－１１１４２

神田

２３２４，３７１１－
３７２２，１０７０２
－１０７０８，１０７
１６－１０７１８，１
１１２０－１１１２
１，１１１３８－１１
１４２１０７０２－１
０７０８，１０７１６
－１０７１８，１１１
２０－１１１２１，１
１１３８－１１１４３

神田

豊丘 河野 かんのんあと 観音後 ７４３１－ 観音後 ７４３２－ 観音後

豊丘 河野 かんのんざか 観音坂 １５１－１５５ 観音坂 １５１－１５６ 観音坂

豊丘 河野 かんのんした 観音下
１４８－１５０，１５
６－１６０，２１７
－２１８，７４３４

観音下
１４８－１５０，１５
６－１６０，２１７
－２１８，７４３５

観音下

豊丘 河野 かんのんだ 観音田 ８８０－８８３ 観音田 ８８０－８８４ 観音田

豊丘 神稲 かんのんどう 観音堂 ２９０８－２９２７ 観音堂 ２９０８－２９２８ 観音堂

豊丘 神稲
かんのんどうし
た

観音堂下 ３０１３－ 観音堂下 ３０１４－ 観音堂下

豊丘 神稲 かんのんぼら カンノン洞 ５５５５－ カンノン洞 ５５５６－ カンノン洞

豊丘 河野 かんのんまえ 観音前 ７４３２－７４３３ 観音前 ７４３２－７４３４ 観音前

豊丘 河野 きおとし 木落 １０２２－１０３１ 木落 １０２２－１０３２ 木落

豊丘 神稲 きおとし 木落
９０４，１８３５－１
８４５ 木落

９０４，１８３５－１
８４６ 木落

豊丘 神稲
きくえもんがい
と

菊右衞門垣
外

８２５２－
菊右衞門
垣外

８２５３－ 菊右衞門垣外

豊丘 河野 きくしたいら 菊指平
６２２５－６２４２，
６２５０－６２９２ 菊指平

６２２５－６２４２，
６２５０－６２９３ 菊指平

豊丘 河野 きげんぼら キゲン洞 ７４０９－７４１５ キゲン洞 ７４０９－７４１６ キゲン洞

豊丘 神稲 かえりがくち 帰ヶ口
１０２８６－１０２８
８，１０３３９，１０
２１５

帰ヶ口
１０２８６－１０２８
８，１０３３９，１０
２１６

帰ヶ口

豊丘 神稲 きざはし キザハシ
４７９４－４７９９，
４８４３－４８４６ キザハシ

４７９４－４７９９，
４８４３－４８４７ キザハシ

豊丘 神稲
きたいけのだ
いら

北池ノ平 ２２４５－２２５０ 北池ノ平 ２２４５－２２５１ 北池ノ平

豊丘 神稲 きたいり 北入

７９８０－７９８１，
８０１０－８０２３，
８０２７，８０５１－
８０５６，８９７７－
８９７９

北入

７９８０－７９８１，
８０１０－８０２３，
８０２７，８０５１－
８０５６，８９７７－
８９８０

北入

豊丘 神稲 きたいりあめだ 北入雨田 ８０２４－８０２６ 北入雨田 ８０２４－８０２７ 北入雨田

豊丘 神稲 きたいりいわた 北入岩田 ８０４５－８０４７ 北入岩田 ８０４５－８０４８ 北入岩田

豊丘 神稲 きたいりまえだ 北入前田 ８０３３－８０４４ 北入前田 ８０３３－８０４５ 北入前田
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豊丘 河野 きたうら 北裏
１２８１－１２８３，
１２８７－１２８８ 北裏

１２８１－１２８３，
１２８７－１２８９ 北裏

豊丘 河野 きたがいと 北垣外
３０８３，３８１１－
３８３０，３８４８－
３８５７

北垣外
３０８３，３８１１－
３８３０，３８４８－
３８５８

北垣外

豊丘 神稲 きたがたした 北方下 ４１６６，　４１７４ 北方下 ４１６６，　４１７５ 北方下

豊丘 神稲 きたきど 北木戸
７９０２－７９０７，
１１８３８，１１８５
０

北木戸
７９０２－７９０７，
１１８３８，１１８５
１

北木戸

豊丘 河野 きたざわ 北沢 ３９７０－３９７５ 北沢 ３９７０－３９７６ 北沢

豊丘 神稲 きたざわ 北沢
２９５１－２９７６，
２９７８－２９８４ 北沢

２９５１－２９７６，
２９７８－２９８５ 北沢

豊丘 河野 きたざわいり 北沢入 ３９７６－３９７７ 北沢入 ３９７６－３９７８ 北沢入

豊丘 神稲 きたざわいり 北沢入 ２６８６－２６８８ 北沢入 ２６８６－２６８９ 北沢入

豊丘 河野
きたざわいりぐ
ち

北沢入口 ３９６４－３９６９ 北沢入口 ３９６４－３９７０ 北沢入口

豊丘 河野 きたざわぐち 北沢口 ３９０７－３９１１ 北沢口 ３９０７－３９１２ 北沢口

豊丘 河野
きたざわぐちみ
ちした

北沢口道下 ３９２５－
北沢口道
下

３９２６－ 北沢口道下

豊丘 神稲 きたざわち 北沢地 １１７４９－ 北沢地 １１７５０－ 北沢地

豊丘 河野 きたざわでぐち 北沢出口 ３９１２－３９１７ 北沢出口 ３９１２－３９１８ 北沢出口

豊丘 神稲 きたじ 北地
１１７４９，　１８，
１２ 北地

１１７４９，　１８，
１３ 北地

豊丘 河野 きたじょう 北城 ３７１０－３７２３ 北城 ３７１０－３７２４ 北城

豊丘 河野 きただいもん 北大門 ７５９－ 北大門 ７６０－ 北大門

豊丘 神稲 きただいら 北平
２９８５－３００５，
３００８，６０８８－
６０９０

北平
２９８５－３００５，
３００８，６０８８－
６０９１

北平

豊丘 神稲 きたつけやま 北付山 ５３６０－５３６２ 北付山 ５３６０－５３６３ 北付山

豊丘 神稲 きたのうえ 北ノ上 ５５８４ーロ 北ノ上 ５５８５ーロ 北ノ上

豊丘 神稲 きたのくち 北ノ口
５５０１－５５０３，
５５８３，５６０２，
５６１８－５６２３

北ノ口
５５０１－５５０３，
５５８３，５６０２，
５６１８－５６２４

北ノ口

豊丘 神稲 きたのくぼ 北ノ久保
１０４６２－１０４８
３，１０７５９－１０
７６４

北ノ久保
１０４６２－１０４８
３，１０７５９－１０
７６５

北ノ久保

豊丘 河野 きたのさわ 北ノ沢

２７４５－２７４６，
２７５０－２７５８，
３８４５－３８４６，
３８７２－３８７４，
３８８３－３８９０，
３９１９－３９２４

北ノ沢

２７４５－２７４６，
２７５０－２７５８，
３８４５－３８４６，
３８７２－３８７４，
３８８３－３８９０，
３９１９－３９２５

北ノ沢

豊丘 神稲 きたのさわ 北ノ沢

２８１９－２８２２，
５０３２－５０５７，
９５２０－９５２９，
９５３１－９５４４，
９５５１－９５６５

北ノ沢

２８１９－２８２２，
５０３２－５０５７，
９５２０－９５２９，
９５３１－９５４４，
９５５１－９５６６

北ノ沢

豊丘 神稲
きたのさわさか
うえ

北ノ沢坂上 ９５３０－
北ノ沢坂
上

９５３１－ 北ノ沢坂上
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豊丘 神稲 きたのたいら 北ノ平 １０６２３－ 北ノ平 １０６２４－ 北ノ平

豊丘 神稲 きたのはた 北ノ畑 ４７２９－４７３９ 北ノ畑 ４７２９－４７４０ 北ノ畑

豊丘 河野 きたのほら 北ノ洞 ３９４９－３９５０ 北ノ洞 ３９４９－３９５１ 北ノ洞

豊丘 河野 きたのほら 北之洞 ７１９９－７２０１ 北之洞 ７１９９－７２０２ 北之洞

豊丘 神稲 きたのまき 北ノ牧
２４２６－２４２７，
２４３４－２４３５ 北ノ牧

２４２６－２４２７，
２４３４－２４３６ 北ノ牧

豊丘 神稲 きたのわき 北ノ脇 ４８１９－ 北ノ脇 ４８２０－ 北ノ脇

豊丘 神稲 きだはし きだはし
１１２０７，　１１２
０９ きだはし

１１２０７，　１１２
１０ きだはし

豊丘 河野 きたはば 北羽場 ４２０２－４２０６ 北羽場 ４２０２－４２０７ 北羽場

豊丘 神稲 きたばやし 北林
１１２０６－１１２１
１ 北林

１１２０６－１１２１
２ 北林

豊丘 神稲 きたはら 北原

８０９８－８１００，
８１０２－８１０４，
８１０６－８１４７，
８１５２－８１６７

北原

８０９８－８１００，
８１０２－８１０４，
８１０６－８１４７，
８１５２－８１６８

北原

豊丘 河野 きたはんざき 北半崎
３２１１－３２１３，
３２０４－３２１０ 北半崎

３２１１－３２１３，
３２０４－３２１１ 北半崎

豊丘 神稲 きたほうげ 北方下 ４１６６，４１７４ 北方下 ４１６６，４１７５ 北方下

豊丘 神稲 きたほうげ 北法化

８０１０１，８０１０
５，８０９８－８１０
６，８１２８－８１３
９

北法化

８０１０１，８０１０
５，８０９８－８１０
６，８１２８－８１４
０

北法化

豊丘 神稲 きあほうげ 北法外
１１７９２，　１１８
０５，１１８１０，１
１８１６，１１８２５

北法外
１１７９２，　１１８
０５，１１８１０，１
１８１６，１１８２６

北法外

豊丘 神稲 きたほうげ 北方外 １１８２６－ 北方外 １１８２７－ 北方外

豊丘 神稲 きたぼら 北洞 ６０９６－６１０４ 北洞 ６０９６－６１０５ 北洞

豊丘 河野 きたのほら 北ノ洞 ３９４９－３９５０ 北ノ洞 ３９４９－３９５１ 北ノ洞

豊丘 河野 きたほらぐち 北洞口 ４４３５－４４４４ 北洞口 ４４３５－４４４５ 北洞口

豊丘 河野 きつねづか 狐塚
１９４５，３９７９－
３９８１ 狐塚

１９４５，３９７９－
３９８２ 狐塚

豊丘 神稲 きめんざん 鬼面山 １２５２３－ 鬼面山 １２５２４－ 鬼面山

豊丘 神稲 きゅうけんわり 九間割
９２９０，９２９５－
９３３４，９３３６－
９３８８

九間割
９２９０，９２９５－
９３３４，９３３６－
９３８９

九間割

豊丘 河野 きょうぎし 経岸 ２０３９－ 経岸 ２０４０－ 経岸

豊丘 神稲
ぎょうぜんざ
わ？

行前沢 １０１８２－ 行前沢 １０１８３－ 行前沢

豊丘 神稲
ぎょうぜんざ
わ？

行前
１０３４０－１０３４
１ 行前

１０３４０－１０３４
２ 行前

豊丘 河野 きょうづか 経塚

３２２６－３２５７，
３３２８－３３３９，
３１６７－３１７０，
３１８２－３２０３，
２２８４－２３１０，
５０４５－５０５０，
５０５３－５０６２，
５４９４－５４９６

経塚

３２２６－３２５７，
３３２８－３３３９，
３１６７－３１７０，
３１８２－３２０３，
２２８４－２３１０，
５０４５－５０５０，
５０５３－５０６２，
５４９４－５４９７

経塚



21

21 ページ

豊丘 河野 きょうづかさか 経塚坂 ３１７１－３１７３ 経塚坂 ３１７１－３１７４ 経塚坂

豊丘 神稲 ぎょうとおりい 行通井 １０３４２－ 行通井 １０３４３－ 行通井

豊丘 河野 きりいし 切石 ３８８２－ 切石 ３８８３－ 切石

豊丘 神稲 きりばた 切畑 ２６９０－２６９２ 切畑 ２６９０－２６９３ 切畑

豊丘 河野 きりやま 切山
３８０６－３８０７，
３９６３ 切山

３８０６－３８０７，
３９６４ 切山

豊丘 河野 きりやま 桐山 ５３６９－５３７５ 桐山 ５３６９－５３７６ 桐山

豊丘 神稲 きりやま 桐山 ２６８４－２６８５ 桐山 ２６８４－２６８６ 桐山

豊丘 河野 きりやまさわ 切山沢

６３９４－６３９６，
６４９７－６４９８，
６５０２－６６０２，
６６３４－６６４２，
６６８０－６６９２

切山沢

６３９４－６３９６，
６４９７－６４９８，
６５０２－６６０２，
６６３４－６６４２，
６６８０－６６９３

切山沢

豊丘 神稲 きりやまさわ 切山沢 ５６２７－５６２８ 切山沢 ５６２７－５６２９ 切山沢

豊丘 河野
きりやまさわよ
こみち

切山沢横道 ６４６１－
切山沢横
道

６４６２－ 切山沢横道

豊丘 神稲
きんえもんがい
と

金右衞門垣
外

８１０６，８１１２－
８１１５

金右衞門
垣外

８１０６，８１１２－
８１１６ 金右衞門垣外

豊丘 神稲 きんえもんざか 金右衞門坂
１１６６７－１１６７
０，１１７３０

金右衞門
坂

１１６６７－１１６７
０，１１７３１ 金右衞門坂

豊丘 神稲 きんぞうざか 金三坂
２７８８－２７８９，
２８１５ 金三坂

２７８８－２７８９，
２８１６ 金三坂

豊丘 神稲 きんようだ 希んよう田 ７１３８－７１４９
希んよう
田

７１３８－７１５０ 希んよう田

豊丘 神稲 くいて 杭手
２０７１，２０７３，
２１２１－２１６０ 杭手

２０７１，２０７３，
２１２１－２１６１ 杭手

豊丘 河野 くじめん クジメン
５５７４，５５７６，
５５７８ クジメン

５５７４，５５７６，
５５７９ クジメン

豊丘 神稲 くやせ 久称世 ３５０１－３５０６ 久称世 ３５０１－３５０７ 久称世

豊丘 神稲 くせまち 九畝町 ４００－ 九畝町 ４０１－ 九畝町

豊丘 河野 くぞうだいら 久蔵平 ７３１０－ 久蔵平 ７３１１－ 久蔵平

豊丘 神稲 くたつさわ クタツ沢 ５６３１－５６５２ クタツ沢 ５６３１－５６５３ クタツ沢

豊丘 神稲 くたつした クタツ下 ５６３２，　５６３５ クタツ下 ５６３２，　５６３６ クタツ下

豊丘 河野 くねぞえ 久根添
２６９－２８２，２９
１－３０２ 久根添

２６９－２８２，２９
１－３０３ 久根添

豊丘 河野 くねぞえ クネ（子）添
４１４６－４１５９，
４１６８

クネ（子）
添

４１４６－４１５９，
４１６９ クネ（子）添

豊丘 神稲 くぼ 久保

６８２８，６８５０－
６８５１，６８５３，
７８２０，７８４６，
７８４８－７８５０，
３１７－３３０，３８
８

久保

６８２８，６８５０－
６８５１，６８５３，
７８２０，７８４６，
７８４８－７８５０，
３１７－３３０，３８
９

久保

豊丘 神稲 くぼぐち 久保口
１００２３－１００２
８，１０１３６，１０
２２２

久保口
１００２３－１００２
８，１０１３６，１０
２２３

久保口

豊丘 神稲 くぼじり 久保尻

６７３９，６７３４，
６７５０－６７５１，
６７４０，６７５０－
６７５１

久保尻

６７３９，６７３４，
６７５０－６７５１，
６７４０，６７５０－
６７５２

久保尻
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豊丘 河野 くぼた 久保田

２６０７－２６１５，
５１４，５２７－５２
９，６２２－６２４，
６７９－６８７，６９
９０－６９９１

久保田

２６０７－２６１５，
５１４，５２７－５２
９，６２２－６２４，
６７９－６８７，６９
９０－６９９２

久保田

豊丘 神稲 くぼた 久保田

６７３９，６７３４，
６７５０－６７５１，
６７４０，６７５０－
６７５１

久保田

６７３９，６７３４，
６７５０－６７５１，
６７４０，６７５０－
６７５２

久保田

豊丘 河野 くぼばた 久保畑
３５０９－３５１８，
６９９９－７００４ 久保畑

３５０９－３５１８，
６９９９－７００５ 久保畑

豊丘 神稲 くまなみ 熊波
７１０３－７１０８，
７１５０－７１５２ 熊波

７１０３－７１０８，
７１５０－７１５３ 熊波

豊丘 河野 くまのかわ 熊ノ皮 ２６４３－２６５７ 熊ノ皮 ２６４３－２６５８ 熊ノ皮

豊丘 河野 くまのかわおき 熊の皮沖 ８２１４－８２４３ 熊の皮沖 ８２１４－８２４４ 熊の皮沖

豊丘 河野 くまのなみ？ 熊ノ波 ２６４３－２６５７ 熊ノ波 ２６４３－２６５８ 熊ノ波

豊丘 河野 くまのさわ 熊の沢
７０４６－７０５８，
７１２０－７１３２ 熊の沢

７０４６－７０５８，
７１２０－７１３３ 熊の沢

豊丘 神稲 くめじ 給米地 ９３４９，　９４０９ 給米地 ９３４９，　９４１０ 給米地

豊丘 神稲 くらがり くらがり ５５４９－ くらがり ５５５０－ くらがり

豊丘 神稲 くらくぼ 倉久保
５８１７－５８２４，
５９６３－５９７３ 倉久保

５８１７－５８２４，
５９６３－５９７４ 倉久保

豊丘 神稲 くらのかいと 蔵之垣外 ４０２－ 蔵之垣外 ４０３－ 蔵之垣外

豊丘 神稲 くらのかいと 蔵之開外 １０９２－１１１８ 蔵之開外 １０９２－１１１９ 蔵之開外

豊丘 神稲 くるまざか 車坂

１１６１６－１１６２
０，１１６２４，１１
６２６，１１６２８－
１１６３１

車坂

１１６１６－１１６２
０，１１６２４，１１
６２６，１１６２８－
１１６３２

車坂

豊丘 河野 くるみざわ 胡桃沢

４６１２－４６２９，
４６５５－４６６０，
４６６２，４６６９－
４６７１，４６７３－
４７０４，４７０８－
４７０９，４７１１－
４７２３，４７２９－
４７３０，４７３３－
４７３４，４７４６－
４７６１，４７６８－
４７７９，４７９２－
４７９４，４８６０

胡桃沢

４６１２－４６２９，
４６５５－４６６０，
４６６２，４６６９－
４６７１，４６７３－
４７０４，４７０８－
４７０９，４７１１－
４７２３，４７２９－
４７３０，４７３３－
４７３４，４７４６－
４７６１，４７６８－
４７７９，４７９２－
４７９４，４８６１

胡桃沢

豊丘 河野
くるみざわにし
ぼら

胡桃沢西洞
４７６２－４７６４，
４７６６－４７６７

胡桃沢西
洞

４７６２－４７６４，
４７６６－４７６８ 胡桃沢西洞

豊丘 河野 くるみさわほら 胡桃沢洞 ７３５２－７３５５ 胡桃沢洞 ７３５２－７３５６ 胡桃沢洞

豊丘 神稲 くれぬま 呉沼 ７２９１－７２９３ 呉沼 ７２９１－７２９４ 呉沼

豊丘 神稲 くろうひらた 九郎平田 ６９５４－６９５５ 九郎平田 ６９５４－６９５６ 九郎平田
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豊丘 河野 くろさわ 黒沢
４０２１－４０２８，
５９５６－５９５８ 黒沢

４０２１－４０２８，
５９５６－５９５９ 黒沢

豊丘 河野
くろさわあいい
うえ

黒沢合井上 ４０６０－４０６１
黒沢合井
上

４０６０－４０６２ 黒沢合井上

豊丘 河野 くろや 黒谷

２０４０－２０４５，
２０５２－２０８９，
１３６２－１３６７，
１５１１－１５１６

黒谷

２０４０－２０４５，
２０５２－２０８９，
１３６２－１３６７，
１５１１－１５１７

黒谷

豊丘 河野 くろやいうえ 黒谷井上 ２０４６－ 黒谷井上 ２０４７－ 黒谷井上

豊丘 神稲 ぐんがいと 軍垣外
３８８９－３８９１，
３８９３－３８９４，
３９０１－３９１０

軍垣外
３８８９－３８９１，
３８９３－３８９４，
３９０１－３９１１

軍垣外

豊丘 神稲 けかちはら ケカチ原
１２２１０－１２２１
４，１２２２３，８９
６３－８９７６

ケカチ原
１２２１０－１２２１
４，１２２２３，８９
６３－８９７７

ケカチ原

豊丘 神稲 けかちはら ケカチハラ
１２１４３－１２１５
１

ケカチハ
ラ

１２１４３－１２１５
２ ケカチハラ

豊丘 河野 げんしょうまえ 源庄前 ５９７－５９８ 源庄前 ５９７－５９９ 源庄前

豊丘 河野 げんしょうまえ 源荘前 ６２５－６２８ 源荘前 ６２５－６２９ 源荘前

豊丘 河野 げんただ 源太田 ７１５－ 源太田 ７１６－ 源太田

豊丘 神稲 げんどうじ 玄道寺

１２０３５－１２０５
３，１２０７８－１２
０８８，８８７１－８
８７４，８９１８－８
９１９

玄道寺

１２０３５－１２０５
３，１２０７８－１２
０８８，８８７１－８
８７４，８９１８－８
９２０

玄道寺

豊丘 河野 げんろくだ 源六田
４３１１，４３５７，
４３５９－４３６２ 源六田

４３１１，４３５７，
４３５９－４３６３ 源六田

豊丘 河野
げんろくだおち
いうえ

源六田落井
上

４３７７－
源六田落
井上

４３７８－ 源六田落井上

豊丘 河野 こいけ 小池 ４０７７－４０９０ 小池 ４０７７－４０９１ 小池

豊丘 神稲 こいしみね 小石峯 １２５１０－ 小石峯 １２５１１－ 小石峯

豊丘 河野 こういちやしき 興市屋敷 ６１８６－６１９５ 興市屋敷 ６１８６－６１９６ 興市屋敷

豊丘 神稲 こいわした 小岩下 ５５５６－５５５７ 小岩下 ５５５６－５５５８ 小岩下

豊丘 神稲 こうがいと 工垣外
８２２９－８２３３，
８２３９－８２４２ 工垣外

８２２９－８２３３，
８２３９－８２４３ 工垣外

豊丘 神稲 こうさいじ 向西寺 ７８７０－ 向西寺 ７８７１－ 向西寺

豊丘 神稲 こうじ 小路
１３６４－１３６７，
１４０１－１４１６ 小路

１３６４－１３６７，
１４０１－１４１７ 小路

豊丘 河野 こうじかど 甲子角 ４８３９－ 甲子角 ４８４０－ 甲子角

豊丘 河野 よしろうだ 與四郎田 ６１４３－ 與四郎田 ６１４４－ 與四郎田

豊丘 神稲 こうしんうら 庚申裏 ８０８９－ 庚申裏 ８０９０－ 庚申裏

豊丘 神稲 ごうす 郷須 ７２５４－７２５５ 郷須 ７２５４－７２５６ 郷須

豊丘 神稲 こがいと 小垣外

２５６８，２７４７，
２７４３－２７４４，
２７５５－２７７０，
２７７３－２７８７，
２８００

小垣外

２５６８，２７４７，
２７４３－２７４４，
２７５５－２７７０，
２７７３－２７８７，
２８０１

小垣外
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豊丘 神稲 こぐるみ 小胡桃
１２２１５－１２２２
２，１２２３４－１２
２４２

