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地区 中字 小字 呼び名 地番

睦沢 親田 相田 あいだ ５４８４

睦沢 小松原 相田 あいだ ５２４９～５