小胡桃
１２２１５－１２２２
２，１２２３４－１２
２４３

小胡桃

豊丘 神稲 こぐるみ 小グルミ ８９６０－ 小グルミ ８９６１－ 小グルミ

豊丘 河野 こしぶがわ 小渋川 小渋川 小渋川

豊丘 河野 ごけんいそと 五間井外
７８４０－７８７８，
７８８１－７９１９ 五間井外

７８４０－７８７８，
７８８１－７９２０ 五間井外

豊丘 神稲 こしまえ コシ前 ２０１２－２０１５ コシ前 ２０１２－２０１６ コシ前

豊丘 神稲 こしまえ 腰前 ２００３－ 腰前 ２００４－ 腰前

豊丘 河野 こしまえ 越前
５８９－５９１，６３
６－６４１ 越前

５８９－５９１，６３
６－６４２ 越前

豊丘 神稲 こしまえ 古志前 ２００８－２０１０ 古志前 ２００８－２０１１ 古志前

豊丘 神稲 こずかいだ 小使田 ８１９９－ 小使田 ８２００－ 小使田

豊丘 神稲 こすぎやま 小杉山
７９１，２０５２－２
２７７ 小杉山

７９１，２０５２－２
２７８ 小杉山

豊丘 神稲 こせ 小瀬 ７７５９，　７８１５ 小瀬 ７７５９，　７８１６ 小瀬

豊丘 神稲 こせ 古瀬 ７７６９－７７８６ 古瀬 ７７６９－７７８７ 古瀬

豊丘 神稲 こせだ 古瀬田

７６５８－７６６０，
６８８７－６８９２，
６９２８－６９３０，
６９３８－６９４２，
６９５６－６９６０，
７０３５－７０３９

古瀬田

７６５８－７６６０，
６８８７－６８９２，
６９２８－６９３０，
６９３８－６９４２，
６９５６－６９６０，
７０３５－７０４０

古瀬田

豊丘 神稲 こせだ 小瀬田
７７１０－７７１３，
７７０９ 小瀬田

７７１０－７７１３，
７７１０ 小瀬田

豊丘 河野 こたに 古谷
７５８５－７５８７，
７５９６－７５９９ 古谷

７５８５－７５８７，
７５９６－７６００ 古谷

豊丘 河野 ごたんだ 五反田
１６６５－１６６６，
１６６８－１６７８ 五反田

１６６５－１６６６，
１６６８－１６７９ 五反田

豊丘 神稲 ごたんだ 五反田
５５７－５６１，５６
３－５６５ 五反田

５５７－５６１，５６
３－５６６ 五反田

豊丘 神稲 こぬま 小沼 ２９７７－ 小沼 ２９７８－ 小沼

豊丘 神稲 このま コノマ ６３８０－６３８６ コノマ ６３８０－６３８７ コノマ

豊丘 河野 こばた 小畑 小畑 小畑

豊丘 神稲 こべたろう 小部太郎

３９３６，３９４３，
３９３８，３９４３，
３９４５－３９４６，
３９５０

小部太郎

３９３６，３９４３，
３９３８，３９４３，
３９４５－３９４６，
３９５１

小部太郎

豊丘 神稲 こべたろう 小ベ太郎

３９３４－３９５０，
３９３６，３９３８，
３９３４，３９３６，
３９３９，３９４１

小ベ太郎

３９３４－３９５０，
３９３６，３９３８，
３９３４，３９３６，
３９３９，３９４２

小ベ太郎

豊丘 河野 こまざわ 駒沢
１５０６－１５１０，
６１１５－６１１８，
６１３１

駒沢
１５０６－１５１０，
６１１５－６１１８，
６１３２

駒沢

豊丘 河野 こまざわさか 駒沢坂
１４０５－１４０８，
１４１１ 駒沢坂

１４０５－１４０８，
１４１２ 駒沢坂

豊丘 神稲 こやしき 小屋敷 ７７５５－７７５６ 小屋敷 ７７５５－７７５７ 小屋敷

豊丘 河野 ころとりば コリ取場 ６７－７０ コリ取場 ６７－７１ コリ取場
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豊丘 神稲 ごりょうりん 御料林 １２５２４ー 御料林 １２５２５ー 御料林

豊丘 神稲 ごろうくぼ 五郎久保
１００１１－１００８
８ 五郎久保

１００１１－１００８
９ 五郎久保

豊丘 河野 ごろくばし 五六
５４７２－５４８１，
５１８３ 五六

５４７２－５４８１，
５１８４ 五六

豊丘 神稲 ごろくばし 五六橋
７０６７－７０６９，
７０７２，７６８３，
７０８３－７０８８

五六橋
７０６７－７０６９，
７０７２，７６８３，
７０８３－７０８９

五六橋

豊丘 河野 さいのかみ 妻ノ上 ６２４９－ 妻ノ上 ６２５０－ 妻ノ上

豊丘 神稲 さいのかみ 妻の神 １９２９－ 妻の神 １９３０－ 妻の神

豊丘 神稲 さか 坂 ６２３９－６２４０ 坂 ６２３９－６２４１ 坂

豊丘 神稲 さかいなし 境なし

７３６９－７３７２，
４０１，４０３，４２
５－４２９，３９４
－４００

境なし

７３６９－７３７２，
４０１，４０３，４２
５－４２９，３９４
－４０１

境なし

豊丘 神稲 さかいなし 境無
１２１７３－１２１７
４ 境無

１２１７３－１２１７
５ 境無

豊丘 神稲 さかいのくち 堺ノ口 ２３２７－２３２９ 堺ノ口 ２３２７－２３３０ 堺ノ口

豊丘 神稲
さかがしらおお
いけはら

坂頭大池原
１１６７３－１１６７
６

坂頭大池
原

１１６７３－１１６７
７ 坂頭大池原

豊丘 神稲 さかじま 坂島 ６５８０－６６５１ 坂島 ６５８０－６６５２ 坂島

豊丘 河野 さかじり 坂尻
７４４３，７４４７，
７４５２－７４５６ 坂尻

７４４３，７４４７，
７４５２－７４５７ 坂尻

豊丘 神稲 さかじり 坂尻 １１７４３－ 坂尻 １１７４４－ 坂尻

豊丘 神稲 さかすそ 坂スソ ４８４１－４８４２ 坂スソ ４８４１－４８４３ 坂スソ

豊丘 神稲 さかのうえ 坂ノ上 １１１５９－ 坂ノ上 １１１６０－ 坂ノ上

豊丘 神稲 さかのした 坂ノ下
１１１４３－１１１５
８，１１１６０－１１
１６２

坂ノ下
１１１４３－１１１５
８，１１１６０－１１
１６３

坂ノ下

豊丘 河野 さかのすそ 坂ノ裾 ４５４４－４５６３ 坂ノ裾 ４５４４－４５６４ 坂ノ裾

豊丘 神稲 さがり サガリ ４７７６－４７９３ サガリ ４７７６－４７９４ サガリ

豊丘 神稲 さくらかいと 桜開土 １７６６－１７９３ 桜開土 １７６６－１７９４ 桜開土

豊丘 河野 さくらぎさわ 桜木沢 ５９５９－５９６４ 桜木沢 ５９５９－５９６５ 桜木沢

豊丘 河野 さくらざわ 桜沢 ５８５６－５８５８ 桜沢 ５８５６－５８５９ 桜沢

豊丘 河野 さくらしみず 桜清水 ３７２４－３７３１ 桜清水 ３７２４－３７３２ 桜清水

豊丘 河野 さくらだ 桜田 ７４１８－７４２３ 桜田 ７４１８－７４２４ 桜田

豊丘 河野 さけのみば 酒呑場 ９９３－９９５ 酒呑場 ９９３－９９６ 酒呑場

豊丘 神稲 ささくぼ 笹久保
２３７８－２４１６，
２４３０－２４３４ 笹久保

２３７８－２４１６，
２４３０－２４３５ 笹久保

豊丘 神稲 ささくぼやま 笹久保山 １２５２７－ 笹久保山 １２５２８－ 笹久保山

豊丘 河野 ささみだいら 笹見平

５１９０，５２３７，
５２４２，５２４７，
５２５０－５２５１，
５２７５

笹見平

５１９０，５２３７，
５２４２，５２４７，
５２５０－５２５１，
５２７６

笹見平

豊丘 神稲 さしば サシバ １９３７－１９４１ サシバ １９３７－１９４２ サシバ

豊丘 河野 さときたやま 里北山
４４６６－４４６
８？ 里北山

４４６６－４４６
９？ 里北山
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豊丘 神稲 さはらじり 左原尻

５６８１－５６８３，
５６８７，６１０５－
６１０６，６１１４－
６１１６

左原尻

５６８１－５６８３，
５６８７，６１０５－
６１０６，６１１４－
６１１７

左原尻

豊丘 河野 さはらみち 左原道
４９６３－４９７１，
４９７３－４９７４ 左原道

４９６３－４９７１，
４９７３－４９７５ 左原道

豊丘 神稲 さるくら 猿倉
２７９０－２７９９，
２８０１－２７１４ 猿倉

２７９０－２７９９，
２８０１－２７１５ 猿倉

豊丘 河野 さるくらぐち 猿倉口 ７５１１－７５２１ 猿倉口 ７５１１－７５２２ 猿倉口

豊丘 河野 さわ 澤 ９１２－９１３ 澤 ９１２－９１４ 澤

豊丘 河野 さわ 沢
７１－８６？，９１
０ 沢

７１－８６？，９１
１ 沢

豊丘 神稲 さわ 沢

５８４９－５８５１，
５８５５－５８６２，
６２３０－６２３８，
６３４７－６３５６

沢

５８４９－５８５１，
５８５５－５８６２，
６２３０－６２３８，
６３４７－６３５７

沢

豊丘 神稲 さわ 澤 ９４３９－ 澤 ９４４０－ 澤

豊丘 神稲 さわじり 沢尻
１０９９９－１１００
２ 沢尻

１０９９９－１１００
３ 沢尻

豊丘 河野 さわのうえ 沢ノ上
９１４，９５０－９５
８ 沢ノ上

９１４，９５０－９５
９ 沢ノ上

豊丘 神稲 さわのしり 沢ノ尻
１０９８８－１０９８
９ 沢ノ尻

１０９８８－１０９９
０ 沢ノ尻

豊丘 神稲 さんこうぼら 三光洞
７６９３－７６９４，
１１９１３－１１９１
５

三光洞
７６９３－７６９４，
１１９１３－１１９１
６

三光洞

豊丘 河野 さんしゃがいと 三社垣外
５６１５－５６２０，
５６２２－５６２６ 三社垣外

５６１５－５６２０，
５６２２－５６２７ 三社垣外

豊丘 神稲 さんせまちだ 三畝町田 ６９５１－ 三畝町田 ６９５２－ 三畝町田

豊丘 神稲 さんたんだ 三反田
６９９８－７００３，
１２９９－１３０６ 三反田

６９９８－７００３，
１２９９－１３０７ 三反田

豊丘 神稲 さんのう 山王 ５１，　７７９９ 山王 ５１，　７８００ 山王

豊丘 神稲 さんのうした 山王下
７７８１－７７９８，
７８００ 山王下

７７８１－７７９８，
７８０１ 山王下

豊丘 神稲 さんのうしみず 山王清水 ６８８５イ 山王清水 ６８８６イ 山王清水

豊丘 神稲 さんのうだ 山王田
６８８０－６８８４，
６８８５，６８９３ 山王田

６８８０－６８８４，
６８８５，６８９４ 山王田

豊丘 河野 さんのせ 三ノ瀬 三ノ瀬 三ノ瀬

豊丘 神稲
じおんいんけ
いだい

慈恩院境内 ７７５７－
慈恩院境
内

７７５８－ 慈恩院境内

豊丘 神稲 しかのくち 鹿ノ口
２６２４－２６２７，
２６３０ 鹿ノ口

２６２４－２６２７，
２６３１ 鹿ノ口

豊丘 神稲 しきりばた 四切畑 １７３６－１７４９ 四切畑 １７３６－１７５０ 四切畑

豊丘 神稲 すぐじかしら 直路頭 １６３８－ 直路頭 １６３９－ 直路頭

豊丘 神稲 しこいの シコイノ ９８０１－ シコイノ ９８０２－ シコイノ

豊丘 河野 ししだ 獅子田
４３６５－４３７２，
４３７８－４３８８，
４３９０－４３９２

獅子田
４３６５－４３７２，
４３７８－４３８８，
４３９０－４３９３

獅子田
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豊丘 神稲 じしゃだいら 寺社平

５４７５－５４９２，
５５０４－５５０８，
５５２４－５５３０，
５５８４－５５９９

寺社平

５４７５－５４９２，
５５０４－５５０８，
５５２４－５５３０，
５５８４－５６００

寺社平

豊丘 河野 じしょうじ 持正地 ４２３－４２４ 持正地 ４２３－４２５ 持正地

豊丘 神稲 じぞううえ 地蔵上
７４７１，７５７３－
７５７８ 地蔵上

７４７１，７５７３－
７５７９ 地蔵上

豊丘 河野 じぞうおとし 地蔵落
３４７６－３４７７，
３４８３－３４９４ 地蔵落

３４７６－３４７７，
３４８３－３４９５ 地蔵落

豊丘 神稲 じぞうざわ 地蔵沢
７２８１－７２８２，
７２８７－７２９０，
７３３５－７３３７

地蔵沢
７２８１－７２８２，
７２８７－７２９０，
７３３５－７３３８

地蔵沢

豊丘 河野 じぞうどう 地蔵道

３９５－３９７，４０
７－４０８，４２９
－４４１，４５５－
４６６，４７８－４８
０

地蔵道

３９５－３９７，４０
７－４０８，４２９
－４４１，４５５－
４６６，４７８－４８
１

地蔵道

豊丘 神稲 じぞうどう 地蔵堂
７５７９，６７１２－
６７１９ 地蔵堂

７５７９，６７１２－
６７２０ 地蔵堂

豊丘 神稲 じぞうまえ 地蔵前 ７５８０－７５８２ 地蔵前 ７５８０－７５８３ 地蔵前

豊丘 神稲 じっこだ ジッコ田 ５９９６－６００３ ジッコ田 ５９９６－６００４ ジッコ田

豊丘 河野 しとぶ シトブ １９９５－ シトブ １９９６－ シトブ

豊丘 神稲 しばおき シバオキ
１０４３０－１０４３
２ シバオキ

１０４３０－１０４３
３ シバオキ

豊丘 神稲 しばかき シバカキ １０４４７－ シバカキ １０４４８－ シバカキ

豊丘 河野 しばだいら 芝平

４８８１－４８８２，
４８５９，４８７４－
４８７５，４８７８－
４８８０

芝平

４８８１－４８８２，
４８５９，４８７４－
４８７５，４８７８－
４８８１

芝平

豊丘 河野 しばだいらはた 芝平畑
４８４４，４８４６－
４８４７，４８５８，
４８６７－４８７３

芝平畑
４８４４，４８４６－
４８４７，４８５８，
４８６７－４８７４

芝平畑

豊丘 神稲 しばつるね 芝ツルネ
１２２４４－１２２４
５，１２２７１－１２
２７４

芝ツルネ
１２２４４－１２２４
５，１２２７１－１２
２７５

芝ツルネ

豊丘 神稲 しばばた 柴畑
１７３４－１７３５，
１７５０－１７６５ 柴畑

１７３４－１７３５，
１７５０－１７６６ 柴畑

豊丘 河野 しぶと シブト １８８６－１８８９ シブト １８８６－１８９０ シブト

豊丘 神稲 しま 島 ６７６７－ 島 ６７６８－ 島

豊丘 神稲 しま 嶌 ６７６４－６７６５ 嶌 ６７６４－６７６６ 嶌

豊丘 神稲 しま 嶋
６７６５－６７６７，
７８６４ 嶋

６７６５－６７６７，
７８６５ 嶋

豊丘 神稲 しまばた 嶋畑 ６７５７－ 嶋畑 ６７５８－ 嶋畑

豊丘 河野 しみず 清水
２４８２－２４８９，
２４４－２４５，３７
７５－３７７８

清水
２４８２－２４８９，
２４４－２４５，３７
７５－３７７９

清水

豊丘 神稲 しみず 清水

１１９９０－１１９９
２，７７８７，６８８
６，７５３－７６２，
７７６，７８４

清水

１１９９０－１１９９
２，７７８７，６８８
６，７５３－７６２，
７７６，７８５

清水
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豊丘 河野 しみずおき 清水沖 ７７９４－７８３９ 清水沖 ７７９４－７８４０ 清水沖

豊丘 河野 しみずくぼ 清水久保
４０３７－４０４３，
４０４５－４０５９，
４０７２－４０７６

清水久保
４０３７－４０４３，
４０４５－４０５９，
４０７２－４０７７

清水久保

豊丘 神稲 しみずくぼ 清水久保 ２７７１－２７７２ 清水久保 ２７７１－２７７３ 清水久保

豊丘 河野 しみずざか 清水坂
２３８１－２３８３，
１９８５－１９８８ 清水坂

２３８１－２３８３，
１９８５－１９８９ 清水坂

豊丘 神稲 しみずざか 清水坂 ４８５１－ 清水坂 ４８５２－ 清水坂

豊丘 河野 しみずした 清水下
７６４５－７６６９，
７６６３－７６７０，
７６７３－７６７９

清水下
７６４５－７６６９，
７６６３－７６７０，
７６７３－７６８０

清水下

豊丘 神稲 しみずした 清水下
１０７１９－１０７２
０ 清水下

１０７１９－１０７２
１ 清水下

豊丘 神稲 しみずしり 清水尻 １９３４－１９３６ 清水尻 １９３４－１９３７ 清水尻

豊丘 河野 しみずだいら 清水平 ７６６２－ 清水平 ７６６３－ 清水平

豊丘 河野 しもいおき 下井沖 ７７７１－ 下井沖 ７７７２－ 下井沖

豊丘 神稲 しもうるしざわ 下漆沢
３６－４３，７３－
８６ 下漆沢

３６－４３，７３－
８７ 下漆沢

豊丘 河野 しもがいと 下垣外

２４４５－２４４６，
２５２５－２５３８，
５５４７－５５５９，
５５６１－５５６２，
５７７３－５７８５，
５７９０，５７９２

下垣外

２４４５－２４４６，
２５２５－２５３８，
５５４７－５５５９，
５５６１－５５６２，
５７７３－５７８５，
５７９０，５７９３

下垣外

豊丘 神稲 しもがいと 下垣外
５４０２，５４０７，
５４１０，５５６６，
５５７５

下垣外
５４０２，５４０７，
５４１０，５５６６，
５５７６

下垣外

豊丘 神稲 しもがわら 下川原 ５４２２－ 下川原 ５４２３－ 下川原

豊丘 神稲 しもくたやしき 下久太屋敷 ５１７１－５１７４
下久太屋
敷

５１７１－５１７５ 下久太屋敷

豊丘 神稲 しもざわ 下澤 ５６３１－５６５２ 下澤 ５６３１－５６５３ 下澤

豊丘 河野 しもだ 下田

５１４３－５１４
９，５９３６－５
９４１，５９４５
－５９５４

下田

５１４３－５１４
９，５９３６－５
９４１，５９４５
－５９５５

下田

豊丘 神稲 しもだ 下田 ２３６９－２３７４ 下田 ２３６９－２３７５ 下田

豊丘 神稲 しもだ 霜田 ２３６２－２３６６ 霜田 ２３６２－２３６７ 霜田

豊丘 神稲 しもだいら 下平 ６９００－ 下平 ６９０１－ 下平

豊丘 河野 しもだうえ 下田上 ５９４２－５９４４ 下田上 ５９４２－５９４５ 下田上

豊丘 河野 しもだじり 下田尻 ５０９３－５１３９ 下田尻 ５０９３－５１４０ 下田尻

豊丘 神稲 しもたむらやま 下田村山 １２５２８－ 下田村山 １２５２９－ 下田村山

豊丘 神稲 しもつさわ 下ツ澤 ５６３６－ 下ツ澤 ５６３７－ 下ツ澤

豊丘 神稲 しもて 下手
９０３５－９０３６，
９０４０ 下手

９０３５－９０３６，
９０４１ 下手
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豊丘 神稲 しもとなか 下戸中

５４３４，５４４７－
５４４８，５４５１，
５４５５－５４５６，
５５６７－５５７１

下戸中

５４３４，５４４７－
５４４８，５４５１，
５４５５－５４５６，
５５６７－５５７２

下戸中

豊丘 神稲
しもとなかかわ
ら

下戸中川原
５４３１－５４３４，
５４３５－５４４０

下戸中川
原

５４３１－５４３４，
５４３５－５４４１ 下戸中川原

豊丘 神稲 しもあぶかわ 下虻川
３５６０－３５８３，
３５８８－３５９０ 下虻川

３５６０－３５８３，
３５８８－３５９１ 下虻川

豊丘 河野 しもひゃくだ 下百田
５８６０－５８７８，
５８８１－５８８７ 下百田

５８６０－５８７８，
５８８１－５８８８ 下百田

豊丘 神稲 しもむら 下村

３８５８－３８６１，
３８６７，３８７０－
３８７９，３９１３－
３９１４

下村

３８５８－３８６１，
３８６７，３８７０－
３８７９，３９１３－
３９１５

下村

豊丘 神稲 しもよこやま 下横山

７８０，７８３，７８
５－７９０，７９１
－８０２，８２０－
７４５，８４９

下横山

７８０，７８３，７８
５－７９０，７９１
－８０２，８２０－
７４５，８５０

下横山

豊丘 神稲 しゃぐうじ 社宮路 ７８１７－ 社宮路 ７８１８－ 社宮路

豊丘 河野 しゃぐじがいと 社供地垣外
３８３－３８８，３９
３－３９４

社供地垣
外

３８３－３８８，３９
３－３９５ 社供地垣外

豊丘 神稲 しゃくしぼら 尺止洞
２３４９，２３５２－
２３６１ 尺止洞

２３４９，２３５２－
２３６２ 尺止洞

豊丘 神稲 しゃくしやま 尺止山
２３４７－２３４８，
２３５１ 尺止山

２３４７－２３４８，
２３５２ 尺止山

豊丘 神稲 じゅうおううら 十王裏 ７８８６－ 十王裏 ７８８７－ 十王裏

豊丘 神稲 じゅうおうどう 十王堂 ７８８３，　７８８６ 十王堂 ７８８３，　７８８７ 十王堂

豊丘 神稲 じゅうおうまえ 十王前 ６７８３－６７８６ 十王前 ６７８３－６７８７ 十王前

豊丘 神稲 じゅうにざん 十二山 １２５１７－ 十二山 １２５１８－ 十二山

豊丘 河野 じゅうにてん 十二天

９４０－９４５，９４
８－９４９，９５９
－９７７，９８２－
９９２

十二天

９４０－９４５，９４
８－９４９，９５９
－９７７，９８２－
９９３

十二天

豊丘 神稲 じゅうにてん 十二天 ８０３－８１９ 十二天 ８０３－８２０ 十二天

豊丘 河野
じゅうにてんも
りした

十二天森下 ９２６－
十二天森
下

９２７－ 十二天森下

豊丘 神稲 じゅうろくたん 十六反 １１６８－１２４６ 十六反 １１６８－１２４７ 十六反

豊丘 河野 しょうじんやま 精進山 ５８－６２ 精進山 ５８－６３ 精進山

豊丘 河野 しろ 城 ３７３２－ 城 ３７３３－ 城

豊丘 神稲 たくみがいと 匠垣外 ８１１７－８１２７ 匠垣外 ８１１７－８１２８ 匠垣外

豊丘 神稲 しょうぎざか 将棊坂 ２４５１－２４６０ 将棊坂 ２４５１－２４６１ 将棊坂

豊丘 神稲 しょうくぼ 庄久保
１１０４３－１１０７
６ 庄久保

１１０４３－１１０７
７ 庄久保

豊丘 河野 しょうじがいと 障子垣外 ２７２３－２７４１ 障子垣外 ２７２３－２７４２ 障子垣外

豊丘 河野 しょうじんばた 精進畑 ６４－６６ 精進畑 ６４－６７ 精進畑

豊丘 神稲 しょうせんぼら 松泉洞 ９２８８－９２８９ 松泉洞 ９２８８－９２９０ 松泉洞

豊丘 河野
しょうのたいら
みちうえ

生平道上 ９８０７－ 生平道上 ９８０８－ 生平道上
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豊丘 神稲
しょうないがい
と

庄内垣外
７４６２－７４７２，
７３６４－７３６８ 庄内垣外

７４６２－７４７２，
７３６４－７３６９ 庄内垣外

豊丘 河野 しょうにん 上人 １８６６－１８８５ 上人 １８６６－１８８６ 上人

豊丘 神稲 しょうにんずか 上人塚 ２６８０－２６８９ 上人塚 ２６８０－２６９０ 上人塚

豊丘 河野 しょうのくぼ 庄ノ久保
２１７９，２１８１－
２１９５，２２１１，
２３５２－２３５６

庄ノ久保
２１７９，２１８１－
２１９５，２２１１，
２３５２－２３５７

庄ノ久保

豊丘 河野 しょうのくぼ 庄野久保 ２２０１－２２０７ 庄野久保 ２２０１－２２０８ 庄野久保

豊丘 河野 しょうのくぼ 床ノ久保 床ノ久保 床ノ久保

豊丘 河野 じょうのこし 城ノ腰 ４８４８－４８５６ 城ノ腰 ４８４８－４８５７ 城ノ腰

豊丘 神稲 じょうのこし 城之越
１００５７－１００５
９，１００６６－１０
０７０

城之越
１００５７－１００５
９，１００６６－１０
０７１

城之越

豊丘 河野 しょうのひら 生之平 ５８２９－ 生之平 ５８３０－ 生之平

豊丘 河野 しょうのひら 生ノ平 ５８１３－５８２９ 生ノ平 ５８１３－５８３０ 生ノ平

豊丘 河野
しょうのひらみ
ちうえ

生ノ平道上 ５８３１ー
生ノ平道
上

５８３２ー 生ノ平道上

豊丘 河野 じょうのひら 城ノ平
２００２－２００３，
２０１２－２０１３ 城ノ平

２００２－２００３，
２０１２－２０１４ 城ノ平

豊丘 河野 じょうひら 城平 ２００５－２００７ 城平 ２００５－２００８ 城平

豊丘 神稲 しょうぶがくぼ 庄ブガ久保
１１１０９－１１１１
９

庄ブガ久
保

１１１０９－１１１２
０ 庄ブガ久保

豊丘 神稲 しょうぶがくぼ
シャウブカ
久保

５２４５－５２５２
シャウブカ
久保

５２４５－５２５３ シャウブカ久保

豊丘 河野 しょうぶがさわ 菖蒲ヶ沢
７２２９，７２１７－
７２９８，７３０１－
７３０８

菖蒲ヶ沢
７２２９，７２１７－
７２９８，７３０１－
７３０９

菖蒲ヶ沢

豊丘 河野
しょうぶがさわ
いえのした

菖蒲ヶ沢家
ノ下

７２９９－７３００
菖蒲ヶ沢
家ノ下

７２９９－７３０１ 菖蒲ヶ沢家ノ下

豊丘 河野 しょうぶだ 菖蒲田 ７０２９－７０３２ 菖蒲田 ７０２９－７０３３ 菖蒲田

豊丘 神稲 しょうぶだ 菖蒲田
１０２４１－１０２４
６，９８０３－９８０
６

菖蒲田
１０２４１－１０２４
６，９８０３－９８０
７

菖蒲田

豊丘 河野 しょうぶだいら 勝負平

１９９６－２００１，
２００８－２０１１，
２０１７－２０３７，
２０４７－２０５１，
２２１６－２２８３

勝負平

１９９６－２００１，
２００８－２０１１，
２０１７－２０３７，
２０４７－２０５１，
２２１６－２２８４

勝負平

豊丘 神稲 けはいめん？ 粧面 ７１６０－７１６４ 粧面 ７１６０－７１６５ 粧面

豊丘 神稲 じょうやま 城山
１３７０，８４６９－
８４８２ 城山

１３７０，８４６９－
８４８３ 城山

豊丘 神稲 しらなぎ 志らなぎ ３０１０－ 志らなぎ ３０１１－ 志らなぎ

豊丘 神稲 しろ 城
１３７０，８４６９－
８４８２ 城

１３７０，８４６９－
８４８３ 城

豊丘 河野 しろさか 城坂 ６５０－ 城坂 ６５１－ 城坂

豊丘 河野 しろさかうえ 城坂上
６５１，６７０－６７
６，７５６ 城坂上

６５１，６７０－６７
６，７５７ 城坂上

豊丘 河野 しろさかした 城坂下 ６５９，　６６０ 城坂下 ６５９，　６６１ 城坂下

豊丘 河野 しろさかじり 城坂尻 ６５２－ 城坂尻 ６５３－ 城坂尻
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豊丘 河野 しろした 城下
９１１，９１５－９２
５ 城下

９１１，９１５－９２
６ 城下

豊丘 神稲 じょうのした 城下
８４６－８４８，１０
０６０－１００６３ 城下

８４６－８４８，１０
０６０－１００６４ 城下

豊丘 神稲 じょうつるね 城ツルネ
５８２９－５８４０，
５８４３－５８４４，
６１２５

城ツルネ
５８２９－５８４０，
５８４３－５８４４，
６１２６

城ツルネ

豊丘 神稲 じょうのこし 城ノ越
９６１２－９６１８，
９６２２－９６２９，
９６３３

城ノ越
９６１２－９６１８，
９６２２－９６２９，
９６３４

城ノ越

豊丘 神稲 じょうはば？ 城羽場
１０４７－１０４９，
１２０７－１３１２，
１３１７－１３１９

城羽場
１０４７－１０４９，
１２０７－１３１２，
１３１７－１３２０

城羽場

豊丘 神稲 じょうみだ 城見田
７３０９－７３２２，
１２１７２，９１６７ 城見田

７３０９－７３２２，
１２１７２，９１６８ 城見田

豊丘 河野 じんくわ 陣鍬
３４９５－３５００，
３５０３，３５０６－
３５０８

陣鍬
３４９５－３５００，
３５０３，３５０６－
３５０９

陣鍬

豊丘 河野 じんした 陣下
３４０１－３４２１，
３５０１－３５０２，
３５０４－３５０５

陣下
３４０１－３４２１，
３５０１－３５０２，
３５０４－３５０６

陣下

豊丘 神稲 じんぞうがくぼ 甚三ヶ久保
１０７５３－１０７５
８

甚三ヶ久
保

１０７５３－１０７５
９ 甚三ヶ久保

豊丘 河野 じんぞうだ 甚蔵田 ２６７９－２６８４ 甚蔵田 ２６７９－２６８５ 甚蔵田

豊丘 神稲 じんで 陣出
２２９７－２３１２，
２３１４－２３１６ 陣出

２２９７－２３１２，
２３１４－２３１７ 陣出

豊丘 河野 しんでん 新田 ７４３５－７４３８ 新田 ７４３５－７４３９ 新田

豊丘 河野 しんひちくぼ 新七久保 ７５２２－７５２６ 新七久保 ７５２２－７５２７ 新七久保

豊丘 河野 じんのさか 陣ノ坂 ８９１－８９２ 陣ノ坂 ８９１－８９３ 陣ノ坂

豊丘 神稲 じんばほうげ 陣場方下 ４１３６－４１３８ 陣場方下 ４１３６－４１３９ 陣場方下

豊丘 神稲 じんばのほうげ 陣場ノ方下

４１２７－４１２８，
４１３９－４１６５，
４１６７－４１７３，
４１７５－４２００，
４２１２－４２２５，
１２５０９

陣場ノ方
下

４１２７－４１２８，
４１３９－４１６５，
４１６７－４１７３，
４１７５－４２００，
４２１２－４２２５，
１２５１０

陣場ノ方下

豊丘 神稲 しんみがくぼ
志んミガ久
保

１０７５３，１０７５
８

志んミガ
久保

１０７５３，１０７５
９ 志んミガ久保

豊丘 神稲 しんみち 新道
１０２４７－１０２４
８ 新道

１０２４７－１０２４
９ 新道

豊丘 神稲 しんやだいら？ 新屋平 １２４７－１２６５ 新屋平 １２４７－１２６６ 新屋平

豊丘 神稲 ずかいまつ ズカイマツ ４８２９－４８３０ ズカイマツ ４８２９－４８３１ ズカイマツ

豊丘 河野 すぐさか 直阪 ７６１０－７６１４ 直阪 ７６１０－７６１５ 直阪

豊丘 神稲 すぐざか スグザカ １００４５－ スグザカ １００４６－ スグザカ

豊丘 神稲 すぐじかしら 直路頭 １６３８－ 直路頭 １６３９－ 直路頭

豊丘 河野 すけいちばた 助市畑 ４２３８－ 助市畑 ４２３９－ 助市畑
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豊丘 神稲 すけく スケク ５５５８－５５６０ スケク ５５５８－５５６１ スケク

豊丘 河野 すずみば 涼場 ６６４３－６６７９ 涼場 ６６４３－６６８０ 涼場

豊丘 神稲 すながわら 砂川原 ５４１１－ 砂川原 ５４１２－ 砂川原

豊丘 河野 すなだ 砂田
３９８，１５１８，４
３２８－４３３８ 砂田

３９８，１５１８，４
３２８－４３３９ 砂田

豊丘 神稲 すなだ 砂田

６７２２，８０４８－
８０５０，８０５８－
８０７３，８０７７－
８０８１

砂田

６７２２，８０４８－
８０５０，８０５８－
８０７３，８０７７－
８０８２

砂田

豊丘 神稲 すなだかわら 砂田川原
３６１１－３６２１，
３５９１－３５９４，
３６２８

砂田川原
３６１１－３６２１，
３５９１－３５９４，
３６２９

砂田川原

豊丘 神稲 すなばた 砂畑 １０４８８－ 砂畑 １０４８９－ 砂畑

豊丘 神稲 すべりざか 辷り坂

８１４０－８１４３，
８１７２－８１８３，
１１８２７－１１８２
９

辷り坂

８１４０－８１４３，
８１７２－８１８３，
１１８２７－１１８３
０

辷り坂

豊丘 神稲
すべりさかみち
きた

辷り坂道北 １１８３０－
辷り坂道
北

１１８３１－ 辷り坂道北

豊丘 神稲
すみやきがい
と

炭焼垣外
８１１５－８１２５，
８２３４－８２３８ 炭焼垣外

８１１５－８１２５，
８２３４－８２３９ 炭焼垣外

豊丘 河野 すみやきば 炭焼場 ５２７２－５２７３ 炭焼場 ５２７２－５２７４ 炭焼場

豊丘 神稲 すわ 諏訪 ６８４５－６８４６ 諏訪 ６８４５－６８４７ 諏訪

豊丘 神稲
すわしゃしゅび
きそと

諏訪社朱引
外

５４６８－
諏訪社朱
引外

５４６９－ 諏訪社朱引外

豊丘 神稲 せいきがくぼ？ 臍木ヶ久保
１０５４４－１０４５
５

臍木ヶ久
保

１０５４４－１０４５
６ 臍木ヶ久保

豊丘 河野 せいげんじ 清源寺
３６７８－３６７９，
３６９２－３６９７ 清源寺

３６７８－３６７９，
３６９２－３６９８ 清源寺

豊丘 神稲 せいりだ 整理田
７０１８－７０６６，
７０８１－７１０３，
７１３０

整理田
７０１８－７０６６，
７０８１－７１０３，
７１３１

整理田

豊丘 神稲 せいりちだ 整理地田 ７０７２－ 整理地田 ７０７３－ 整理地田

豊丘 神稲 せがきめん 施餓鬼面 ６９４３－６９４４ 施餓鬼面 ６９４３－６９４５ 施餓鬼面

豊丘 神稲 せぎした セギ下 ９０１９－ セギ下 ９０２０－ セギ下

豊丘 神稲 せひと 瀬飛渡 １１１９－１１３０ 瀬飛渡 １１１９－１１３１ 瀬飛渡

豊丘 神稲 せまちだ 畝町田 ６９５１－ 畝町田 ６９５２－ 畝町田

豊丘 神稲 せんがんとよ 千貫樋
９０１－９０３，９０
５－９０６ 千貫樋

９０１－９０３，９０
５－９０７ 千貫樋

豊丘 神稲 せんだぎ 千駄木

１０１１２，１０１３
７－１０１４４，１０
１４６－１０１６８，
１０１８９－１０１９
１，１０１９７－１０
１９８，１０３２２－
１０３２５

千駄木

１０１１２，１０１３
７－１０１４４，１０
１４６－１０１６８，
１０１８９－１０１９
１，１０１９７－１０
１９８，１０３２２－
１０３２６

千駄木

豊丘 河野
ぜんべいやし
き

善平屋敷 ８１４－ 善平屋敷 ８１５－ 善平屋敷

豊丘 神稲 せんぼんばた 千本畑 ４３４５，　４３５４ 千本畑 ４３４５，　４３５５ 千本畑

豊丘 河野
そうえもんばや
し

惣右衛門林 ５１８８－５１８９
惣右衛門
林

５１８８－５１９０ 惣右衛門林
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豊丘 神稲 ぞうがほら 象ヶ洞
１１８００－１１９０
２ 象ヶ洞

１１８００－１１９０
３ 象ヶ洞

豊丘 神稲 そえきたやま 忝北山 １１９０４ー 忝北山 １１９０５ー 忝北山

豊丘 河野 そで 袖
５１７０－５１７１，
５１７５－５１７７ 袖

５１７０－５１７１，
５１７５－５１７８ 袖

豊丘 河野 そで ソデ ５１７４－ ソデ ５１７５－ ソデ

豊丘 河野 そといけ 外池 １７７０－１７８０ 外池 １７７０－１７８１ 外池

豊丘 神稲 そとうで ソトウデ

６０１３－６０１９，
６０４２－６０４６，
６１６４，６１６９－
６１７０

ソトウデ

６０１３－６０１９，
６０４２－６０４６，
６１６４，６１６９－
６１７１

ソトウデ

豊丘 河野 そとがいと 外垣外
８３０，８４４－８４
８，８５３ 外垣外

８３０，８４４－８４
８，８５４ 外垣外

豊丘 神稲 そとはら 外原
１７９４－１８３４，
１８５９－１８６８ 外原

１７９４－１８３４，
１８５９－１８６９ 外原

豊丘 神稲 そとひろまち 外広町 ２５４９－２５５１ 外広町 ２５４９－２５５２ 外広町

豊丘 神稲 そとぼら 外洞 ５７１１－５７１５ 外洞 ５７１１－５７１６ 外洞

豊丘 神稲 そぶた ソブ田 ９４８１－９５００ ソブ田 ９４８１－９５０１ ソブ田

豊丘 河野 そらくぼ 空久保 ７３６９－７３７１ 空久保 ７３６９－７３７２ 空久保

豊丘 神稲 そらばた 空畑
７７４９，　７７６
０，７７６８ 空畑

７７４９，　７７６
０，７７６９ 空畑

豊丘 神稲 たいざ タイザ ６０６６－６０６８ タイザ ６０６６－６０６９ タイザ

豊丘 神稲 たいざわ 對沢

５８０２－５８０３，
５８０８－５８１０，
５８４５－５８４８，
５９２２－５９２８，
６１２６－６１２７，
６１６２

對沢

５８０２－５８０３，
５８０８－５８１０，
５８４５－５８４８，
５９２２－５９２８，
６１２６－６１２７，
６１６３

對沢

豊丘 神稲 ついざわ？ 対沢 ６１２９－６１５９ 対沢 ６１２９－６１６０ 対沢

豊丘 神稲 たいざわ タイザワ ６１６３－６１６５ タイザワ ６１６３－６１６６ タイザワ

豊丘 神稲 たいしどう 大子堂
７３００－７３０２，
６７５８－６７６３ 大子堂

７３００－７３０２，
６７５８－６７６４ 大子堂

豊丘 神稲
だいじょうぼう
やま

大乗坊山 １２５２４－ 大乗坊山 １２５２５－ 大乗坊山

豊丘 神稲
おおみちし
た？

大道下 ４９４５－４９７９ 大道下 ４９４５－４９８０ 大道下

豊丘 神稲 だいどうばた 大道端 ４３７３－４３８０ 大道端 ４３７３－４３８１ 大道端

豊丘 神稲 だいどうばた 大道畑 ８２２６－８２２８ 大道畑 ８２２６－８２２９ 大道畑

豊丘 神稲 だいばらがみ 台原神 ５５４３－５５４６ 台原神 ５５４３－５５４７ 台原神

豊丘 神稲
だいみょうじん
ばら

大明神原

４５５４－４５６１，
４５７２－４６１２，
４６１９－４６２１，
４６２５－４６２８

大明神原

４５５４－４５６１，
４５７２－４６１２，
４６１９－４６２１，
４６２５－４６２９

大明神原

豊丘 河野 だいもん 大門
３４３９，３４４６－
３４４７ 大門

３４３９，３４４６－
３４４８ 大門

豊丘 河野 だいもんきた 大門北
３４６６，３４６８，
７５５ 大門北

３４６６，３４６８，
７５６ 大門北
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豊丘 河野 だいもんした 大門下
３４２７－３４３８，
３４６９－３４７４ 大門下

３４２７－３４３８，
３４６９－３４７５ 大門下

豊丘 河野 たいら 平
８９３－８９４，９０
３－９０８ 平

８９３－８９４，９０
３－９０９ 平

豊丘 神稲 たかぜき 高石
１１０７７－１１０７
８ 高石

１１０７７－１１０７
９ 高石

豊丘 河野 たかごえ 高越 ３４２２－３４２６ 高越 ３４２２－３４２７ 高越

豊丘 神稲 たかごえ 高越

７２３１－７２３３，
７２３９－７２４７，
７２６７－７２７３，
７８８８－７８９０，
３４２２－３４２６

高越

７２３１－７２３３，
７２３９－７２４７，
７２６７－７２７３，
７８８８－７８９０，
３４２２－３４２７

高越

豊丘 河野 たかす 鷹巣
４７８０，４７８８－
４７９１ 鷹巣

４７８０，４７８８－
４７９２ 鷹巣

豊丘 河野 たかとやざわ 高鳥谷沢 ７１５５－７１９２ 高鳥谷沢 ７１５５－７１９３ 高鳥谷沢

豊丘 神稲 たかぶち
高ブチ、高
淵

１０８５６－１０８５
７，１０８６２，１０
８９０－１０８９２

高ブチ、
高淵

１０８５６－１０８５
７，１０８６２，１０
８９０－１０８９３

高ブチ、高淵

豊丘 神稲 たかぶちやま 高渕山 １２５２０－ 高渕山 １２５２１－ 高渕山

豊丘 河野 たきがわら 滝川原 ３９８２－４０２０ 滝川原 ３９８２－４０２１ 滝川原

豊丘 神稲 たきざわ 瀧沢 ３０１１－３０１２ 瀧沢 ３０１１－３０１３ 瀧沢

豊丘 神稲 たきば 瀧場
３０１－３０２，１３
４３－１３４７ 瀧場

３０１－３０２，１３
４３－１３４８ 瀧場

豊丘 河野 たきばぐち 滝場口 ４８００－４８０４ 滝場口 ４８００－４８０５ 滝場口

豊丘 河野 たきばた 滝端 ７４３９－ 滝端 ７４４０－ 滝端

豊丘 河野 たけのこし 竹ノ越 １７９９－１８１３ 竹ノ越 １７９９－１８１４ 竹ノ越

豊丘 神稲 たけのこし 竹ノ腰

７２６０－７２６３，
４４２６－４４２７，
４４３５－４４４０，
６７２５－６７３１，
６７６９－６７８０

竹ノ腰

７２６０－７２６３，
４４２６－４４２７，
４４３５－４４４０，
６７２５－６７３１，
６７６９－６７８１

竹ノ腰

豊丘 神稲 たけのした 竹ノ下

７２２０－７２２９，
７２３５－７２３８，
１２１－１５９，３５
１０－３５１４，１０
７１２－１０７１３

竹ノ下

７２２０－７２２９，
７２３５－７２３８，
１２１－１５９，３５
１０－３５１４，１０
７１２－１０７１４

竹ノ下

豊丘 河野 たじり 田尻 ４２０７－４２０８ 田尻 ４２０７－４２０９ 田尻

豊丘 神稲 たじり 田尻
１００６４－１００６
５ 田尻

１００６４－１００６
６ 田尻

豊丘 神稲 たしろ 田シロ
１０８３０－１０８３
８ 田シロ

１０８３０－１０８３
９ 田シロ

豊丘 河野 だたし だたし ７５６３－７５８１ だたし ７５６３－７５８２ だたし

豊丘 河野 たつがずか たつヶ塚 ５２８２－５２８３ たつヶ塚 ５２８２－５２８４ たつヶ塚

豊丘 河野 たてみち 立道 ４９３１－ 立道 ４９３２－ 立道

豊丘 神稲 たてやま 立山
１１７２２－１１７２
７，１１７３１－１１
７３４

立山
１１７２２－１１７２
７，１１７３１－１１
７３５

立山

豊丘 神稲 たど 田戸 １９８１－１９８９ 田戸 １９８１－１９９０ 田戸

豊丘 河野 たなか 田中 １５４７－１５５３ 田中 １５４７－１５５４ 田中
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豊丘 神稲 たなかいり 田中入 ７３８９－７３９３ 田中入 ７３８９－７３９４ 田中入

豊丘 河野 たなかおき 田中沖
８４１４－８４１９，
８４２１ 田中沖

８４１４－８４１９，
８４２２ 田中沖

豊丘 河野 たなかした 田中下

７９７５，７９８７－
７９８８，７９９３－
７９９８，８００１－
８００５，８０３８，
８０４０－８０４２

田中下

７９７５，７９８７－
７９８８，７９９３－
７９９８，８００１－
８００５，８０３８，
８０４０－８０４３

田中下

豊丘 河野 たなかまえ 田中前 １５４１－１５４２ 田中前 １５４１－１５４３ 田中前

豊丘 河野 たなだ 棚田
５４７，５４９－５５
０，５６８－５７０ 棚田

５４７，５４９－５５
０，５６８－５７１ 棚田

豊丘 神稲 たなだ 棚田

７６６４－７６６８，
７６７１－７６９２，
７６９９－７７０４，
７７０６－７７０８，
７７１４－７７１５，
７７１９－７７２５，
７９２５－７９３１，
７７０９，２８０－３
００，１９９１－１９
９８，２３４３－２３
４４，２３３０－２３
４１，２３５０

棚田

７６６４－７６６８，
７６７１－７６９２，
７６９９－７７０４，
７７０６－７７０８，
７７１４－７７１５，
７７１９－７７２５，
７９２５－７９３１，
７７０９，２８０－３
００，１９９１－１９
９８，２３４３－２３
４４，２３３０－２３
４１，２３５１

棚田

豊丘 神稲 たなだぶたい 棚田舞台 ７６６３－ 棚田舞台 ７６６４－ 棚田舞台

豊丘 河野 たにじり 谷尻
５２７４，５３０６－
５３０７，５３０９－
５３３２

谷尻
５２７４，５３０６－
５３０７，５３０９－
５３３３

谷尻

豊丘 神稲 たむらやま 田村山 １２５２９－ 田村山 １２５３０－ 田村山

豊丘 神稲 ためいけ 溜池 １１２７２－ 溜池 １１２７３－ 溜池

豊丘 神稲 たや タヤ ７７２６－７７３０ タヤ ７７２６－７７３１ タヤ

豊丘 河野 たやがいと 田屋垣外
２５０３，２５４６－
２５９９ 田屋垣外

２５０３，２５４６－
２６００ 田屋垣外

豊丘 河野 たるうえ タル上
３９２６，３９２８－
３９３１ タル上

３９２６，３９２８－
３９３２ タル上

豊丘 河野 たるした タル下
３９２７，３９３２－
３９３６ タル下

３９２７，３９３２－
３９３７ タル下

豊丘 神稲 たるのあたま タルノアタマ １１００３－
タルノアタ
マ

１１００４－ タルノアタマ

豊丘 神稲 たるのうえ 樽ノ上
１１４２７－１１４３
２，１１４３５－１１
４３６

樽ノ上
１１４２７－１１４３
２，１１４３５－１１
４３７

樽ノ上

豊丘 神稲 たるのした タルノ下
１０８９１，　１１０
２８ タルノ下

１０８９１，　１１０
２９ タルノ下

豊丘 神稲 たろうがいと 太郎垣外 ８４６２－８４６３ 太郎垣外 ８４６２－８４６４ 太郎垣外

豊丘 神稲 たんご 丹後 ６８７３－６８７４ 丹後 ６８７３－６８７５ 丹後

豊丘 神稲 だんござか ダンゴ坂
５３９６，５６０５－
５６０６ ダンゴ坂

５３９６，５６０５－
５６０７ ダンゴ坂

豊丘 神稲 たんざぶろう 丹三郎
１６４０－１６４６，
１６４８－１６５４ 丹三郎

１６４０－１６４６，
１６４８－１６５５ 丹三郎

豊丘 神稲 たんば 丹波 ６８７５－６８７９ 丹波 ６８７５－６８８０ 丹波
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豊丘 河野 ちゃうす 茶臼 １０５９－ 茶臼 １０６０－ 茶臼

豊丘 河野
ちゃうすやまさ
かじり

茶臼山坂尻
４８３１－４８３８，
４８４１，４８４５

茶臼山坂
尻

４８３１－４８３８，
４８４１，４８４６ 茶臼山坂尻

豊丘 神稲 ちゃだいら 茶平
１０１４５，　１０２
０５ 茶平

１０１４５，　１０２
０６ 茶平

豊丘 河野 ちゃみちした 茶道 ３５０－３５２ 茶道 ３５０－３５３ 茶道

豊丘 河野 ちゃみちした 茶道下
３４４－３４８，３５
０，３５３ 茶道下

３４４－３４８，３５
０，３５４ 茶道下

豊丘 河野 ちゃみちほら 茶道洞 ５３７－５４６ 茶道洞 ５３７－５４７ 茶道洞

豊丘 神稲 ちょうのた 丁ノ田 ６９１７－６９２４ 丁ノ田 ６９１７－６９２５ 丁ノ田

豊丘 神稲 ちんばやしき チンバ屋敷
１１５８７－１１６１
５

チンバ屋
敷

１１５８７－１１６１
６ チンバ屋敷

豊丘 神稲 ちんばやしき
チンバヤシ
キ

８７５６－
チンバヤ
シキ

８７５７－ チンバヤシキ

豊丘 神稲 ちんばやしき ちんば屋敷 ８７５７－８７５９
ちんば屋
敷

８７５７－８７６０ ちんば屋敷

豊丘 神稲 ついじどおり つ以じ通り ４３２８－４３３２
つ以じ通
り

４３２８－４３３３ つ以じ通り

豊丘 神稲 つうざいじま 通西嶋 ６１２－６３９ 通西嶋 ６１２－６４０ 通西嶋

豊丘 河野 つが 栂 ７６２４ 栂 ７６２５ 栂

豊丘 河野 つかごし 塚越 ２９－３６ 塚越 ２９－３７ 塚越

豊丘 神稲 つかこし 塚越 ６５９－６７４ 塚越 ６５９－６７５ 塚越

豊丘 神稲 つがさわ 津賀沢 ４８００－ 津賀沢 ４８０１－ 津賀沢

豊丘 神稲 つかじり 塚尻
７６４３－７６４６，
７６３９－７６４２ 塚尻

７６４３－７６４６，
７６３９－７６４３ 塚尻

豊丘 河野 つかだ 塚田 １５６９，４２８７ 塚田 １５６９，４２８８ 塚田

豊丘 神稲 つかだ 塚田

７２３４，７２６４－
７２６６，７１６５－
７１６９，３４９４－
３５００

塚田

７２３４，７２６４－
７２６６，７１６５－
７１６９，３４９４－
３５０１

塚田

豊丘 河野 つかだした 塚田下 ４２８９－４２９０ 塚田下 ４２８９－４２９１ 塚田下

豊丘 神稲 つかねやま 塚根山
１１９４０，　１１９
４４ 塚根山

１１９４０，　１１９
４５ 塚根山

豊丘 神稲 つがのさわ 津がの沢 ４８００－ 津がの沢 ４８０１－ 津がの沢

豊丘 河野 つかばた 塚畑 １５６９－ 塚畑 １５７０－ 塚畑

豊丘 河野 つかもと 塚本 ５６－５７ 塚本 ５６－５８ 塚本

豊丘 神稲 つかもと 塚本

７６１９－７６２８，
７６３０－７６３１，
７１７０－７１７８，
７６２９－７６３４

塚本

７６１９－７６２８，
７６３０－７６３１，
７１７０－７１７８，
７６２９－７６３５

塚本

豊丘 河野 つかもとまえ 塚本前 ６３－ 塚本前 ６４－ 塚本前

豊丘 神稲 つきのき 月ノ木
９７７９－９７８１，
９７８４－９７９４ 月ノ木

９７７９－９７８１，
９７８４－９７９５ 月ノ木

豊丘 河野 つくしだいら 次四平 ６４４５－６４４６ 次四平 ６４４５－６４４７ 次四平

豊丘 神稲 つじのふだ 辻ノ札 １４１９－ 辻ノ札 １４２０－ 辻ノ札

豊丘 神稲 つずみさわ 津ずみ沢 ４８０６－４８０７ 津ずみ沢 ４８０６－４８０８ 津ずみ沢
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豊丘 河野 つちやすみ 土休
３８５８－３８６２，
３８６７－３８７１，
３８７５－３８８１

土休
３８５８－３８６２，
３８６７－３８７１，
３８７５－３８８２

土休

豊丘 河野 つつみがさわ 堤ヶ沢
３０９３－３１１７，
１４５１－１４５３，
１４７５－１４９９

堤ヶ沢
３０９３－３１１７，
１４５１－１４５３，
１４７５－１５００

堤ヶ沢

豊丘 河野 つつみした 堤下 ３４４３－３４４５ 堤下 ３４４３－３４４６ 堤下

豊丘 神稲 つつみのした 堤ノ下
８７６０－８７６９，
８７７１－８７７２ 堤ノ下

８７６０－８７６９，
８７７１－８７７３ 堤ノ下

豊丘 河野 つつみのうえ 堤ノ上 ４０４４－ 堤ノ上 ４０４５－ 堤ノ上

豊丘 河野 つつみぼら 堤洞 ４７４５，４７６５ 堤洞 ４７４５，４７６６ 堤洞

豊丘 河野 つぶのしり 粒ノ尻 ２６７０－２６７８ 粒ノ尻 ２６７０－２６７９ 粒ノ尻

豊丘 河野 つぼのしりだ ツボノ尻田 ５８８－
ツボノ尻
田

５８９－ ツボノ尻田

豊丘 神稲 つりね 釣根 ９４４４－ 釣根 ９４４５－ 釣根

豊丘 神稲 つるね ツルネ

４７６６－４７６８，
４７７０－４７７１，
５１３８－５１４５，
５８６３－５８６４

ツルネ

４７６６－４７６８，
４７７０－４７７１，
５１３８－５１４５，
５８６３－５８６５

ツルネ

豊丘 神稲 でぐち 出口
４４０８－４４２１，
９０２６，９０２９ 出口

４４０８－４４２１，
９０２６，９０３０ 出口

豊丘 神稲 てら 寺 １３９７－ 寺 １３９８－ 寺

豊丘 河野 てらがいと 寺垣外
２９５９－２９８９，
２７４２－２７４４，
２７５９－２８３１

寺垣外
２９５９－２９８９，
２７４２－２７４４，
２７５９－２８３２

寺垣外

豊丘 河野 てらがいとおき 寺垣外沖

８６０７－８６２７，
８６２９－８６９０，
８６９３－８６９５，
８７１１－８７２０，
８７２３－８７２８，
９０４５－９０７３，
９８２８－９８８４

寺垣外沖

８６０７－８６２７，
８６２９－８６９０，
８６９３－８６９５，
８７１１－８７２０，
８７２３－８７２８，
９０４５－９０７３，
９８２８－９８８５

寺垣外沖

豊丘 神稲 てらうえ 寺上
７７３３－７７４０，
６９２７ 寺上

７７３３－７７４０，
６９２８ 寺上

豊丘 河野
てらがみせん
りゅういん

寺上泉竜院 ３７６９－
寺上泉竜
院

３７７０－ 寺上泉竜院

豊丘 河野 てらさわ 寺沢

４６７，１５３０－１
５３２，１５３７－１
５４０，９１７７－９
１８０，９１８３－９
１９８

寺沢

４６７，１５３０－１
５３２，１５３７－１
５４０，９１７７－９
１８０，９１８３－９
１９９

寺沢

豊丘 河野 てらさわおき 寺沢沖
８９１６，８９１９－
８９２４，８９３０，
８９３２－８９３４

寺沢沖
８９１６，８９１９－
８９２４，８９３０，
８９３２－８９３５

寺沢沖

豊丘 河野 てらさわかみ 寺沢上 ２０３８－ 寺沢上 ２０３９－ 寺沢上

豊丘 河野 てらさわがわ 寺沢川 １９９２－１９９４ 寺沢川 １９９２－１９９５ 寺沢川
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豊丘 河野 てらさわじり 寺沢尻
８８７８－８８８０，
８９０９－８９１５，
９１５７－９１５８

寺沢尻
８８７８－８８８０，
８９０９－８９１５，
９１５７－９１５９

寺沢尻

豊丘 河野 てらさわすなだ 寺沢砂田 １５１７－ 寺沢砂田 １５１８－ 寺沢砂田

豊丘 河野
てらさわはしづ
め

寺沢橋詰 １５４４－１５４５ 寺沢橋詰 １５４４－１５４６ 寺沢橋詰

豊丘 河野 てらさわばた 寺沢端

４６８－４７６，５０
２，１５２５－１５２
９，１５３３－１５３
５

寺沢端

４６８－４７６，５０
２，１５２５－１５２
９，１５３３－１５３
６

寺沢端

豊丘 河野 てらさわふち 寺沢縁 １５３５，１５４３ 寺沢縁 １５３５，１５４４ 寺沢縁

豊丘 河野 てらした 寺下

７４２－７４８，７５
０－７５４，７６４
－７６７，７７９－
７８２

寺下

７４２－７４８，７５
０－７５４，７６４
－７６７，７７９－
７８３

寺下

豊丘 神稲 てらした 寺下
７７３１－７７３２，
６９２６，１３６９ 寺下

７７３１－７７３２，
６９２６，１３７０ 寺下

豊丘 神稲 てらしま 寺嶋
１０５１８－１０５１
９，９９３３－９９３
８

寺嶋
１０５１８－１０５１
９，９９３３－９９３
９

寺嶋

豊丘 神稲 てらしま 寺島
９８７４－９８８７，
９８９６－９９０１ 寺島

９８７４－９８８７，
９８９６－９９０２ 寺島

豊丘 神稲 てらしまさｗ 寺嶋沢
１０５２９－１０５３
１ 寺嶋沢

１０５２９－１０５３
２ 寺嶋沢

豊丘 河野 てらのうえ 寺ノ上 ７４９－ 寺ノ上 ７５０－ 寺ノ上

豊丘 河野 てらばた 寺畑
３２５８－３２８８，
３３０１－３３０９ 寺畑

３２５８－３２８８，
３３０１－３３１０ 寺畑

豊丘 河野 てらまえ 寺前

３４６７，７６１－７
６３，７７０－７７
８，７８３，７８５－
７８８

寺前

３４６７，７６１－７
６３，７７０－７７
８，７８３，７８５－
７８９

寺前

豊丘 神稲 てらやしき 寺屋敷 １３５２－１３６３ 寺屋敷 １３５２－１３６４ 寺屋敷

豊丘 河野 てんじょうやま 天井山
３７８５，３８０８－
３８１０ 天井山

３７８５，３８０８－
３８１１ 天井山

豊丘 神稲 てんなん 忝南 １１９０６－ 忝南 １１９０７－ 忝南

豊丘 河野 てんのうだいら 天王平
７３２７－７３３０，
７３３５－７３５０ 天王平

７３２７－７３３０，
７３３５－７３５１ 天王平

豊丘 神稲 てんぱくみなみ 天白南 ８３２８－８３２９ 天白南 ８３２８－８３３０ 天白南

豊丘 神稲 でんぺい 伝平
６２１５－６２１９，
６２２３－６２２７，
６２４１－６２８２

伝平
６２１５－６２１９，
６２２３－６２２７，
６２４１－６２８３

伝平

豊丘 神稲 てんりゅうべり 天龍辺り
３３２６－３３３９，
３３４３－３４２３ 天龍辺り

３３２６－３３３９，
３３４３－３４２４ 天龍辺り

豊丘 河野 どいうえ 土井上 ４４１９－４４２２ 土井上 ４４１９－４４２３ 土井上

豊丘 河野 どいば 土井場
１１６７－１１８２，
１１９５－１２７１，
１２７３－１２７５

土井場
１１６７－１１８２，
１１９５－１２７１，
１２７３－１２７６

土井場
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豊丘 河野 どうきじま 道木島 道木島 道木島

豊丘 河野 どうきじま 道木嶌 道木嶌 道木嶌

豊丘 神稲 とうげ 峠 ６５４６－ 峠 ６５４７－ 峠

豊丘 神稲 とうげした 峠下
６５１１－６５１３，
６５６７，６５４５，
６５４７－６５４８

峠下
６５１１－６５１３，
６５６７，６５４５，
６５４７－６５４９

峠下

豊丘 河野 どうさいじま 道才嶋
１－２０，２２－２
８ 道才嶋

１－２０，２２－２
９ 道才嶋

豊丘 河野 どうさいじま 道斉島 ２１－ 道斉島 ２２－ 道斉島

豊丘 神稲 どうさいじま 道西島
３２６７，３２６９－
３２７６ 道西島

３２６７，３２６９－
３２７７ 道西島

豊丘 神稲
どうさいじまお
き

道西島沖 ３２６８－ 道西島沖 ３２６９－ 道西島沖

豊丘 神稲 どうしょうくぼ 堂床久保 ２４７８，　２４８５ 堂床久保 ２４７８，　２４８６ 堂床久保

豊丘 神稲 どうしょうのくぼ 堂床ノ久保 ２４７９－２４８５
堂床ノ久
保

２４７９－２４８６ 堂床ノ久保

豊丘 神稲 どうぜんがいと 道前垣外

１１６９３－１１７１
２，１１９９４－１２
００２，８４８３－８
５２４，８５２６

道前垣外

１１６９３－１１７１
２，１１９９４－１２
００２，８４８３－８
５２４，８５２７

道前垣外

豊丘 神稲 どうせんだ 道仙田 ３４８９－３４９０ 道仙田 ３４８９－３４９１ 道仙田

豊丘 河野 どうだいら 堂平 ６９８８，６９８９ 堂平 ６９８８，６９９０ 堂平

豊丘 河野 どうだいらぼら 堂平洞 ６９７０－６９８５ 堂平洞 ６９７０－６９８６ 堂平洞

豊丘 神稲 どうのうえ 堂ノ上

６８９５－６８９８，
４６５９－４６６８，
５７７１－５７７５，
５８７７，５８７９－
５８８０

堂ノ上

６８９５－６８９８，
４６５９－４６６８，
５７７１－５７７５，
５８７７，５８７９－
５８８１

堂ノ上

豊丘 神稲 どうのうら 堂ノ裏 ６８９９－ 堂ノ裏 ６９００－ 堂ノ裏

豊丘 神稲 どうのした 堂ノ下
３５１５－３５２５，
４７４１ 堂ノ下

３５１５－３５２５，
４７４２ 堂ノ下

豊丘 神稲 どうのまえ 堂ノ前

７６１１－７６１８，
７５８４－７５９１，
６８９４，６９１４－
６９１６

堂ノ前

７６１１－７６１８，
７５８４－７５９１，
６８９４，６９１４－
６９１７

堂ノ前

豊丘 神稲 どうのみなみ 堂ノ南 ６９０３－６９０５ 堂ノ南 ６９０３－６９０６ 堂ノ南

豊丘 神稲 とうようじ 東養寺

４９３－４９７，５１
９－５３５，５６２，
６７５－５８８，６８
９－７０２

東養寺

４９３－４９７，５１
９－５３５，５６２，
６７５－５８８，６８
９－７０３

東養寺

豊丘 神稲 とおりくろ 通り畔 ７７１６－７７１８ 通り畔 ７７１６－７７１９ 通り畔

豊丘 神稲 とおりざわ 通り沢
９９５２，　９９２
１，９９４２ 通り沢

９９５２，　９９２
１，９９４３ 通り沢

豊丘 神稲 とおりぬま 通り沼 ６９７９－６９９７ 通り沼 ６９７９－６９９８ 通り沼

豊丘 神稲 ときひろ 時廣 ５３６－５５６ 時廣 ５３６－５５７ 時廣

豊丘 河野 とくえもんばた 徳右衞門畑 ６１７４－
徳右衞門
畑

６１７５－ 徳右衞門畑

豊丘 河野 とくどうすい？ 徳道水 ２６４０－２６４２ 徳道水 ２６４０－２６４３ 徳道水

豊丘 河野 とこなみ 床浪 床浪 床浪
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豊丘 河野 とちがほら 杤ヶ洞

６９９３－６９９８，
７０９０－７１１１，
７１１８－７１１９，
７３７２－７３８０

杤ヶ洞

６９９３－６９９８，
７０９０－７１１１，
７１１８－７１１９，
７３７２－７３８１

杤ヶ洞

豊丘 河野 とちがほらぐち 栃ヶ洞口 ７３６１－ 栃ヶ洞口 ７３６２－ 栃ヶ洞口

豊丘 神稲 とちくぼ トチ久保 １０４１７－ トチ久保 １０４１８－ トチ久保

豊丘 神稲 とちくぼ トチクボ
１０４３３－１０４３
５ トチクボ

１０４３３－１０４３
６ トチクボ

豊丘 河野 とちゅうや 戸中谷

２３８４－２３９３，
２４１７－２４２３，
２４４７－２４８１，
２４４２－２４４４，
２３１９，２３８０

戸中谷

２３８４－２３９３，
２４１７－２４２３，
２４４７－２４８１，
２４４２－２４４４，
２３１９，２３８１

戸中谷

豊丘 河野 とちゅうや 戸中屋 ２３６８－２３７９ 戸中屋 ２３６８－２３８０ 戸中屋

豊丘 神稲 ふっとで 突出
７３５５，７３５９－
７３６３ 突出

７３５５，７３５９－
７３６４ 突出

豊丘 神稲 とどめき 当ど免き
７３４６－７３４９，
３６７２－３６９０ 当ど免き

７３４６－７３４９，
３６７２－３６９１ 当ど免き

豊丘 神稲 とどめき とどめき ３８８５－３８８８ とどめき ３８８５－３８８９ とどめき

豊丘 神稲 とどめき 当々目木 ７３５０－ 当々目木 ７３５１－ 当々目木

豊丘 神稲 とどめき トドメキ ５８９１－５８９３ トドメキ ５８９１－５８９４ トドメキ

豊丘 神稲 とどめき 当々め木 ７３５１－ 当々め木 ７３５２－ 当々め木

豊丘 神稲 となか 戸中
１０２４９－１０２７
３，１０２７９－１０
２８０，１２５１４

戸中
１０２４９－１０２７
３，１０２７９－１０
２８０，１２５１５

戸中

豊丘 神稲 とのがいと 殿垣外 ７８３１，７８３３ 殿垣外 ７８３１，７８３４ 殿垣外

豊丘 神稲 とのがいと 殿開土
７８１８，７８２５，
７８２７－７８３２，
３８３４

殿開土
７８１８，７８２５，
７８２７－７８３２，
３８３５

殿開土

豊丘 神稲 とのやしき 殿屋敷 ７８０１－７８１４ 殿屋敷 ７８０１－７８１５ 殿屋敷

豊丘 神稲 とのやま 殿山 ４９２９－４９３１ 殿山 ４９２９－４９３２ 殿山

豊丘 神稲 とびなが 飛長
７２０１－７２１０，
７２１６－７２１９，
７１７９－７２００

飛長
７２０１－７２１０，
７２１６－７２１９，
７１７９－７２０１

飛長

豊丘 河野 とびのす トビノス ７４７９－７４８１ トビノス ７４７９－７４８２ トビノス

豊丘 神稲 とやぐち トヤ口 １００５７－ トヤ口 １００５８－ トヤ口

豊丘 河野 とやごえ 戸谷越
４４７７－４４７９，
４５６４－４５６５，
４５７９－４５８３

戸谷越
４４７７－４４７９，
４５６４－４５６５，
４５７９－４５８４

戸谷越

豊丘 河野 とやだ トヤ田 ７２５－７３８ トヤ田 ７２５－７３９ トヤ田

豊丘 河野 とやだ 戸谷田
８０８－８１３，８１
５－８２０ 戸谷田

８０８－８１３，８１
５－８２１ 戸谷田

豊丘 河野 とやのこし トヤノコシ ４５６６－４５７８ トヤノコシ ４５６６－４５７９ トヤノコシ

豊丘 神稲 とやば 戸谷場
１０２９９－１０３０
７ 戸谷場

１０２９９－１０３０
８ 戸谷場

豊丘 神稲 とやば トヤバ
１０３０８－１０３１
０ トヤバ

１０３０８－１０３１
１ トヤバ

豊丘 神稲 とよぐち 豊口 ５５７７－ 豊口 ５５７８－ 豊口
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豊丘 神稲 とよだぐち 豊田口 ５６２４－ 豊田口 ５６２５－ 豊田口

豊丘 神稲 とよのくち 豊ノ口 ５５７７－ 豊ノ口 ５５７８－ 豊ノ口

豊丘 河野 とりいした 鳥居下
１５５４－１５５６，
１６３９－１６４５ 鳥居下

１５５４－１５５６，
１６３９－１６４６ 鳥居下

豊丘 河野 とりいまえ 鳥居前 １６３５－１６３８ 鳥居前 １６３５－１６３９ 鳥居前

豊丘 神稲 とろほうつるね
ドロホウツ
ルネ

２６３１－２６３６
ドロホウツ
ルネ

２６３１－２６３７ ドロホウツルネ

豊丘 神稲
ないしょうがい
と

内匠垣外 ８１１７－８１２７ 内匠垣外 ８１１７－８１２８ 内匠垣外

豊丘 河野 なかいした 中井下 １８２３－１８２５ 中井下 １８２３－１８２６ 中井下

豊丘 神稲 なかがき 中垣
１０２０６－１０２０
８，１０２１３，１０
４１８－１０４２２

中垣
１０２０６－１０２０
８，１０２１３，１０
４１８－１０４２３

中垣

豊丘 神稲 なかがわら 中河原 中河原 中河原

豊丘 河野 ながくぼ 長久保

４９６１，４９７９－
５０１７，５０２３－
５０３０，５０３５－
５０３７，５０３９－
５０４０，５０４３－
５０４５，５０５１＾
５０５２

長久保

４９６１，４９７９－
５０１７，５０２３－
５０３０，５０３５－
５０３７，５０３９－
５０４０，５０４３－
５０４５，５０５１＾５
０５３

長久保

豊丘 神稲 ながくぼ 長久保

６１８４－６１８６，
６４３２－６４３３，
６４７７－６４８４，
６５６９－６５７８，
６５６７

長久保

６１８４－６１８６，
６４３２－６４３３，
６４７７－６４８４，
６５６９－６５７８，
６５６８

長久保

豊丘 河野 ながくぼじり 長久保尻
５０１８－５０２２，
５０３１－５０３４ 長久保尻

５０１８－５０２２，
５０３１－５０３５ 長久保尻

豊丘 河野 ながくぼほら 長久保洞
５０３８，５０４１－
５０４２ 長久保洞

５０３８，５０４１－
５０４３ 長久保洞

豊丘 神稲 ながさか 長坂
９５１９、１１４６２
－１１４６５ 長坂

９５１９、１１４６２
－１１４６６ 長坂

豊丘 神稲 ながさわ 長沢 ６４６４－ 長沢 ６４６５－ 長沢

豊丘 河野
なかざわだい
らひがし

中沢平東 ５８４８－５８５０ 中沢平東 ５８４８－５８５１ 中沢平東

豊丘 河野 なかしば 中芝

１１８，１４０－１４
７，１７２－１７３，
１７５－１８５，１９
９－２１６，２３０
－２４５

中芝

１１８，１４０－１４
７，１７２－１７３，
１７５－１８５，１９
９－２１６，２３０
－２４６

中芝

豊丘 河野 なかしばうえ 中芝上 ２２７－２２８ 中芝上 ２２７－２２９ 中芝上

豊丘 河野 なかしばおき 中芝沖 中芝沖 中芝沖

豊丘 河野 はかしばはた 中芝畑 ２１６－ 中芝畑 ２１７－ 中芝畑

豊丘 河野 なかしばはば 中芝羽場 １９７－１９８ 中芝羽場 １９７－１９９ 中芝羽場

豊丘 河野 なかじま 中嶋
９２７－９３９，４９
３７－４９３８，４７
３２

中嶋
９２７－９３９，４９
３７－４９３８，４７
３３

中嶋
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豊丘 神稲 なかじま 中嶋

１８６９，１８７５－
１８８５，３２７７－
３３２５，３３４０－
３３４２，３６５３－
３６５８，１０６３８
－１０６３９，１０６
９４

中嶋

１８６９，１８７５－
１８８５，３２７７－
３３２５，３３４０－
３３４２，３６５３－
３６５８，１０６３８
－１０６３９，１０６
９５

中嶋

豊丘 神稲 なかじま 中島
８０７４－８０７６，
９６６２ 中島

８０７４－８０７６，
９６６３ 中島

豊丘 神稲 なかじま ナカジマ ９６６４－ ナカジマ ９６６５－ ナカジマ

豊丘 河野 なかせんどう 中仙道 ２４９０－２５２４ 中仙道 ２４９０－２５２５ 中仙道

豊丘 河野 なかそね 中曽根

２８６１－２８９２，
２９０５－２９５８，
２８３２－２８３３，
２８５２－２８６０

中曽根

２８６１－２８９２，
２９０５－２９５８，
２８３２－２８３３，
２８５２－２８６１

中曽根

豊丘 河野 なかそねまえ 中曽根前 ２８３４－２８５１ 中曽根前 ２８３４－２８５２ 中曽根前

豊丘 河野 なかた 中田 ７０７８－７０９５ 中田 ７０７８－７０９６ 中田

豊丘 神稲 なかた 中田
１９４２－１９４５，
５９５９－５９４７ 中田

１９４２－１９４５，
５９５９－５９４８ 中田

豊丘 河野 なかだいら 中平 ８４１－ 中平 ８４２－ 中平

豊丘 神稲 なかてだ 中手田 ３４７－３７０ 中手田 ３４７－３７１ 中手田

豊丘 河野 なかなが 中長 ３７０１－３７０３ 中長 ３７０１－３７０４ 中長

豊丘 神稲 なかのい 中ノ井
１０５７１－１０５８
１ 中ノ井

１０５７１－１０５８
２ 中ノ井

豊丘 神稲 なかのいといり 中ノ井戸入
１０５８３－１０５９
０

中ノ井戸
入

１０５８３－１０５９
１ 中ノ井戸入

豊丘 神稲 なかのきり 中ノ切
１１４８４－１１４８
６ 中ノ切

１１４８４－１１４８
７ 中ノ切

豊丘 神稲 なかのくぼ 中ノ久保
１１６３７－１１６６
１ 中ノ久保

１１６３７－１１６６
２ 中ノ久保

豊丘 河野 なかのじょう 中ノ城 ８３２－ 中ノ城 ８３３－ 中ノ城

豊丘 神稲 なかのたいら 中ノ平
１０４４４，　１０４
４６ 中ノ平

１０４４４，　１０４
４７ 中ノ平

豊丘 神稲 なかはた 中畑 ４３７２－ 中畑 ４３７３－ 中畑

豊丘 神稲 ながばた 長畑 ６５４９－６５５１ 長畑 ６５４９－６５５２ 長畑

豊丘 神稲 なかはら 中原

４２０１－４２１１，
４２２７－４２７９，
４２８３－４３０６，
４３７２

中原

４２０１－４２１１，
４２２７－４２７９，
４２８３－４３０６，
４３７３

中原

豊丘 神稲 なかはり 中張 １３３１－１３３９ 中張 １３３１－１３４０ 中張

豊丘 神稲 ながまつやま 長松山 長松山 長松山

豊丘 河野 なかみち 中道
４４６７，１－５４
９？ 中道

４４６７，１－５５
０？ 中道

豊丘 神稲 なかみね 中峯 １２１４２－ 中峯 １２１４３－ 中峯

豊丘 神稲 なかむら 中村
３７９９－３８０２，
３８４６－３８５７，
３８６２－３８６５

中村
３７９９－３８０２，
３８４６－３８５７，
３８６２－３８６６

中村

豊丘 河野 なかむらがいと 中村垣外 中村垣外 中村垣外

豊丘 河野 なかや 中谷 ５６４０－ 中谷 ５６４１－ 中谷
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豊丘 神稲 なかや 中屋
１０１２５－１０１３
５，１０１１３－１０
１１４

中屋
１０１２５－１０１３
５，１０１１３－１０
１１５

中屋

豊丘 河野 なかやざわ 中矢沢 １０９４－１１２０ 中矢沢 １０９４－１１２１ 中矢沢

豊丘 河野 なかやした 中谷下 ５６２７－５６３９ 中谷下 ５６２７－５６４０ 中谷下

豊丘 河野 なかやまほら 中山洞 ２１００－ 中山洞 ２１０１－ 中山洞

豊丘 神稲 なかよけ 中ヨケ ５１３０－５１３４ 中ヨケ ５１３０－５１３５ 中ヨケ

豊丘 神稲 ながれがわ 流川
２５８－２７９，３０
３－３０４ 流川

２５８－２７９，３０
３－３０５ 流川

豊丘 神稲 ながれさし 流差
１０４８４－１０４８
５，１０４８９－１０
４９０，１０９２９

流差
１０４８４－１０４８
５，１０４８９－１０
４９０，１０９３０

流差

豊丘 神稲 ながれさし 流サシ
１０４９３，１０８９
４－１０９０９ 流サシ

１０４９３，１０８９
４－１０９１０ 流サシ

豊丘 神稲 ながれだ 流田
５２５３－５２６０，
５２６９－５３１４ 流田

５２５３－５２６０，
５２６９－５３１５ 流田

豊丘 神稲 ながわり 長割

９２９４－９２９８
７，９２０１－９２０
２，９２０４－９２８
７，９２９１－９２９
４

長割

９２９４－９２９８
７，９２０１－９２０
２，９２０４－９２８
７，９２９１－９２９
５

長割

豊丘 神稲 なぎ なぎ ４０７４－４０９０ なぎ ４０７４－４０９１ なぎ

豊丘 河野 なぎうえ なぎ上 ５０６３－５０６６ なぎ上 ５０６３－５０６７ なぎ上

豊丘 神稲 なぎしんでん なぎ新田 ３７２７－３７２９ なぎ新田 ３７２７－３７３０ なぎ新田

豊丘 神稲 なきた ナキ田 ７４３９－ ナキ田 ７４４０－ ナキ田

豊丘 神稲 なぎた ナギタ ７４３８ ナギタ ７４３９ ナギタ

豊丘 神稲 なぎだ なぎ田 ７４３０－７４３６ なぎ田 ７４３０－７４３７ なぎ田

豊丘 神稲 なぎだ ナギダ ７４３７－ ナギダ ７４３８－ ナギダ

豊丘 河野 なぎのうえ ナギノ上 ５３０８－ ナギノ上 ５３０９－ ナギノ上

豊丘 神稲 なぎばた ナギ畑 １１０９０ ナギ畑 １１０９１ ナギ畑

豊丘 神稲 なぎほうげ なぎ方下
４３０７－４３２８，
４３６９－４３７１ なぎ方下

４３０７－４３２８，
４３６９－４３７２ なぎ方下

豊丘 神稲 なしのき 梨ノ木

６９０６－６９１３，
１０１７５－１０１７
９，１０２１８，９１
６５

梨ノ木

６９０６－６９１３，
１０１７５－１０１７
９，１０２１８，９１
６６

梨ノ木

豊丘 河野 なしのき 梨子木

３１３５－３１３６，
３１７４，２６５８－
２６６９，７１８－７
２１

梨子木

３１３５－３１３６，
３１７４，２６５８－
２６６９，７１８－７
２２

梨子木

豊丘 神稲 なしのた 梨ノ田

１０１６９－１０１７
４，１０１８４－１０
１８８，１０１９５－
１０１９６，１０２１
６－１０２１７

梨ノ田

１０１６９－１０１７
４，１０１８４－１０
１８８，１０１９５－
１０１９６，１０２１
６－１０２１８

梨ノ田

豊丘 河野 なつこば 夏木場 夏木場 夏木場

豊丘 神稲 なつめだ 夏目田 ４３６－４４８ 夏目田 ４３６－４４９ 夏目田

豊丘 神稲 ななたんだ 七反田 ６４０－６５８ 七反田 ６４０－６５９ 七反田
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豊丘 神稲 なべくら 鍋倉

９７５３－９７５４，
９７６１－９７７５，
９８０７，９８０９－
９８１４，９８２３－
９８４６，９７８２－
９７８３

鍋倉

９７５３－９７５４，
９７６１－９７７５，
９８０７，９８０９－
９８１４，９８２３－
９８４６，９７８２－
９７８４

鍋倉

豊丘 神稲 なべくらやま 鍋倉山 １２５２２－ 鍋倉山 １２５２３－ 鍋倉山

豊丘 神稲 なめしがほら 鞁ヶ洞 鞁ヶ洞 鞁ヶ洞

豊丘 神稲 なめしざわ ナメシ沢
４８７５－４８７７，
４８８０－４８８３ ナメシ沢

４８７５－４８７７，
４８８０－４８８４ ナメシ沢

豊丘 神稲 なわした 縄下
１０２０１－１０２０
４，１０２０９ 縄下

１０２０１－１０２０
４，１０２１０ 縄下

豊丘 河野 なわはりば 縄張場 ５１７８－５１８５ 縄張場 ５１７８－５１８６ 縄張場

豊丘 神稲 なわろく 縄六
１００８９－１００９
０ 縄六

１００８９－１００９
１ 縄六

豊丘 神稲 にかどころ ニカ所
１１０８３－１１０８
９ ニカ所

１１０８３－１１０９
０ ニカ所

豊丘 河野 にし 西
４２５２－４２５５，
５１５０－５１６９，
５１７２－５１７３

西
４２５２－４２５５，
５１５０－５１６９，
５１７２－５１７４

西

豊丘 神稲 にし 西
１０６８０－１０６８
１，１１５１０ 西

１０６８０－１０６８
１，１１５１１ 西

豊丘 河野 にしがいと 西垣外

８７－１１２，８５５
－８７０，５７６１
－５７７２，３６７０
－３６７１，３６７６
－３６７７，３６８１
－３６９１，５５３
８，５５４１－５５４
６，５６４２－５６５
３，５５６８－５５７
３，５５７５，５５７
７，５５８１－５５９
４，５６０１－５６１
４

西垣外

８７－１１２，８５５
－８７０，５７６１
－５７７２，３６７０
－３６７１，３６７６
－３６７７，３６８１
－３６９１，５５３
８，５５４１－５５４
６，５６４２－５６５
３，５５６８－５５７
３，５５７５，５５７
７，５５８１－５５９
４，５６０１－５６１
５

西垣外

豊丘 神稲 にしがいと 西垣外

６８６３－６８６９，
４３４２，４３５５－
４３５７，１１９２０
－１１９２３

西垣外

６８６３－６８６９，
４３４２，４３５５－
４３５７，１１９２０
－１１９２４

西垣外

豊丘 河野 にしきど 西木戸 ５１８６－５１８７ 西木戸 ５１８６－５１８８ 西木戸

豊丘 河野 にしくぼ 西久保

５３４６－５３６８，
５３７６－５４１０，
６４１８－６４３７，
７５８２－７５８４，
７５８９－７５９２，
７５９４

西久保

５３４６－５３６８，
５３７６－５４１０，
６４１８－６４３７，
７５８２－７５８４，
７５８９－７５９２，
７５９５

西久保

豊丘 神稲 にしくぼ 西久保 ２３４６－ 西久保 ２３４７－ 西久保

豊丘 河野 にしのくぼ 西ノ久保 西ノ久保 西ノ久保

豊丘 河野 にしざか 西坂
３８９８，４２６４－
４２６５，４２５９ 西坂

３８９８，４２６４－
４２６５，４２６０ 西坂

豊丘 河野 にしだいら 西平 ９００－９０２ 西平 ９００－９０３ 西平
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豊丘 河野 にしのおき 西ノ沖

８７５９－８７６１，
８７６５－８７７６，
８７７８，８７８０－
８７９４

西ノ沖

８７５９－８７６１，
８７６５－８７７６，
８７７８，８７８０－
８７９５

西ノ沖

豊丘 神稲 にしのくぼ 西ノ久保

１２１２３，１２１２
６，８９２２－８９３
４，９９６６，９９６
８－９９７２，９９８
３

西ノ久保

１２１２３，１２１２
６，８９２２－８９３
４，９９６６，９９６
８－９９７２，９９８
４

西ノ久保

豊丘 神稲 にしのさか 西ノ坂
１１９４１，　１１９
４５ 西ノ坂

１１９４１，　１１９
４６ 西ノ坂

豊丘 河野 にしのした 西ノ下 ７６２５－７６４４ 西ノ下 ７６２５－７６４５ 西ノ下

豊丘 神稲 にしのた 西ノ田 ６７２０－６７２１ 西ノ田 ６７２０－６７２２ 西ノ田

豊丘 河野 にしのたいら 西ノ平
９０９，４８４０，４
８５７，５８４０ 西ノ平

９０９，４８４０，４
８５７，５８４１ 西ノ平

豊丘 神稲 にしのたいら 西ノ平

２３６７－２３７５，
１０６７４－１０６７
９，１０６８２，１０
６８９－１０６９３，
１０６９５

西ノ平

２３６７－２３７５，
１０６７４－１０６７
９，１０６８２，１０
６８９－１０６９３，
１０６９６

西ノ平

豊丘 河野 にしのはた 西ノ畑
４２３７，４２３９－
４２４３，４２４６ 西ノ畑

４２３７，４２３９－
４２４３，４２４７ 西ノ畑

豊丘 神稲 にしのはた 西ノ畑
４５７１，４６１４－
４６１８，４６２９－
４６３３

西ノ畑
４５７１，４６１４－
４６１８，４６２９－
４６３４

西ノ畑

豊丘 神稲 にしのはら 西ノ原

１２０３１－１２０３
４，１２０９１－１２
０９６，８８６４－８
８７０

西ノ原

１２０３１－１２０３
４，１２０９１－１２
０９６，８８６４－８
８７１

西ノ原

豊丘 神稲 にしのまた 西ノ俣 ４０９１－ 西ノ俣 ４０９２－ 西ノ俣

豊丘 河野 にしのほら 西ノ洞 ７５９３，７５９５ 西ノ洞 ７５９３，７５９６ 西ノ洞

豊丘 河野 にしのみや 西ノ宮
５４１１－５４１５，
５４１８ 西ノ宮

５４１１－５４１５，
５４１９ 西ノ宮

豊丘 河野 にしのみやうえ 西ノ宮上 ５４１６－５４１７ 西ノ宮上 ５４１６－５４１８ 西ノ宮上

豊丘 河野 にしばた 西畑
１１３－１１７，１２
１－１２２ 西畑

１１３－１１７，１２
１－１２３ 西畑

豊丘 神稲 にしはら 西原
４３５０，　１２０８
９ 西原

４３５０，　１２０９
０ 西原

豊丘 神稲 にしほうげ 西法外 １１９２３－ 西法外 １１９２４－ 西法外

豊丘 神稲 にしほり 西ほり １１３７７－ 西ほり １１３７８－ 西ほり

豊丘 河野 にしみや 西宮 ５４４９－ 西宮 ５４５０－ 西宮

豊丘 神稲 にしよこどおり 西横通り ３６５９－３６７１ 西横通り ３６５９－３６７２ 西横通り

豊丘 河野 にちょうざか 二丁坂 ７４４８－７４５１ 二丁坂 ７４４８－７４５２ 二丁坂

豊丘 河野 にのさわ 二ノ沢 ５９１７－５９３２ 二ノ沢 ５９１７－５９３３ 二ノ沢

豊丘 河野 にのせ 二ノ瀬
７３３１－７３３４，
７３４１－７３５１ 二ノ瀬

７３３１－７３３４，
７３４１－７３５２ 二ノ瀬

豊丘 神稲 ぬいだ 縫田 ２５３５－２５４８ 縫田 ２５３５－２５４９ 縫田

豊丘 河野 ぬはだ ヌハ田 ヌハ田 ヌハ田

豊丘 神稲 ぬまのた 沼ノ田 ７５９８－ 沼ノ田 ７５９９－ 沼ノ田

豊丘 神稲 ねぎや 祢宜屋
９３９－９６８，９７
９－９８１ 祢宜屋

９３９－９６８，９７
９－９８２ 祢宜屋
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豊丘 神稲 ねこだ 猫田 ５９５９－５９６２ 猫田 ５９５９－５９６３ 猫田

豊丘 神稲 ねこだ ネコ田 ネコ田 ネコ田

豊丘 神稲 ねこのうち 猫ノ内
１０８６８－１０８７
２ 猫ノ内

１０８６８－１０８７
３ 猫ノ内

豊丘 神稲 ねこばた 猫畑
５９５１－５９５２，
５９５６－５９５８ 猫畑

５９５１－５９５２，
５９５６－５９５９ 猫畑

豊丘 河野 ねんしょ 念所 ９８９２－ 念所 ９８９３－ 念所

豊丘 神稲 のぎわ 野際 １０７２－１０７９ 野際 １０７２－１０８０ 野際

豊丘 神稲 のたば ノタバ
１０８７３－１０８７
５ ノタバ

１０８７３－１０８７
６ ノタバ

豊丘 河野 はいやきば 灰焼場 ５２７２－５２７３ 灰焼場 ５２７２－５２７４ 灰焼場

豊丘 河野 はぎいうえ 萩井上 ５８７９－ 萩井上 ５８８０－ 萩井上

豊丘 河野 はぎうえ 萩上 ５８７９－ロ 萩上 ５８８０－ロ 萩上

豊丘 河野 はぎした 萩下 ８２１１，８２１３ 萩下 ８２１１，８２１４ 萩下

豊丘 神稲 はぎの ハギノ
１０２８９－１０２９
６ ハギノ

１０２８９－１０２９
７ ハギノ

豊丘 河野 はぎのくち 萩之口
７１３９－７１５４，
７１９３－７１９８，
７２０２－７２１６

萩之口
７１３９－７１５４，
７１９３－７１９８，
７２０２－７２１７

萩之口

豊丘 神稲 はぎはら 萩原 １０２９６－ 萩原 １０２９７－ 萩原

豊丘 神稲 はこだ 箱田
５７７６－５７８４，
５７８６，５７９７ 箱田

５７７６－５７８４，
５７８６，５７９８ 箱田

豊丘 神稲 はしずめ 橋爪 １０６９６－ 橋爪 １０６９７－ 橋爪

豊丘 河野 はしば 橋場 ７４２７－７４３０ 橋場 ７４２７－７４３１ 橋場

豊丘 河野 はしりぐち 走口 ３５４－３５７ 走口 ３５４－３５８ 走口

豊丘 河野 はしりぐち ハシリ口 ６１９７－６２００ ハシリ口 ６１９７－６２０１ ハシリ口

豊丘 河野 はしりぐち 走り口 ６２０１－６２０５ 走り口 ６２０１－６２０６ 走り口

豊丘 神稲 はたぐち 畑口 １０２１５－ 畑口 １０２１６－ 畑口

豊丘 神稲 はたくろ 畑畔 ６７２３－６７２４ 畑畔 ６７２３－６７２５ 畑畔

豊丘 河野 はたどおり 畑通り ７４４２－ 畑通り ７４４３－ 畑通り

豊丘 神稲 はたなか 畑中

７８２１－７８２４，
７８３５－７８４５，
７８４７，７８５１－
７８６３，７８６５，
７８７１－７８８２，
７８８４－７８８５

畑中

７８２１－７８２４，
７８３５－７８４５，
７８４７，７８５１－
７８６３，７８６５，
７８７１－７８８２，
７８８４－７８８６

畑中

豊丘 神稲
はたなかこうさ
いじ

畑中向西寺 ７８６６－７８６９
畑中向西
寺

７８６６－７８７０ 畑中向西寺

豊丘 河野 はちおうじ 八王子
２７４７－２７４９，
２６００－２６０６，
２６１６－２６３７

八王子
２７４７－２７４９，
２６００－２６０６，
２６１６－２６３８

八王子
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豊丘 河野 はちおうじおき 八王寺沖

８４７９－８４８０，
８４８５，８４９１，
８５６７－８５７３，
８５７５－８５７９，
８５８０，８５８３－
８５９０，８５９５－
８５９８，９６０１－
９６０２，９３３５－
９３３８，９５５１－
９６４８，９７１８－
９７２０，９８１１－
９８２７

八王寺沖

８４７９－８４８０，
８４８５，８４９１，
８５６７－８５７３，
８５７５－８５７９，
８５８０，８５８３－
８５９０，８５９５－
８５９８，９６０１－
９６０２，９３３５－
９３３８，９５５１－
９６４８，９７１８－
９７２０，９８１１－
９８２８

八王寺沖

豊丘 河野 はちおうじおき 八王子沖

９０１６－９０４４，
９０７４－９０８４，
９２６５－９３２０，
９７１７，８０８３－
８０９２，８１２０－
８１３８，８６０３－
８６０６，８６００，
８２４４－８２６１，
８２６３－８２７６，
８２７８－８３０２，
８３０７－８３０８，
８５９９，８５９１－
８５９４，８４６３－
８４６６，８４９３－
８４９４，８５０６－
８５６６，８５８０－
８５８２

八王子沖

９０１６－９０４４，
９０７４－９０８４，
９２６５－９３２０，
９７１７，８０８３－
８０９２，８１２０－
８１３８，８６０３－
８６０６，８６００，
８２４４－８２６１，
８２６３－８２７６，
８２７８－８３０２，
８３０７－８３０８，
８５９９，８５９１－
８５９４，８４６３－
８４６６，８４９３－
８４９４，８５０６－
８５６６，８５８０－
８５８３

八王子沖

豊丘 河野 はちおうじした 八王子下
８０９１，８０９３－
８１１９，８１３９－
８１５０

八王子下
８０９１，８０９３－
８１１９，８１３９－
８１５１

八王子下

豊丘 神稲 ばちさわ バチサワ ９６７０，　９６７５ バチサワ ９６７０，　９６７６ バチサワ

豊丘 神稲 ばちさわ 場知沢

９６３４－９６４０，
９６６３，９６６５－
９６７５，９７００－
９７１３，９７５１

場知沢

９６３４－９６４０，
９６６３，９６６５－
９６７５，９７００－
９７１３，９７５２

場知沢

豊丘 河野 はっしょうぼら 八舛洞 ６１７１－ 八舛洞 ６１７２－ 八舛洞

豊丘 神稲
はなこすりひが
しひら

ハナコスリ
東ヒラ

１１５０８－１１５０
９

ハナコスリ
東ヒラ

１１５０８－１１５１
０ ハナコスリ東ヒラ

豊丘 神稲 はなたて 花立 ３５４１－３５５２ 花立 ３５４１－３５５３ 花立

豊丘 河野 はね 羽根 １７３１－１７４２ 羽根 １７３１－１７４３ 羽根

豊丘 河野 はねおき 羽根沖

８３０３－８３０６，
８３０９－８３５９，
８３６４，８３８５－
８３８７，８３８９

羽根沖

８３０３－８３０６，
８３０９－８３５９，
８３６４，８３８５－
８３８７，８３９０

羽根沖

豊丘 河野 はねがいと 羽根垣外 １６７９－１７３０ 羽根垣外 １６７９－１７３１ 羽根垣外

豊丘 河野 はねざわ 羽根沢
１６２１，１６２３－
１６３４ 羽根沢

１６２１，１６２３－
１６３５ 羽根沢

豊丘 河野 はねざわ 羽沢 １６２２－ 羽沢 １６２３－ 羽沢
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豊丘 河野 はねした 羽根下

１６５５－１６６４，
８０４５－８０５０，
８０５３－８０５８，
８０６５－８０７１，
８０７７－８０８２

羽根下

１６５５－１６６４，
８０４５－８０５０，
８０５３－８０５８，
８０６５－８０７１，
８０７７－８０８３

羽根下

豊丘 河野 はば 羽場

２４６－２５３，２５
６，２５８－２６８，
３０９－３１０，３１
３－３１６，３２１
－３２９，３３５，３
６７－３８２，４４６
－４４７，５７１－
５７５，６００－６０
８，６１０，６１２－
６２１，７００－７１
２，８３４－８３５

羽場

２４６－２５３，２５
６，２５８－２６８，
３０９－３１０，３１
３－３１６，３２１
－３２９，３３５，３
６７－３８２，４４６
－４４７，５７１－
５７５，６００－６０
８，６１０，６１２－
６２１，７００－７１
２，８３４－８３６

羽場

豊丘 神稲 はば 羽場
１１９８８－１１９８
９ 羽場

１１９８８－１１９９
０ 羽場

豊丘 河野 はばまえ 羽場前
５１４０－５１４２，
５１９１－５１９２，
５１９４－５２１５

羽場前
５１４０－５１４２，
５１９１－５１９２，
５１９４－５２１６

羽場前

豊丘 河野 はまいば 浜井場
１８２６－１９６２，
９８９５ 浜井場

１８２６－１９６２，
９８９６ 浜井場

豊丘 神稲 はまいば 濱井場
５９３１－５９３３，
１０３２６－１０３３
８

濱井場
５９３１－５９３３，
１０３２６－１０３３
９

濱井場

豊丘 神稲 はまいば はまいば ５９３２－ はまいば ５９３３－ はまいば

豊丘 神稲 はまいば 羽舞場
１１８９３－１１８９
５，１１８８９－１１
８９２

羽舞場
１１８９３－１１８９
５，１１８８９－１１
８９３

羽舞場

豊丘 神稲 はまえば 羽前場 ８１５４－８１７１ 羽前場 ８１５４－８１７２ 羽前場

豊丘 河野 はやしくろ 林畔 林畔 林畔

豊丘 神稲 はやしこし 林越
１０７４２－１０７４
５ 林越

１０７４２－１０７４
６ 林越

豊丘 河野 はやしのくち 林の口 ３７４９－ 林の口 ３７５０－ 林の口

豊丘 神稲 はやしのこし 林ノ腰
７６４７，　１１９３
２ 林ノ腰

７６４７，　１１９３
３ 林ノ腰

豊丘 神稲 はやしのこし 林ノ越
１０４９９，１０４５
０ 林ノ越

１０４９９，１０４５
１ 林ノ越

豊丘 神稲 はやしばた 林畑 ２７０１－２７０３ 林畑 ２７０１－２７０４ 林畑

豊丘 神稲 はらざか 原坂
１１９２７－１１９３
０ 原坂

１１９２７－１１９３
１ 原坂

豊丘 神稲 はらだ 原田 ８２６６，８５３９ 原田 ８２６６，８５４０ 原田

豊丘 神稲 はらのさわ 原ノ沢

７５０３－７５１６，
７５１９－７５３９，
１１９７１－１１９７
３

原ノ沢

７５０３－７５１６，
７５１９－７５３９，
１１９７１－１１９７
４

原ノ沢

豊丘 神稲 はらはた 原畑 ８２６７－８２７１ 原畑 ８２６７－８２７２ 原畑

豊丘 河野 はらみや 原宮
４９６－５０１，５０
６－５１３，５１５
－５２６

原宮
４９６－５０１，５０
６－５１３，５１５
－５２７

原宮

豊丘 河野 はらみやわき 原宮脇 ５０５－ 原宮脇 ５０６－ 原宮脇
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豊丘 神稲 はらわかり 原分かり ５５４９－ 原分かり ５５５０－ 原分かり

豊丘 神稲 はりのき ハリノキ
９６５１－９６６１，
９６９９，９７２６，
９７２８

ハリノキ
９６５１－９６６１，
９６９９，９７２６，
９７２９

ハリノキ

豊丘 河野 はんざき 半崎
１１２８－１１２９，
１１３５－１１３９，
１１６４－１１６６

半崎
１１２８－１１２９，
１１３５－１１３９，
１１６４－１１６７

半崎

豊丘 神稲 ばんじょうだ 番匠田 ３５３６－３５４０ 番匠田 ３５３６－３５４１ 番匠田

豊丘 河野 ばんじょうやま 番匠山 ４６６５－４６６８ 番匠山 ４６６５－４６６９ 番匠山

豊丘 河野 はんのき 榛ノ木
６２９－６３３，６７
７－６７８ 榛ノ木

６２９－６３３，６７
７－６７９ 榛ノ木

豊丘 神稲 はんのきだ 半ノ木田 ６１９９－ 半ノ木田 ６２００－ 半ノ木田

豊丘 神稲
はんのきだい
ら

半ノ木平
１１３１－１１６７，
１６４７，１６３６，
２３２２－２３２３

半ノ木平
１１３１－１１６７，
１６４７，１６３６，
２３２２－２３２４

半ノ木平

豊丘 神稲 はんのきばた 半ノ木畑
６１９９，６２０１－
６２１４ 半ノ木畑

６１９９，６２０１－
６２１５ 半ノ木畑

豊丘 神稲 はんのきはら 半ノ木原 ６３２７－ 半ノ木原 ６３２８－ 半ノ木原

豊丘 河野 はんのきぼら 半ノ木洞 ２１５５－２１６４ 半ノ木洞 ２１５５－２１６５ 半ノ木洞

豊丘 神稲 はんば ハンバ ６７３２－ ハンバ ６７３３－ ハンバ

豊丘 神稲 まました 万々下 ３５８４－３５８７ 万々下 ３５８４－３５８８ 万々下

豊丘 神稲 ひいたざわ ヒイタ沢 ６５１４－６５１５ ヒイタ沢 ６５１４－６５１６ ヒイタ沢

豊丘 河野 ひうだ？ 日生田 ３１７－３１８ 日生田 ３１７－３１９ 日生田

豊丘 河野 ひえざわ 冷沢

６０２５－６０２９，
６０３１－６０３４，
６０５１－６０５８，
６０６１－６０６７

冷沢

６０２５－６０２９，
６０３１－６０３４，
６０５１－６０５８，
６０６１－６０６８

冷沢

豊丘 河野 ひえせまち ヒエセ町 ７１６－ ヒエセ町 ７１７－ ヒエセ町

豊丘 神稲 ひえた 冷田
６９２５，６９４５－
６９４８ 冷田

６９２５，６９４５－
６９４９ 冷田

豊丘 神稲 ひえだ 比へ田
３０３４－３０５０，
３１０１－３１５２ 比へ田

３０３４－３０５０，
３１０１－３１５３ 比へ田

豊丘 神稲 ひえだ 稗田

６５２２－６５３２，
５６８８－５６９５，
５７０７－５７１０，
６２２０－６２２２，
１０２２３－１０２２
４

稗田

６５２２－６５３２，
５６８８－５６９５，
５７０７－５７１０，
６２２０－６２２２，
１０２２３－１０２２
５

稗田

豊丘 神稲 ひえだ ヒエ田 ５７２１－５７３７ ヒエ田 ５７２１－５７３８ ヒエ田

豊丘 神稲 ひえだあさひ 稗田朝日 ５９７６－５９７９ 稗田朝日 ５９７６－５９８０ 稗田朝日

豊丘 神稲 ひえだおき 比へ田沖 ３０５１－３１００ 比へ田沖 ３０５１－３１０１ 比へ田沖

豊丘 河野 ひえださわ 冷田沢
６０３０，６０３５－
６０５０，６０５９－
６０６０

冷田沢
６０３０，６０３５－
６０５０，６０５９－
６０６１

冷田沢

豊丘 神稲 ひえださわ 稗田沢 ６５１９－６５２０ 稗田沢 ６５１９－６５２１ 稗田沢

豊丘 河野 ひかげ 日蔭
６９２０－６９２１，
７３８１，７３８３－
７３８４

日蔭
６９２０－６９２１，
７３８１，７３８３－
７３８５

日蔭



50

50 ページ

豊丘 河野 ひかげ 日影
７３５６－７３６０，
７３６２－７３６３，
７５２９－７５３１

日影
７３５６－７３６０，
７３６２－７３６３，
７５２９－７５３２

日影

豊丘 河野 ひかげ 日陰 ７３６４－７３６８ 日陰 ７３６４－７３６９ 日陰

豊丘 神稲 ひかげ 日影

７８９１－７８９３，
４４７５－４４７９，
６４２９，７８９６，
７９０１

日影

７８９１－７８９３，
４４７５－４４７９，
６４２９，７８９６，
７９０２

日影

豊丘 河野
ひかげいうえ
ほらぐち

日影井上洞
口

７５３２－
日影井上
洞口

７５３３－ 日影井上洞口

豊丘 神稲 ひかげくぼ 日影久保 ２７１６－２７１８ 日影久保 ２７１６－２７１９ 日影久保

豊丘 河野 ひかげだ 日影田

３７９０－３８００，
４３０１－４３２０，
４３２２－４３２７，
４３３９－４３４１，
５６９４－５６９８

日影田

３７９０－３８００，
４３０１－４３２０，
４３２２－４３２７，
４３３９－４３４１，
５６９４－５６９９

日影田

豊丘 河野 ひかげだ 日陰田 ４２９３－４３００ 日陰田 ４２９３－４３０１ 日陰田

豊丘 河野 ひかげだ 日蔭田 ４５８４－４６１１ 日蔭田 ４５８４－４６１２ 日蔭田

豊丘 神稲 ひかげだ 日影田
２６７６－２６７９，
２９２８－２９５０ 日影田

２６７６－２６７９，
２９２８－２９５１ 日影田

豊丘 神稲 ひかげだ 日カゲ田 ８９９７－９０００ 日カゲ田 ８９９７－９００１ 日カゲ田

豊丘 河野
ひかげだいし
た

日影田井下 ４３２１－４３２２
日影田井
下

４３２１－４３２３ 日影田井下

豊丘 神稲 ひかげばた 日カゲ畑 ６４２６，６４２８ 日カゲ畑 ６４２６，６４２９ 日カゲ畑

豊丘 神稲 ひかげばた ヒカゲ畑 ６４２６，６４２８ ヒカゲ畑 ６４２６，６４２９ ヒカゲ畑

豊丘 神稲 ひかげばやし 日カゲ林

１１８２２，１１８２
４，１１８３５－１１
８３７，１１８３９－
１１８４２

日カゲ林

１１８２２，１１８２
４，１１８３５－１１
８３７，１１８３９－
１１８４３

日カゲ林

豊丘 神稲 ひかげばやし 日かげ林 １１８２３ 日かげ林 １１８２４ 日かげ林

豊丘 神稲 ひかげやま 日影山 １２５２５－ 日影山 １２５２６－ 日影山

豊丘 河野 ひがし 東 東 東

豊丘 神稲 ひがし 東 東 東

豊丘 神稲 ひがしがいと 東垣外 東垣外 東垣外

豊丘 河野 ひがしがだいら 東ヶ平 ３８９１－３９０６ 東ヶ平 ３８９１－３９０７ 東ヶ平

豊丘 神稲 ひがしのさわ 東ノ沢
１０８０１－１０８０
３，１０８０７－１０
８１５

東ノ沢
１０８０１－１０８０
３，１０８０７－１０
８１６

東ノ沢

豊丘 神稲 ひがしのたいら 東ノ平
１０６４６，１０６４
８－１０６５０ 東ノ平

１０６４６，１０６４
８－１０６５１ 東ノ平

豊丘 神稲 ひがしはら 東原 ４４２２－ 東原 ４４２３－ 東原

豊丘 河野 ひがしぼら 東洞
４７０５－４７０７，
４７１０，５８０３ 東洞

４７０５－４７０７，
４７１０，５８０４ 東洞

豊丘 神稲 ひがしぼり 東堀 １３２５－１３２６ 東堀 １３２５－１３２７ 東堀

豊丘 河野 ひがしみちうえ 東道上 東道上 東道上

豊丘 河野 ひぐち 樋口 ７４４５－７４４６ 樋口 ７４４５－７４４７ 樋口
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豊丘 河野 びくにだいら 比丘尼平
１９５１－１９８１，
２０１６ 比丘尼平

１９５１－１９８１，
２０１７ 比丘尼平

豊丘 河野 みくにだいら 美国平
１９８９－１９９１，
２００４，２０１４－
２０１５

美国平
１９８９－１９９１，
２００４，２０１４－
２０１６

美国平

豊丘 神稲 ひぐるだ 日隠田
４４６１－４４６２，
４４７２ 日隠田

４４６１－４４６２，
４４７３ 日隠田

豊丘 河野 ひこじり 彦ジリ ３９３８－ 彦ジリ ３９３９－ 彦ジリ

豊丘 河野 ひじり 樋尻
６８８－６９１，７２
２－７２４ 樋尻

６８８－６９１，７２
２－７２５ 樋尻

豊丘 河野 ひなた 日向 ４４２７－ 日向 ４４２８－ 日向

豊丘 神稲 ひなた 日向

１５２９，１６８２－
１６９８，２０２４，
２０６０－２０６８，
１０７２７－１０７３
０

日向

１５２９，１６８２－
１６９８，２０２４，
２０６０－２０６８，
１０７２７－１０７３
１

日向

豊丘 神稲 ひなたがいと 日向垣外

１２０１８－１２０３
０，８８３３－８８３
４，８８３６－８８５
２

日向垣外

１２０１８－１２０３
０，８８３３－８８３
４，８８３６－８８５
３

日向垣外

豊丘 神稲 ひなたざわ 日向沢 ２０８４－２０９４ 日向沢 ２０８４－２０９５ 日向沢

豊丘 河野 ひなたやすみ 日向休 ３９６２－ 日向休 ３９６３－ 日向休

豊丘 神稲 ひなたやま 日向山
４１０６－４１０９，
１２５２６ 日向山

４１０６－４１０９，
１２５２７ 日向山

豊丘 神稲 ひわなぎ ヒハナギ ６１０７－６１１３ ヒハナギ ６１０７－６１１４ ヒハナギ

豊丘 河野
ひゃくだみちし
た

百田道下 ５８５９－ 百田道下 ５８６０－ 百田道下

豊丘 神稲 ひやけ ヒヤケ ５２３２－５２３３ ヒヤケ ５２３２－５２３４ ヒヤケ

豊丘 河野 ひやけだ 日焼田

４９２４－４９２７，
４９３４－４９３６，
４９３９－４９４５，
４９４７－４９５６，
４９６２，４９７６－
４９７８

日焼田

４９２４－４９２７，
４９３４－４９３６，
４９３９－４９４５，
４９４７－４９５６，
４９６２，４９７６－
４９７９

日焼田

豊丘 神稲 ひやけだ 日焼田

４４４１－４４７４，
４６２２－４６２４，
４６６９－４６７１，
４６９３，５４１６－
５４２０

日焼田

４４４１－４４７４，
４６２２－４６２４，
４６６９－４６７１，
４６９３，５４１６－
５４２１

日焼田

豊丘 河野 ひやけばた 日焼畑
４９２８－４９３０，
４９３２－４９３３，
４９４６

日焼畑
４９２８－４９３０，
４９３２－４９３３，
４９４７

日焼畑

豊丘 河野 ひやま 日山 ７４７６－７４７８ 日山 ７４７６－７４７９ 日山

豊丘 河野 ひやまぐち ヒヤマクチ ７３１２－ ヒヤマクチ ７３１３－ ヒヤマクチ

豊丘 神稲 ひよどりはこ ヒヨドリハコ １０２２５－
ヒヨドリハ
コ

１０２２６－ ヒヨドリハコ

豊丘 河野 ひら ヒラ ８９６－８９９ ヒラ ８９６－９００ ヒラ

豊丘 河野 いらいわ 平岩
１８６３－１８６５，
１９０８－１９１６ 平岩

１８６３－１８６５，
１９０８－１９１７ 平岩

豊丘 神稲 ひらいわ 平岩 ２５６７－ 平岩 ２５６８－ 平岩

豊丘 河野 ひらさわぐち 平沢口 ５８３２－５８３９ 平沢口 ５８３２－５８４０ 平沢口

豊丘 河野 ひらはた 平畑 ５３０，５５１ 平畑 ５３０，５５２ 平畑
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豊丘 神稲 ひらばた 平畑

２７３５－２７３６，
３９２６－３９３３，
６０９１－６０９２，
６０９４，１０５９３
－１０５９５，１０６
０２－１０６０３，１
０６２１－１０６２
２，１１８５７－１１
８６６，９６３２，９
６７６，９９８１－９
９８２，９９８４－９
９８６

平畑

２７３５－２７３６，
３９２６－３９３３，
６０９１－６０９２，
６０９４，１０５９３
－１０５９５，１０６
０２－１０６０３，１
０６２１－１０６２
２，１１８５７－１１
８６６，９６３２，９
６７６，９９８１－９
９８２，９９８４－９
９８７

平畑

豊丘 河野 ひらばやし 平林 ４０６６－４０６８ 平林 ４０６６－４０６９ 平林

豊丘 神稲 ひらばやし 平林 ５０８３－ 平林 ５０８４－ 平林

豊丘 神稲 ひらやま 平山 １８７０－１８７４ 平山 １８７０－１８７５ 平山

豊丘 河野 ひろまち 廣町 １６６７－ 廣町 １６６８－ 廣町

豊丘 神稲 ひろまち 広町 ２４８６－２５３４ 広町 ２４８６－２５３５ 広町

豊丘 神稲 ひろみ 広美 ５６７６－５６８０ 広美 ５６７６－５６８１ 広美

豊丘 神稲 びやさわ ビヤ沢
４１２２－４１２６，
４２８０－４２８２，
４３３３－４３４１

ビヤ沢
４１２２－４１２６，
４２８０－４２８２，
４３３３－４３４２

ビヤ沢

豊丘 神稲 ひわなぎ ヒワナギ ６１０７－６１１３ ヒワナギ ６１０７－６１１４ ヒワナギ

豊丘 神稲 ひわなぎ ヒハナギ ５６５６－５６６４ ヒハナギ ５６５６－５６６５ ヒハナギ

豊丘 神稲 ひわなぎ ひわ那ぎ
５８１３，５９７４－
５９７５ ひわ那ぎ

５８１３，５９７４－
５９７６ ひわ那ぎ

豊丘 神稲 ふかぬま 深沼

７０６５，７０２３－
７０３４，７０４０，
７０４３－７０４４，
７０４９－７０５５，
７０６０－７０６６

深沼

７０６５，７０２３－
７０３４，７０４０，
７０４３－７０４４，
７０４９－７０５５，
７０６０－７０６７

深沼

豊丘 神稲
ふかぬまから
すだ

深沼からす
田

７０５７－７０５９
深沼から
す田

７０５７－７０６０ 深沼からす田

豊丘 河野 ふかぼら 深洞
３９７８，４７０５－
４７０７ 深洞

３９７８，４７０５－
４７０８ 深洞

豊丘 神稲 ふくしまざわ 福嶋沢 １０４４８－ 福嶋沢 １０４４９－ 福嶋沢

豊丘 河野 ふくよみち 福与道
６３２５－６３９３，
６３９７－６４１７ 福与道

６３２５－６３９３，
６３９７－６４１８ 福与道

豊丘 神稲
ふじえもんがい
と

藤右エ門垣
外

８２４３－８２５１，
８２５４－８２６４，
８２７５－８２７９，
８４２５－８４３３，
８４５４－８４６１，
８４６４－８４８２，
８２５２

藤右エ門
垣外

８２４３－８２５１，
８２５４－８２６４，
８２７５－８２７９，
８４２５－８４３３，
８４５４－８４６１，
８４６４－８４８２，
８２５３

藤右エ門垣外

豊丘 神稲 ふじつか 富士塚

１６５５－１６８１，
８３８８－８３９３，
８３９５，８４０５－
８４１５，８４１８－
８４２４

富士塚

１６５５－１６８１，
８３８８－８３９３，
８３９５，８４０５－
８４１５，８４１８－
８４２５

富士塚
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豊丘 神稲 ふじつか 藤塚

８３８０－８３８１，
８３２０－８３２７，
８３３４－８３３９，
８３６８－８３８７，
１１９０３，１１９０
５，１１９０９

藤塚

８３８０－８３８１，
８３２０－８３２７，
８３３４－８３３９，
８３６８－８３８７，
１１９０３，１１９０
５，１１９１０

藤塚

豊丘 河野 ふじのきぼら 藤ノ木洞
４７２４－４７２８，
４７３１ 藤ノ木洞

４７２４－４７２８，
４７３２ 藤ノ木洞

豊丘 河野 ふじやま 冨士山 １２７６－１２７８ 冨士山 １２７６－１２７９ 冨士山

豊丘 神稲 ぶたい 舞台

７６５０－７６５２，
５６６－５８３，１１
３７０－１１３７４，
１１９１５，１１９２
５

舞台

７６５０－７６５２，
５６６－５８３，１１
３７０－１１３７４，
１１９１５，１１９２
６

舞台

豊丘 神稲 ぶたいじり 舞台尻 ３１５３－３１８６ 舞台尻 ３１５３－３１８７ 舞台尻

豊丘 神稲 ぶたいみちした 舞台道下 ７６６９－７６７０ 舞台道下 ７６６９－７６７１ 舞台道下

豊丘 河野 ふたつざわ 二つ沢 ７３２６－ 二つ沢 ７３２７－ 二つ沢

豊丘 神稲 ふだのつじ 札ノ辻 １４１７－１４２１ 札ノ辻 １４１７－１４２２ 札ノ辻

豊丘 河野 ふちがほら 渕ヶ洞

７３２３－７３２４，
７３２６－７３２８，
７３３８－７３４５，
７３５２－７３５４，
７３５６－７３５８，
９１５４－９１６３

渕ヶ洞

７３２３－７３２４，
７３２６－７３２８，
７３３８－７３４５，
７３５２－７３５４，
７３５６－７３５８，
９１５４－９１６４

渕ヶ洞

豊丘 神稲 ふちだ 渕田 ３６４７－３６５２ 渕田 ３６４７－３６５３ 渕田

豊丘 神稲 ぶっくでん 佛供田
３５２６－３５３０，
１１２１３，１１２４
３－１１２４６

佛供田
３５２６－３５３０，
１１２１３，１１２４
３－１１２４７

佛供田

豊丘 神稲 ふっとで フットデ
１１２２３－１１２４
２ フットデ

１１２２３－１１２４
３ フットデ

豊丘 神稲 ぶっとで ぶっと出 １２１７１－ ぶっと出 １２１７２－ ぶっと出

豊丘 河野 ふなくぼ 船久保 ５８４－５８５ 船久保 ５８４－５８６ 船久保

豊丘 河野 ふなくぼひがし 船久保東 ５８６－５８７ 船久保東 ５８６－５８８ 船久保東

豊丘 神稲 ふなさわ 舟沢
５３８３－５３８６，
５６０７－５６１２ 舟沢

５３８３－５３８６，
５６０７－５６１３ 舟沢

豊丘 神稲 ふなざわじり 舟沢尻 ５３７９，５３９８ 舟沢尻 ５３７９，５３９９ 舟沢尻

豊丘 神稲 ふなだいら 舟平

１１３５０，１１３５
６－１１３６９，１１
３７６，１１３７８－
１１４００

舟平

１１３５０，１１３５
６－１１３６９，１１
３７６，１１３７８－
１１４０１

舟平

豊丘 神稲 ふなだいらじり 舟平尻 ５３７９，５３９８ 舟平尻 ５３７９，５３９９ 舟平尻
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豊丘 神稲 ふるじょう 古城

１１８３３－１１８３
４，１１８４７－１１
８４９，１１８５５－
１１８５６，１１８６
７－１１８７０，８１
４８，８１５１，８１
４４－８１４７，８１
５２－８１５３，１１
８３２，１１８３４，
１１８４５－１１８４
６

古城

１１８３３－１１８３
４，１１８４７－１１
８４９，１１８５５－
１１８５６，１１８６
７－１１８７０，８１
４８，８１５１，８１
４４－８１４７，８１
５２－８１５３，１１
８３２，１１８３４，
１１８４５－１１８４
７

古城

豊丘 河野 ふるせばた 古畝畑 ８４９－８５２ 古畝畑 ８４９－８５３ 古畝畑

豊丘 河野 ふるはた 古畑
４８６１，４８６５－
４８６６，７３１３－
７３２２

古畑
４８６１，４８６５－
４８６６，７３１３－
７３２３

古畑

豊丘 河野 ふるはたじり 古畑尻 ４８６４－ 古畑尻 ４８６５－ 古畑尻

豊丘 河野 こや 古屋
７５８８，７６００－
７６０９ 古屋

７５８８，７６００－
７６１０ 古屋

豊丘 神稲 ふるやしき 古屋敷 ７７５４－ 古屋敷 ７７５５－ 古屋敷

豊丘 神稲 ふろや 風呂屋
１８５１－１８５８，
２２３２－２２３５ 風呂屋

１８５１－１８５８，
２２３２－２２３６ 風呂屋

豊丘 神稲 ふんどしざわ フントシ沢 ５０６９－５０７９ フントシ沢 ５０６９－５０８０ フントシ沢

豊丘 河野 へいぞうばた 兵三畑 ６０８７－９０９５ 兵三畑 ６０８７－９０９６ 兵三畑

豊丘 神稲 へきそがくぼ
ヘソキガ久
保

１０５４６－１０５４
９，１０５５２，１０
７７７

ヘソキガ
久保

１０５４６－１０５４
９，１０５５２，１０
７７８

ヘソキガ久保

豊丘 神稲 へそばた へそ畑
４３５８，４３６７－
４３６８ へそ畑

４３５８，４３６７－
４３６９ へそ畑

豊丘 河野 へびつか 蛇塚 ６６２１－６６３３ 蛇塚 ６６２１－６６３４ 蛇塚

豊丘 河野 へびぼら 蛇洞 ７４８２－７４８４ 蛇洞 ７４８２－７４８５ 蛇洞

豊丘 神稲 べんざいてん 弁才天
６７３３，６７３８，
６７５２－６７５６，
６７９０－６７９４

弁才天
６７３３，６７３８，
６７５２－６７５６，
６７９０－６７９５

弁才天

豊丘 河野 ほうけ ホウケ
４１６０－４１６３，
４１６６－４１６７ ホウケ

４１６０－４１６３，
４１６６－４１６８ ホウケ

豊丘 神稲 ほうげ 法化
７２５３，７２５６，
７２５８－７２５９ 法化

７２５３，７２５６，
７２５８－７２６０ 法化

豊丘 神稲 ほうげ 法外 ９３３８－９３３９ 法外 ９３３８－９３４０ 法外

豊丘 神稲 ほうさいじ 法西寺
８２００－８２０１，
８２０３－８２１４ 法西寺

８２００－８２０１，
８２０３－８２１５ 法西寺

豊丘 神稲
ほおずきかわ
ら

ホヽズキ川
原

１０２９８－
ホヽズキ
川原

１０２９９－ ホヽズキ川原

豊丘 神稲 ほそ 細
６３１１－６３１９，
６６８９－６７０７ 細

６３１１－６３１９，
６６８９－６７０８ 細

豊丘 神稲 ほそみち 細道 ９０１６－ 細道 ９０１７－ 細道

豊丘 河野 ほしだ 星田？
７０２３－７０２８，
７０３３－７０３４ 星田？

７０２３－７０２８，
７０３３－７０３５ 星田？

豊丘 神稲 ほそだ 細田 ５６７５－ 細田 ５６７６－ 細田

豊丘 神稲 ほそどおり 細通 ９０１６－ 細通 ９０１７－ 細通
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豊丘 神稲 ほそばた 細畑

６２０５，９４７９－
９４８０，９６７７－
９６９２，９７１４－
９７２４，９６７８

細畑

６２０５，９４７９－
９４８０，９６７７－
９６９２，９７１４－
９７２４，９６７９

細畑

豊丘 神稲 ほっきがわら ホッキ川原
ホッキ川
原

ホッキ川原

豊丘 神稲 ほりた 堀田
５７３８－５７５０，
６４４７－６４５８ 堀田

５７３８－５７５０，
６４４７－６４５９ 堀田

豊丘 河野 ほていがさわ 甫貞ヶ沢 ６０６８－６０８５ 甫貞ヶ沢 ６０６８－６０８６ 甫貞ヶ沢

豊丘 河野 ほら 洞 ４３６４－ 洞 ４３６５－ 洞

豊丘 神稲 ほら 洞 ５４２７－ 洞 ５４２８－ 洞

豊丘 神稲 ほらがしら 洞頭

１０５９１－１０５９
２，１０５９９－１０
６００，１０６０４－
１０６１６

洞頭

１０５９１－１０５９
２，１０５９９－１０
６００，１０６０４－
１０６１７

洞頭

豊丘 神稲 ほらぐち ほら口 ５５４７－５５４８ ほら口 ５５４７－５５４９ ほら口

豊丘 河野 ほらだ 洞田 ４１４３－４１４５ 洞田 ４１４３－４１４６ 洞田

豊丘 河野 ほらばた 洞畑 ５３１－５３３ 洞畑 ５３１－５３４ 洞畑

豊丘 河野 ほらばやし 洞林
４０９１－４０９８，
３９２９－３９３６ 洞林

４０９１－４０９８，
３９２９－３９３７ 洞林

豊丘 神稲 ほり ほり
１５７１－１５８１，
１１３７５ ほり

１５７１－１５８１，
１１３７６ ほり

豊丘 神稲 ほりこしざわ 堀越沢 ３０１４－３０２４ 堀越沢 ３０１４－３０２５ 堀越沢

豊丘 神稲 ほりじり 堀尻
７１３４－７１３７，
７１５３－７１５５，
１１９３１

堀尻
７１３４－７１３７，
７１５３－７１５５，
１１９３２

堀尻

豊丘 神稲 ほりたて 堀立 ９７７６－９７７８ 堀立 ９７７６－９７７９ 堀立

豊丘 神稲 ほんじょう 本城
８３６７，８３５９－
８３６２，８３６４－
８３６６

本城
８３６７，８３５９－
８３６２，８３６４－
８３６７

本城

豊丘 河野 ほんだ 本田 ３６３－３６６ 本田 ３６３－３６７ 本田

豊丘 神稲 ぼんのふ？ ぼんのふ ２０１６－２０２０ ぼんのふ ２０１６－２０２１ ぼんのふ

豊丘 神稲 ぼんのくぼ ボンノ久保
１０９９０－１０９９
６

ボンノ久
保

１０９９０－１０９９
７ ボンノ久保

豊丘 神稲 ほんばた 本畑

８２２３－８２５１，
８２５４－８２６４，
８２６６－８２７２，
８２７５－８３０６

本畑

８２２３－８２５１，
８２５４－８２６４，
８２６６－８２７２，
８２７５－８３０７

本畑

豊丘 神稲 ほんばら 本原

８３０７－８３４１，
８３４３－８３５５，
８３５７－８３６６，
８３６８－８３７９，
８３８１－８４３６

本原

８３０７－８３４１，
８３４３－８３５５，
８３５７－８３６６，
８３６８－８３７９，
８３８１－８４３７

本原

豊丘 河野 ほんぼら 本洞 ７４５７－７４６０ 本洞 ７４５７－７４６１ 本洞

豊丘 神稲 まいさか 舞坂
１１８９７－１１８９
９ 舞坂

１１８９７－１１９０
０ 舞坂

豊丘 神稲 まえさか 前坂
１１８８７－１１８８
８？ 前坂

１１８８７－１１８８
９？ 前坂
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豊丘 神稲
まえさかやま
がみ

前坂山神 １１８８６－ 前坂山神 １１８８７－ 前坂山神

豊丘 神稲 まえざわ 前沢

９２９－９３８，９７
１－９７８，１００７
－１０１１，１１８７
７－１１８８４，８１
６８－８２２３，１１
８８４－１１８８５

前沢

９２９－９３８，９７
１－９７８，１００７
－１０１１，１１８７
７－１１８８４，８１
６８－８２２３，１１
８８４－１１８８６

前沢

豊丘 河野 まえだ 前田

６１３９，４０５，４
１１－４１４，４１６
－４１８，５８０－
５８２，８０４，８０
７，４８９５－４９１
３，４９１８，５２１
６－５２３６，５２３
９－５２４１

前田

６１３９，４０５，４
１１－４１４，４１６
－４１８，５８０－
５８２，８０４，８０
７，４８９５－４９１
３，４９１８，５２１
６－５２３６，５２３
９－５２４２

前田

豊丘 神稲 まえだ 前田

７２９３－７２９９，
７３０７－７３０８，
６８０１，６８０９－
６８１９，６８２１－
６８２２，６８２６，
６８３８－６８４１，
２７１８－２７２０，
６７６８，６７８７，
３７８９，６７９５－
６８００，１０００１
－１０００２，８０２
８－８０３０，９９７
３－９９８０，９９９
９－１００００，１０
０４８－１００５６，
１０６５６－１０６７
３

前田

７２９３－７２９９，
７３０７－７３０８，
６８０１，６８０９－
６８１９，６８２１－
６８２２，６８２６，
６８３８－６８４１，
２７１８－２７２０，
６７６８，６７８７，
３７８９，６７９５－
６８００，１０００１
－１０００２，８０２
８－８０３０，９９７
３－９９８０，９９９
９－１００００，１０
０４８－１００５６，
１０６５６－１０６７
４

前田

豊丘 神稲 まえだがいと 前田垣外 ７３２５－ 前田垣外 ７３２６－ 前田垣外

豊丘 神稲 まえのさわ 前ノ沢
６１７２，６５１６－
６５１８ 前ノ沢

６１７２，６５１６－
６５１９ 前ノ沢

豊丘 河野 まえばた 前畑

３４４２，３４４８，
５８３，７４０－７４
１，７８９－７９７，
８３３，８３８－８３
９，８４２－８４３，
４２１１，４２１５－
４２１６，４９１４－
４９１８，７３９８－
７４００，７４２５

前畑

３４４２，３４４８，
５８３，７４０－７４
１，７８９－７９７，
８３３，８３８－８３
９，８４２－８４３，
４２１１，４２１５－
４２１６，４９１４－
４９１８，７３９８－
７４００，７４２６

前畑

豊丘 神稲 まえばた 前畑 ２７１３－２７１７ 前畑 ２７１３－２７１８ 前畑

豊丘 河野 まえやざわ 前矢沢 ９８１－ 前矢沢 ９８２－ 前矢沢

豊丘 河野 まがりくぼ マガリクホ ４４６５－ マガリクホ ４４６６－ マガリクホ

豊丘 神稲 まきがじょう 巻ヶ城 ２３１４－２３１６ 巻ヶ城 ２３１４－２３１７ 巻ヶ城

豊丘 河野 まきばやし 槇林 ３０２２－３０３１ 槇林 ３０２２－３０３２ 槇林

豊丘 河野 はやしくろ 秣クロ ３７４９－ 秣クロ ３７５０－ 秣クロ

豊丘 神稲 まぐさざわ 馬草沢 馬草沢 馬草沢
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豊丘 河野 まざわだ 間沢田 ４３５３－４３５５ 間沢田 ４３５３－４３５６ 間沢田

豊丘 神稲 ますくぼ 桝久保
９７２５，９７２８－
９７５０ 桝久保

９７２５，９７２８－
９７５１ 桝久保

豊丘 河野 ませくち マセクチ ２５３９－２５４５ マセクチ ２５３９－２５４６ マセクチ

豊丘 河野 またはちだ 又八田 ３０７－３０８ 又八田 ３０７－３０９ 又八田

豊丘 神稲 まち 町

６８０３－６８０６，
６８０８，６８２３－
６８２５，６８２７，
６８２９－６８３５，
６８４７，６８５３－
６８６２

町

６８０３－６８０６，
６８０８，６８２３－
６８２５，６８２７，
６８２９－６８３５，
６８４７，６８５３－
６８６３

町

豊丘 神稲 まちうら 町裏 ６８４８－６８４９ 町裏 ６８４８－６８５０ 町裏

豊丘 神稲 まちくぼ 町久保 ５２１９－５２３１ 町久保 ５２１９－５２３２ 町久保

豊丘 河野 まちはり 町張 町張 町張

豊丘 河野 まちはり マチハリ ９８９３－ マチハリ ９８９４－ マチハリ

豊丘 神稲 まちはり 町張 町張 町張

豊丘 神稲 まちやしき 町屋敷 ６８０７－ 町屋敷 ６８０８－ 町屋敷

豊丘 神稲 まとお 松尾
１１３１５－１１３３
０，１３３３－１３４
９

松尾
１１３１５－１１３３
０，１３３３－１３５
０

松尾

豊丘 神稲 まとおじり 松尾尻 １１３３３－ 松尾尻 １１３３４－ 松尾尻

豊丘 神稲 まとおだいら 松尾平
１１３５１－１１３５
５ 松尾平

１１３５１－１１３５
６ 松尾平

豊丘 神稲 まつかど 松門
１００３８－１００４
４，１０２３６ 松門

１００３８－１００４
４，１０２３７ 松門

豊丘 神稲 まつがほら 松ヶ洞 １１９１９－ 松ヶ洞 １１９２０－ 松ヶ洞

豊丘 河野 まつきざわ 松木沢 ６８１５－６８３１ 松木沢 ６８１５－６８３２ 松木沢

豊丘 神稲 まつきだ 松木田 １０１２－１０２１ 松木田 １０１２－１０２２ 松木田

豊丘 神稲 まつくぼ 松久保

７０１２，７０１６－
７０２２，１００３
６，１０１１５－１０
１２４，１０１０７－
１０１１２，１００９
１－１０１００，１０
０２９

松久保

７０１２，７０１６－
７０２２，１００３
６，１０１１５－１０
１２４，１０１０７－
１０１１２，１００９
１－１０１００，１０
０３０

松久保

豊丘 神稲 まつだ 松田
５６８４－５６８６，
５７５１－５７５４，
６１２１

松田
５６８４－５６８６，
５７５１－５７５４，
６１２２

松田

豊丘 神稲 まつのいり 松ノ入
１０９４１－１０９４
６ 松ノ入

１０９４１－１０９４
７ 松ノ入

豊丘 神稲 まつば 松葉

１００３７，７６０１
－７６１０，７５４
８，７５５５，７５５
７－７５７１，１００
４６，７５９２－７５
９７，７５９９－７６
００，１００４７，１
０００７－１０００
８，１００３０，１０
０３３－１００３５

松葉

１００３７，７６０１
－７６１０，７５４
８，７５５５，７５５
７－７５７１，１００
４６，７５９２－７５
９７，７５９９－７６
００，１００４７，１
０００７－１０００
８，１００３０，１０
０３３－１００３６

松葉

豊丘 神稲 まつばくぼ 松葉窪
１０４０１－１０４０
２ 松葉窪

１０４０１－１０４０
３ 松葉窪

豊丘 河野 まつばだ 松葉田
８２１－８２４，５２
９４－５３０５ 松葉田

８２１－８２４，５２
９４－５３０６ 松葉田
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豊丘 神稲 まと 的 ９４７７－９４７８ 的 ９４７７－９４７９ 的

豊丘 神稲 まとうた マトウタ マトウタ マトウタ

豊丘 河野 的坂

６４８９，６４９１－
６４９３，６４９５－
６４９６，６４９９－
６５０１

的坂

６４８９，６４９１－
６４９３，６４９５－
６４９６，６４９９－
６５０２

的坂

豊丘 神稲 まとざか マト坂
５５７６，５６２９－
５６３０ マト坂

５５７６，５６２９－
５６３１ マト坂

豊丘 神稲 まとば 的場
１５８６－１５９７，
１５９９，２３４５ 的場

１５８６－１５９７，
１５９９，２３４６ 的場

豊丘 神稲 まねのした マネノ下 ３８９－３９３ マネノ下 ３８９－３９４ マネノ下

豊丘 神稲 まねのした ま年の下 ３８５－３８７ ま年の下 ３８５－３８８ ま年の下

豊丘 河野 まむしくぼ マムシクボ ４４６５－
マムシク
ボ

４４６６－ マムシクボ

豊丘 河野 まるがいと 丸垣外 ７３９－ 丸垣外 ７４０－ 丸垣外

豊丘 河野 まるせまち 丸畝町 ３５８，４００ 丸畝町 ３５８，４０１ 丸畝町

豊丘 河野 まるた 丸田
７１１２－７１１７，
７１３７－７１３８ 丸田

７１１２－７１１７，
７１３７－７１３９ 丸田

豊丘 河野 まるやま 丸山
３０３２－３０８４，
４０６９－４０７１ 丸山

３０３２－３０８４，
４０６９－４０７２ 丸山

豊丘 神稲 まるやま 丸山

１６９９－１７２１，
１１５７５－１１５８
２，９４１０－９４１
２，９４４２－９４５
５，９４５８－９４６
４，９４７３－９４７
６

丸山

１６９９－１７２１，
１１５７５－１１５８
２，９４１０－９４１
２，９４４２－９４５
５，９４５８－９４６
４，９４７３－９４７
７

丸山

豊丘 神稲 まんば 万場
１１０９１－１１０９
３，１１０９８－１１
１０７

万場
１１０９１－１１０９
３，１１０９８－１１
１０８

万場

豊丘 河野 みくにだいら 三国平 三国平 三国平

豊丘 河野 みくにだいら 美国平 美国平 美国平

豊丘 河野 みきゅうやま 三久山 ５０４－ 三久山 ５０５－ 三久山

豊丘 河野 みしま 三嶋 ４４８－４５４ 三嶋 ４４８－４５５ 三嶋

豊丘 河野 みしまおき 三島沖

７７３６－７７５６，
７７８０－７７８１，
７７８３－７７８９，
８８７１－８８７７，
９３７６－９３８２，
９４０１－９５００

三島沖

７７３６－７７５６，
７７８０－７７８１，
７７８３－７７８９，
８８７１－８８７７，
９３７６－９３８２，
９４０１－９５０１

三島沖

豊丘 河野 みしまおき 三嶋沖

８８８２－８８９０，
８９２５－８９２７，
８９２９，８９３６－
８９３７，９１５９－
９１７６，９１８１－
９１８２，９１９９－
９２２６，９２２９－
９２３２

三嶋沖

８８８２－８８９０，
８９２５－８９２７，
８９２９，８９３６－
８９３７，９１５９－
９１７６，９１８１－
９１８２，９１９９－
９２２６，９２２９－
９２３３

三嶋沖

豊丘 河野 みしました 三島下 ７７００－７７３５ 三島下 ７７００－７７３６ 三島下

豊丘 河野 みしまばた 三嶋畑 ３８９－３９２ 三嶋畑 ３８９－３９３ 三嶋畑
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豊丘 河野 みしままえ 三嶋前 ４４２－４４４ 三嶋前 ４４２－４４５ 三嶋前

豊丘 河野
みしままえは
ば

三島前羽場 ４４５－
三島前羽
場

４４６－ 三島前羽場

豊丘 河野 みしまやまおき 三島山沖 ７７８２－ 三島山沖 ７７８３－ 三島山沖

豊丘 河野 みずくち 水口 ８２５－８２６ 水口 ８２５－８２７ 水口

豊丘 河野 みずばしり 水走 ４１５－ 水走 ４１６－ 水走

豊丘 神稲 みぞがいと 溝開土
９８２－１０００，１
００１－１００６ 溝開土

９８２－１０００，１
００１－１００７ 溝開土

豊丘 河野 みぞぎし 溝岸 ５８０４－５８０６ 溝岸 ５８０４－５８０７ 溝岸

豊丘 河野 みぞぐちした 溝口下
８１５１－８１５５，
８１５７－８１７７，
８１８１－８１９０

溝口下
８１５１－８１５５，
８１５７－８１７７，
８１８１－８１９１

溝口下

豊丘 河野 みぞぐちまえ 溝口前
２７０１－２７０６，
２７０８－２７２２，
２６８５－２７００

溝口前
２７０１－２７０６，
２７０８－２７２２，
２６８５－２７０１

溝口前

豊丘 神稲 みぞさわ 溝沢

５１５６，５１６２－
５１６５，５３１８－
５３２０，５３２２－
５３２４，５３２７，
５３２９－５３３３，
５３４１－５３５２，
５３５４，５３５７

溝沢

５１５６，５１６２－
５１６５，５３１８－
５３２０，５３２２－
５３２４，５３２７，
５３２９－５３３３，
５３４１－５３５２，
５３５４，５３５８

溝沢

豊丘 神稲 もぞした 溝下 ７３４－７５２ 溝下 ７３４－７５３ 溝下

豊丘 神稲
みぞぞいまつく
ぼ

溝添松久保 ７０１４－７０１５
溝添松久
保

７０１４－７０１６ 溝添松久保

豊丘 神稲 みぞた 溝田 ２０７５－２０８３ 溝田 ２０７５－２０８４ 溝田

豊丘 河野 みぞた 溝田 ４３５２－ 溝田 ４３５３－ 溝田

豊丘 河野 みぞたじり 溝田尻 ５６４１－ 溝田尻 ５６４２－ 溝田尻

豊丘 河野
みぞたにしだ
いら

溝田西平
５６５５－５６６１，
５６８３，５６８６－
５６８８

溝田西平
５６５５－５６６１，
５６８３，５６８６－
５６８９

溝田西平

豊丘 河野
みぞたひがし
だいら

溝田東平 ５６８４－５６８５ 溝田東平 ５６８４－５６８６ 溝田東平

豊丘 河野 みぞたほら 溝田洞
５６５４，５６６２－
５６８２，５６９０－
５６９１

溝田洞
５６５４，５６６２－
５６８２，５６９０－
５６９２

溝田洞

豊丘 河野 みぞたほらいり 溝田洞入 ５６８９－ 溝田洞入 ５６９０－ 溝田洞入

豊丘 神稲 みぞはた 溝畑
３８８０－３８８４，
３８９５－３９００ 溝畑

３８８０－３８８４，
３８９５－３９０１ 溝畑

豊丘 神稲 みぞばた 溝ばた ３８９２－ 溝ばた ３８９３－ 溝ばた

豊丘 河野 みだ 見田 ５５２－ 見田 ５５３－ 見田

豊丘 河野 みちうえ 道上
２２０－２２１，２２
９，２８３－２８４ 道上

２２０－２２１，２２
９，２８３－２８５ 道上

豊丘 神稲 みちきた 道北 １１８３１－ 道北 １１８３２－ 道北

豊丘 神稲 みちした 満千下 ３５８４－３５８５ 満千下 ３５８４－３５８６ 満千下

豊丘 河野 道添 道添 道添
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豊丘 神稲 みちぞえ 道添
１７２２－１７３３，
１９３０－１９３３，
１９４６－１９５１

道添
１７２２－１７３３，
１９３０－１９３３，
１９４６－１９５２

道添

豊丘 神稲 みちのうえ 道ノ上 ４７１８，４８２０ 道ノ上 ４７１８，４８２１ 道ノ上

豊丘 神稲 みちのした 道ノ下
４６３４－４６４１，
４７７２－４７７３，
６４２５，６４２７

道ノ下
４６３４－４６４１，
４７７２－４７７３，
６４２５，６４２８

道ノ下

豊丘 河野 みつぎはら 三次原

１２８９－１３１０，
１３１２－１３５９，
１３７０－１４０４，
１４０９－１４１０，
１４１２－１４４０

三次原

１２８９－１３１０，
１３１２－１３５９，
１３７０－１４０４，
１４０９－１４１０，
１４１２－１４４１

三次原

豊丘 河野
みつぎはらひ
かげ

三次原日影
１３６０，１３６８－
１３６９

三次原日
影

１３６０，１３６８－
１３７０ 三次原日影

豊丘 河野
みつぎはらや
まのかみ

三次原山の
神

１４０８－
三次原山
の神

１４０９－ 三次原山の神

豊丘 神稲 みなみ 南

１０７６５，１０７７
５－１０８００，１０
７６７－１０７７２，
１０８０４，１０８６
５－１０８６６，１０
８１５，１０８２１，
１０９９７－１０９９
８

南

１０７６５，１０７７
５－１０８００，１０
７６７－１０７７２，
１０８０４，１０８６
５－１０８６６，１０
８１５，１０８２１，
１０９９７－１０９９
９

南

豊丘 神稲
みなみいけの
だいら

南池ノ平
２１６６－２２００，
２２５１ 南池ノ平

２１６６－２２００，
２２５２ 南池ノ平

豊丘 神稲 みなみいり 南入

７４０１－７４１９，
７４２３－７４２９，
７４５０－７４６１，
７３７３－７３８２，
７３９４－７４００，
１２１７５－１２１７
９，１２１８１－１２
２０９，１２３３３

南入

７４０１－７４１９，
７４２３－７４２９，
７４５０－７４６１，
７３７３－７３８２，
７３９４－７４００，
１２１７５－１２１７
９，１２１８１－１２
２０９，１２３３４

南入

豊丘 河野
みなみかめま
つ

南亀松 １０５４－ 南亀松 １０５５－ 南亀松

豊丘 神稲 みなみさわ 南沢

５８５２－５８５４，
５９１３－５９２１，
５９２９－５９３０，
５９４８－５９５０，
５９９３－５９９５，
６１６６－６１６７，
１１００４－１１０２
２，１１０２５，１１
０２７，１１０２９－
１１０４２，１１０８
２，１１０９４－１１
０９７，１１４０２

南沢

５８５２－５８５４，
５９１３－５９２１，
５９２９－５９３０，
５９４８－５９５０，
５９９３－５９９５，
６１６６－６１６７，
１１００４－１１０２
２，１１０２５，１１
０２７，１１０２９－
１１０４２，１１０８
２，１１０９４－１１
０９７，１１４０３

南沢
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豊丘 神稲 みなみじょう 南城

１１９３３－１１９３
９，１１９６２－１１
９６７，１１９７０，
１１９７４－１１９７
９，１１９８６－１１
９８７，１１９２６，
１１９３５－１１９３
６，１１９６８－１１
９６９，１１９７５，
１１９７９－１１９８
６

南城

１１９３３－１１９３
９，１１９６２－１１
９６７，１１９７０，
１１９７４－１１９７
９，１１９８６－１１
９８７，１１９２６，
１１９３５－１１９３
６，１１９６８－１１
９６９，１１９７５，
１１９７９－１１９８
７

南城

豊丘 神稲 みなみだ 南田

２０２１－２０２３，
２０２５－２０５９，
２０６９－２０７０，
２０７２，２０７４

南田

２０２１－２０２３，
２０２５－２０５９，
２０６９－２０７０，
２０７２，２０７５

南田

豊丘 河野
みなみだいも
ん

南大門 ７６０－ 南大門 ７６１－ 南大門

豊丘 河野 みなみだいら 南平 ６７７９－６７８２ 南平 ６７７９－６７８３ 南平

豊丘 神稲 みなみだいら 南平

２８２３－２９０７，
３００９，５８６５－
５８７６，５８７８，
５８８１－５８８２

南平

２８２３－２９０７，
３００９，５８６５－
５８７６，５８７８，
５８８１－５８８３

南平

豊丘 神稲 みなみどう 南堂 ６９０１－ 南堂 ６９０２－ 南堂

豊丘 神稲 みなみばた 南畑
４３５９－４３６６，
４３８１－４３８６，
２６９３－２６９５

南畑
４３５９－４３６６，
４３８１－４３８６，
２６９３－２６９６

南畑

豊丘 神稲
みなみばちさ
わ

南場知沢 ９６４２－９６５０ 南場知沢 ９６４２－９６５１ 南場知沢

豊丘 神稲 みなみはば 南羽場

８４４１－８４４２，
８３９７－８４００，
８４０３－８４０４，
８４３４

南羽場

８４４１－８４４２，
８３９７－８４００，
８４０３－８４０４，
８４３５

南羽場

豊丘 神稲 みなみはば 南ハバ

８３９４，８３９６，
８４０１－８４０２，
８４１６－８４１７，
８４３５－８４４０，
８４４３－８４５３

南ハバ

８３９４，８３９６，
８４０１－８４０２，
８４１６－８４１７，
８４３５－８４４０，
８４４３－８４５４

南ハバ

豊丘 神稲 みなみばやし 南林
３１－３５，４４－
５０，５２－７２ 南林

３１－３５，４４－
５０，５２－７３ 南林

豊丘 神稲 みなみはら 南原
１１４０１，１１４０
３－１１４２０，１１
４５１

南原
１１４０１，１１４０
３－１１４２０，１１
４５２

南原

豊丘 河野 みなみほら 南洞 ３９４０－３９４３ 南洞 ３９４０－３９４４ 南洞

豊丘 神稲 みね 嶺 ５８１１－５８１２ 嶺 ５８１１－５８１３ 嶺

豊丘 神稲 みねした 峯下 ２０５－２１６ 峯下 ２０５－２１７ 峯下

豊丘 神稲 みねのした 峯ノ下 １４２２－１４２９ 峯ノ下 １４２２－１４３０ 峯ノ下

豊丘 神稲 みぶさわがわ 壬生沢川

７３２３－７３２４，
７３２６－７３２８，
７３３８－７３４５，
７３５２－７３５４，
７３５６－７３５８，
９１５４－９１６３

壬生沢川

７３２３－７３２４，
７３２６－７３２８，
７３３８－７３４５，
７３５２－７３５４，
７３５６－７３５８，
９１５４－９１６４

壬生沢川
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豊丘 河野 ふかぼら 深洞 ３９７８－ 深洞 ３９７９－ 深洞

豊丘 神稲 みやうしろ 宮後 ６３７５－ 宮後 ６３７６－ 宮後

豊丘 神稲 みやがくぼ 宮ヶ久保
５６０１，６３６６－
６３６７ 宮ヶ久保

５６０１，６３６６－
６３６８ 宮ヶ久保

豊丘 河野 みやがほら 宮ヶ洞 ７５２７－７５２８ 宮ヶ洞 ７５２７－７５２９ 宮ヶ洞

豊丘 神稲 みやこし 宮越 ２００１－２００２ 宮越 ２００１－２００３ 宮越

豊丘 神稲 みやざわ 宮沢
１９５２－１９５７，
１９５９－１９６１ 宮沢

１９５２－１９５７，
１９５９－１９６２ 宮沢

豊丘 神稲 みやじ 宮路
７７６２，７７６４－
７７６７ 宮路

７７６２，７７６４－
７７６８ 宮路

豊丘 河野 みやした 宮下
５３３８－５３４５，
５４１９－５４４９，
５４５５－５４５８

宮下
５３３８－５３４５，
５４１９－５４４９，
５４５５－５４５９

宮下

豊丘 神稲 みやのいり 宮ノ入

７４７３－７４９８，
７５４０－７５４４，
１１９６１，１２１５
５－１２１７０

宮ノ入

７４７３－７４９８，
７５４０－７５４４，
１１９６１，１２１５
５－１２１７１

宮ノ入

豊丘 河野 みやのうえ 宮ノ上 ６１３０－ 宮ノ上 ６１３１－ 宮ノ上

豊丘 神稲 みやのうえ 宮ノ上
７５４９－７５５０，
２００３－２００６ 宮ノ上

７５４９－７５５０，
２００３－２００７ 宮ノ上

豊丘 神稲 みやのくろ 宮ノ畔 ７７５，７７８ 宮ノ畔 ７７５，７７９ 宮ノ畔

豊丘 神稲 みやのこし 宮ノ腰
１９７８－１９８０，
１９９９－２０００ 宮ノ腰

１９７８－１９８０，
１９９９－２００１ 宮ノ腰

豊丘 河野 みやのさわ 宮ノ沢
１９４６－１９５０，
１９８２－１９８４ 宮ノ沢

１９４６－１９５０，
１９８２－１９８５ 宮ノ沢

豊丘 神稲 みやのした 宮ノ下

１２６６－１２９２，
１２９７－１２９８，
３０５－３１６，６０
０４－６０１０，６０
８５－６０８７，１０
２３７，１０２３９－
１０２４０，９８０
８，９８１５－９８２
２，９９８７－９９８
８

宮ノ下

１２６６－１２９２，
１２９７－１２９８，
３０５－３１６，６０
０４－６０１０，６０
８５－６０８７，１０
２３７，１０２３９－
１０２４０，９８０
８，９８１５－９８２
２，９９８７－９９８
９

宮ノ下

豊丘 神稲 みやのほら 宮ノ洞 ５９３４－５９３９ 宮ノ洞 ５９３４－５９４０ 宮ノ洞

豊丘 神稲 みやのまえ 宮ノ前

１０８０－１０９１，
３７４９－３７５１，
３７５３－３７７４，
４７７４－４７７５，
１０６９７－１０７０
０，１０７０９－１０
７１１，１０７１４－
１０７１５

宮ノ前

１０８０－１０９１，
３７４９－３７５１，
３７５３－３７７４，
４７７４－４７７５，
１０６９７－１０７０
０，１０７０９－１０
７１１，１０７１４－
１０７１６

宮ノ前

豊丘 神稲 みやみち 宮道
７７６２，７７６４－
７７６７ 宮道

７７６２，７７６４－
７７６８ 宮道
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豊丘 神稲 みやのわき 宮ノ脇

１０５０－１０７１，
３８１４－３８２５，
４７７４，４８０８－
４８１２，５６０３－
５６０４

宮ノ脇

１０５０－１０７１，
３８１４－３８２５，
４７７４，４８０８－
４８１２，５６０３－
５６０５

宮ノ脇

豊丘 神稲 みやひがし 宮東 １００２２－ 宮東 １００２３－ 宮東

豊丘 神稲 みやま 深山

７９１９－７９２４，
７９３２－７９３８，
７９４３－７９７９，
７９８２－８０００，
３７３２－３７３７

深山

７９１９－７９２４，
７９３２－７９３８，
７９４３－７９７９，
７９８２－８０００，
３７３２－３７３８

深山

豊丘 河野 みやまだ 深山田 １７８１－１７９８ 深山田 １７８１－１７９９ 深山田

豊丘 神稲 みやまだいら 深山平 ７９３９－７９４２ 深山平 ７９３９－７９４３ 深山平

豊丘 神稲 みやみち 宮道
７７６２，７７６４－
７７６７ 宮道

７７６２，７７６４－
７７６８ 宮道

豊丘 神稲 みややま 宮山 ３８０６－３８１３ 宮山 ３８０６－３８１４ 宮山

豊丘 神稲 みょうじんまえ 明神前 ９０５６，９０６５ 明神前 ９０５６，９０６６ 明神前

豊丘 河野 むかい 向井 ７５３３－７５４６ 向井 ７５３３－７５４７ 向井

豊丘 神稲 むかい 向
１０７０１，１１５６
４－１１５７４ 向

１０７０１，１１５６
４－１１５７５ 向

豊丘 神稲 むかいやしき 向屋敷
７２７４－７２８０，
７２８３－７２８６ 向屋敷

７２７４－７２８０，
７２８３－７２８７ 向屋敷

豊丘 神稲 むかいやま 向山 ６７０８－６７０９ 向山 ６７０８－６７１０ 向山

豊丘 河野 むくばた ムクバタ ５２５９－５２７１ ムクバタ ５２５９－５２７２ ムクバタ

豊丘 河野 むくばた ムク畑 ５２７６－５２７７ ムク畑 ５２７６－５２７８ ムク畑

豊丘 河野 むくり ムクリ
５０７３－５０８０，
５０８１，５０８３ ムクリ

５０７３－５０８０，
５０８１，５０８４ ムクリ

豊丘 神稲 むかいまと 向的
１１５１１－１１５３
１，１１５４１－１１
５６３

向的
１１５１１－１１５３
１，１１５４１－１１
５６４

向的

豊丘 神稲
むこうまとうた
ろ

向マトウタロ
１１５３２－１１５４
０

向マトウタ
ロ

１１５３２－１１５４
１ 向マトウタロ

豊丘 神稲 むじなあなやま むじな穴山 ５１２８－５１２９
むじな穴
山

５１２８－５１３０ むじな穴山

豊丘 神稲 むじながいと むじな垣外 ３４４３－３４４６
むじな垣
外

３４４３－３４４７ むじな垣外

豊丘 河野 むじなばやし 狢林
４１３１－４１３７，
４３７３－４３７６ 狢林

４１３１－４１３７，
４３７３－４３７７ 狢林

豊丘 河野
むじなばやしい
うえ

狢林井上 ４３８９－ 狢林井上 ４３９０－ 狢林井上

豊丘 神稲
むつきじんで
ん？

六月神田 ６９５０－ 六月神田 ６９５１－ 六月神田

豊丘 神稲 むつきだ？ 六月田 ６９４９－ 六月田 ６９５０－ 六月田

豊丘 河野 むつつじ 六ツ辻 ６４５１－６４５３ 六ツ辻 ６４５１－６４５４ 六ツ辻

豊丘 神稲 もちがほっほ 餅ガホッホ
１１４９５－１１５０
７

餅ガホッ
ホ

１１４９５－１１５０
８ 餅ガホッホ

豊丘 河野 もちだ 餅田 ７１７－ 餅田 ７１８－ 餅田
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豊丘 神稲 もちだ 餅田
１３４０－１３４２，
１３４８－１３５１ 餅田

１３４０－１３４２，
１３４８－１３５２ 餅田

豊丘 河野 もちだざか 持田坂
３１１９－３１３４，
６１８１－６１８５ 持田坂

３１１９－３１３４，
６１８１－６１８６ 持田坂

豊丘 河野 もとざわ 本沢
４３９３，４３９５－
４４０４，４４０６ 本沢

４３９３，４３９５－
４４０４，４４０７ 本沢

豊丘 河野 もとざわぐち 本沢口
４３９４，４４０５，
４４０９ 本沢口

４３９４，４４０５，
４４１０ 本沢口

豊丘 河野 もとしんでん 元新田 ６２４３－６２４８ 元新田 ６２４３－６２４９ 元新田

豊丘 河野
もとしんでんに
しひら

元新田西平 ６０８６－
元新田西
平

６０８７－ 元新田西平

豊丘 河野 もとなわしろ 元苗代 ４０１－４０３ 元苗代 ４０１－４０４ 元苗代

豊丘 河野 もとやしき 元屋敷 １２５－１２７ 元屋敷 １２５－１２８ 元屋敷

豊丘 神稲 もとやま？ 本山 １２５２１－ 本山 １２５２２－ 本山

豊丘 神稲 ものみずか 物見塚

１１９２４，８３４
２，８３５６，８４３
７－８４６８，８３３
０－８３３３，８３４
０－８３５８，８３６
３

物見塚

１１９２４，８３４
２，８３５６，８４３
７－８４６８，８３３
０－８３３３，８３４
０－８３５８，８３６
４

物見塚

豊丘 河野 もめんだ 木綿田 ２７０７－ 木綿田 ２７０８－ 木綿田

豊丘 神稲 ももくぼ 桃久保
１１２８３－１１３１
４ 桃久保

１１２８３－１１３１
５ 桃久保

豊丘 河野 もりした 森下 １５１９－１５２４ 森下 １５１９－１５２５ 森下

豊丘 神稲 もりした 森下
２５９４－２５９６，
２７０９ 森下

２５９４－２５９６，
２７１０ 森下

豊丘 神稲 もりそと 森外
２７０６－２７０８，
２７１０ 森外

２７０６－２７０８，
２７１１ 森外

豊丘 神稲 もりのわき 森ノ脇 ２７２７－２７３４ 森ノ脇 ２７２７－２７３５ 森ノ脇

豊丘 神稲 もんぜん 門前
７７５８，６９３１，
１３６９，１３９８－
１４００

門前
７７５８，６９３１，
１３６９，１３９８－
１４０１

門前

豊丘 神稲
もんぜんいえう
ら

門前家裏 ７７６１－ 門前家裏 ７７６２－ 門前家裏

豊丘 神稲
もんぜんみちし
た

門前道下 ６９３１－６９３７ 門前道下 ６９３１－６９３８ 門前道下

豊丘 河野 もんばらおとし 門原落
３６９８－３７００，
３７０４－３７０９ 門原落

３６９８－３７００，
３７０４－３７１０ 門原落

豊丘 河野 やおち 矢落
５５９７－５５９９，
６６０３－６６２０ 矢落

５５９７－５５９９，
６６０３－６６２１ 矢落

豊丘 河野 やけた 焼田
４９５７－４９６０，
４９７５ 焼田

４９５７－４９６０，
４９７６ 焼田

豊丘 河野 やきはた 焼畑 ４２１２－４２１４ 焼畑 ４２１２－４２１５ 焼畑

豊丘 神稲 やぎりはた 八切畑 ８１９１－８１９８ 八切畑 ８１９１－８１９９ 八切畑

豊丘 神稲 やくしめん 藥師面 ３５９５－３６１０ 藥師面 ３５９５－３６１１ 藥師面

豊丘 神稲 やくらばた ヤクラ畑
１０８６５－１０８６
７ ヤクラ畑

１０８６５－１０８６
８ ヤクラ畑

豊丘 河野 やけやま 焼山 焼山 焼山
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豊丘 神稲
やさぶろうさわ
ぐち

弥三郎沢口 ６５５２－６５５４
弥三郎沢
口

６５５２－６５５５ 弥三郎沢口

豊丘 河野 やざわ 矢沢 ７４８５－７４８６ 矢沢 ７４８５－７４８７ 矢沢

豊丘 河野 やざわがしら 矢沢頭 １１４０－ 矢沢頭 １１４１－ 矢沢頭

豊丘 河野 やしき 家敷 ４２３０－ 家敷 ４２３１－ 家敷

豊丘 神稲 やしきうえ 屋敷上 ３８６７－３８６９ 屋敷上 ３８６７－３８７０ 屋敷上

豊丘 神稲 やしきうら 屋敷裏 １０７１７－ 屋敷裏 １０７１８－ 屋敷裏

豊丘 河野 やしきした 屋敷下 ６１３５－６１３８ 屋敷下 ６１３５－６１３９ 屋敷下

豊丘 河野 やしきぞえ 屋敷添
１８１４－１８１５，
７８４ 屋敷添

１８１４－１８１５，
７８５ 屋敷添

豊丘 河野 やしきだ 屋敷田 ８５４－ 屋敷田 ８５５－ 屋敷田

豊丘 河野 やしきばた 屋敷畑

４１８９－４１９３，
４２００，４２０９－
４２１０，５６９２－
５６９３

屋敷畑

４１８９－４１９３，
４２００，４２０９－
４２１０，５６９２－
５６９４

屋敷畑

豊丘 河野 やしきばたまえ 屋敷畑前 ４１９８－ 屋敷畑前 ４１９９－ 屋敷畑前

豊丘 神稲 やしきもと 屋敷本 ７７８３，７７８９ 屋敷本 ７７８３，７７９０ 屋敷本

豊丘 神稲 やひちばた 弥七畑 ８１８４－８１９０ 弥七畑 ８１８４－８１９１ 弥七畑

豊丘 神稲 やすみば 休場 １０８９３－ 休場 １０８９４－ 休場

豊丘 神稲 やぞえ 屋添 １９４６－ 屋添 １９４７－ 屋添

豊丘 神稲 やだいら 屋平 １０００６－ 屋平 １０００７－ 屋平

豊丘 神稲 やだいら 矢平
１００１０－１００１
４ 矢平

１００１０－１００１
５ 矢平

豊丘 神稲 やなぎくぼ 柳久保

５０８５，５１２４－
５１２７，５７５５－
５７７０，５９８０－
５９８３，６１１７－
６１２０，９８４７，
９８７３，１０４５１
－１０４６１

柳久保

５０８５，５１２４－
５１２７，５７５５－
５７７０，５９８０－
５９８３，６１１７－
６１２０，９８４７，
９８７３，１０４５１
－１０４６２

柳久保

豊丘 神稲 やなぎざか 柳坂 ６５３３－６５３６ 柳坂 ６５３３－６５３７ 柳坂

豊丘 神稲 やなぎせ 柳瀬 ３４６４－３４８８ 柳瀬 ３４６４－３４８９ 柳瀬

豊丘 神稲 やなぎだいら 柳平 ５５７２－ 柳平 ５５７３－ 柳平

豊丘 神稲
やなぎだいらし
た

柳平下 ３７２３，３７２５ 柳平下 ３７２３，３７２６ 柳平下

豊丘 神稲 やなぎたぐち 柳田口 ６５５５－６５６５ 柳田口 ６５５５－６５６６ 柳田口

豊丘 神稲 やなぎつぼ 柳坪 １２９３－１２９６ 柳坪 １２９３－１２９７ 柳坪

豊丘 河野 やのの 矢ノ野 ７４８５－７４８６ 矢ノ野 ７４８５－７４８７ 矢ノ野

豊丘 河野 やぶした 薮下
４９７２，５２９０－
５２９３，５３３３－
５３３７

薮下
４９７２，５２９０－
５２９３，５３３３－
５３３８

薮下

豊丘 河野 やぶた 薮田 ３９４８，３９６３ 薮田 ３９４８，３９６４ 薮田

豊丘 河野 やぶのこし 薮ノ越
４２２７，４２４４－
４２４５，４２４７ 薮ノ越

４２２７，４２４４－
４２４５，４２４８ 薮ノ越

豊丘 神稲 やぶのこし 藪ノ腰
６７４１－６７４６，
６７４８－６７４９ 藪ノ腰

６７４１－６７４６，
６７４８－６７５０ 藪ノ腰

豊丘 河野 やぶはら 薮原 ４９１９－４９２３ 薮原 ４９１９－４９２４ 薮原
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豊丘 神稲 やまがだ 山家田
２２８１－２２９６，
２３１７ 山家田

２２８１－２２９６，
２３１８ 山家田

豊丘 河野 やまがみ 山神 ５７９３，５７９５ 山神 ５７９３，５７９６ 山神

豊丘 河野 やまがみした 山神下 ４６６３－ 山神下 ４６６４－ 山神下

豊丘 河野
やまがみだい
ら

山神平 ４７３５－４７４４ 山神平 ４７３５－４７４５ 山神平

豊丘 河野
やまがみばや
し

山神林 １２８０－ 山神林 １２８１－ 山神林

豊丘 神稲 やまがみほら 山神洞
５８２５－５８２８，
６２２９ 山神洞

５８２５－５８２８，
６２３０ 山神洞

豊丘 神稲 やまがみ 山神 １０５２７－ 山神 １０５２８－ 山神

豊丘 神稲 やまぐち 山口
１９１３－１９１９，
１０８７６－１０８８
６

山口
１９１３－１９１９，
１０８７６－１０８８
７

山口

豊丘 神稲 やまぐちざか 山口坂 １０３９５－ 山口坂 １０３９６－ 山口坂

豊丘 神稲 ヤマダ 山田
３４９１－３４９３，
３５０８－３５０９ 山田

３４９１－３４９３，
３５０８－３５１０ 山田

豊丘 河野 やまてやま 山手山 ４４６８－ 山手山 ４４６９－ 山手山

豊丘 河野 やまのかみ 山ノ神 ３１７５－３１８１ 山ノ神 ３１７５－３１８２ 山ノ神

豊丘 神稲 やまのかみ 山ノ神
１０５３５－１０５３
７，１０５６６－１０
５７０，１２５１６

山ノ神
１０５３５－１０５３
７，１０５６６－１０
５７０，１２５１７

山ノ神

豊丘 河野
やまのかみう
え

山ノ神上 ５７９６－５７９９ 山ノ神上 ５７９６－５８００ 山ノ神上

豊丘 河野
やまのかみし
た

山ノ神下

５７８６－５７８９，
５７９１，５７９４，
５８０８－５８０９，
５８１１－５８１２

山ノ神下

５７８６－５７８９，
５７９１，５７９４，
５８０８－５８０９，
５８１１－５８１３

山ノ神下

豊丘 神稲
やまのかみし
た

山ノ神下 １０２２０－ 山ノ神下 １０２２１－ 山ノ神下

豊丘 河野 やまのこし 山ノ越 ４２３２－４２３４ 山ノ越 ４２３２－４２３５ 山ノ越

豊丘 河野 やまばた 山畑 ４０９９－４１３０ 山畑 ４０９９－４１３１ 山畑

豊丘 河野 やまぶしだ 山伏田 ９４６－９４７ 山伏田 ９４６－９４８ 山伏田

豊丘 神稲 やまぶしずか 山伏塚
１３１３－１３１６，
１３２０－１３２４，
１３２７－１３３０

山伏塚
１３１３－１３１６，
１３２０－１３２４，
１３２７－１３３１

山伏塚

豊丘 河野 よいちだ 與市田 ６１８６－６１９５ 與市田 ６１８６－６１９６ 與市田

豊丘 河野 よいちやしき 与市屋敷 ５６９５－５９７１ 与市屋敷 ５６９５－５９７２ 与市屋敷

豊丘 神稲 よけ よけ ５０８２－ よけ ５０８３－ よけ

豊丘 神稲 よこすて 横ステ ９６１９－９６２１ 横ステ ９６１９－９６２２ 横ステ

豊丘 神稲 よこすら 横スラ

１０６１７－１０６１
９，１０７５４，９５
６８－９６１１，９６
３０－９６３１

横スラ

１０６１７－１０６１
９，１０７５４，９５
６８－９６１１，９６
３０－９６３２

横スラ

豊丘 神稲 よこつが 横都賀
１０１８０－１０１８
１ 横都賀

１０１８０－１０１８
２ 横都賀

豊丘 神稲 よこて 横手 ３９６０－３９６１ 横手 ３９６０－３９６２ 横手

豊丘 神稲 よこてどおり 横手通り
４０３３，３９６４－
３９６８ 横手通り

４０３３，３９６４－
３９６９ 横手通り
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豊丘 河野 よこばた 横畑 ４２３６－ 横畑 ４２３７－ 横畑

豊丘 神稲 よこはた 横畑 ２７０４，２７０６ 横畑 ２７０４，２７０７ 横畑

豊丘 神稲 よこまえ 横前
７８１６，７８１９，
１１８７１－１１８７
２

横前
７８１６，７８１９，
１１８７１－１１８７
３

横前

豊丘 神稲 よこまえじま 横前嶋
１１８５１－１１８５
４ 横前嶋

１１８５１－１１８５
５ 横前嶋

豊丘 神稲 よこまくら 横枕
４３０－４３５，４４
９－４６２ 横枕

４３０－４３５，４４
９－４６３ 横枕

豊丘 河野 よこみち 横道

６４４７－６４５０，
６４５４－６４６０，
６４６２－６４８８，
６４９０，６４９４

横道

６４４７－６４５０，
６４５４－６４６０，
６４６２－６４８８，
６４９０，６４９５

横道

豊丘 河野 よこやま 横山
３８６４－３８６６，
３９１８ 横山

３８６４－３８６６，
３９１９ 横山

豊丘 神稲 よこやま 横山

９０７－９２８，３２
１５－３２２５，３２
９０－３３００，３３
１０－３３２７

横山

９０７－９２８，３２
１５－３２２５，３２
９０－３３００，３３
１０－３３２８

横山

豊丘 河野 あしがさわ 葭ヶ沢 葭ヶ沢 葭ヶ沢

豊丘 神稲 よしがさわ 吉ヶ沢 吉ヶ沢 吉ヶ沢

豊丘 河野
あしがさわみな
みだいら

葭ヶ沢南平
葭ヶ沢南
平

葭ヶ沢南平

豊丘 神稲 よしはら 吉原
１０１９３－１０１９
４ 吉原

１０１９３－１０１９
５ 吉原

豊丘 河野 よしひさ 善久 ３９９－ 善久 ４００－ 善久

豊丘 河野 よしろうだ 与四郎田 ６１４３－ 与四郎田 ６１４４－ 与四郎田

豊丘 河野 よどがさわ 淀ヶ坂 ４８３０－ 淀ヶ坂 ４８３１－ 淀ヶ坂

豊丘 神稲 よどのさか 淀ノ坂 ２２３６，２２４４ 淀ノ坂 ２２３６，２２４５ 淀ノ坂

豊丘 神稲 よんたんだ？ 四反田
３７１－４８４，６９
６１－６９７８，１１
９１６－１１９１７，

四反田
３７１－４８４，６９
６１－６９７８，１１
９１６－１１９１８，

四反田

豊丘 神稲
よんたんだや
ま

四反田山 ７６９６－７６９８ 四反田山 ７６９６－７６９９ 四反田山

豊丘 河野 りゅうかだ 龍花田 ５９３４－５９３５ 龍花田 ５９３４－５９３６ 龍花田

豊丘 河野 りんけい 林畦 ３８３１－３８４４ 林畦 ３８３１－３８４５ 林畦

豊丘 河野 ろっぴゃくめ 六百目
４２５－４２８，４８
１－４８４，４９１
－４９２

六百目
４２５－４２８，４８
１－４８４，４９１
－４９３

六百目

豊丘 神稲 わかばやし 若林 ９９５８－ 若林 ９９５９－ 若林

豊丘 神稲 わきだ 脇田
７６３２，７６３５－
７６３８ 脇田

７６３２，７６３５－
７６３９ 脇田

豊丘 神稲 わせだ ワセダ
６０８３－６０８４，
６０９３，６０９５ ワセダ

６０８３－６０８４，
６０９３，６０９６ ワセダ

豊丘 神稲 どあい 渡合 ９０１７－９０１８ 渡合 ９０１７－９０１９ 渡合

豊丘 神稲 わで 王で ３５３１，３５５９ 王で ３５３１，３５６０ 王で

豊丘 神稲 わらびあな ワラビアナ １０８６４－
ワラビア
ナ

１０８６５－ ワラビアナ

豊丘 河野 わりだし 割出し ８７４３－８７５４ 割出し ８７４３－８７５５ 割出し
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豊丘 河野 割出シ 割出シ 割出シ

豊丘 河野 割出沖 割出沖 割出沖

豊丘 河野 悪沢 悪沢 悪沢

豊丘 河野 悪沢合井上
悪沢合井
上

悪沢合井上


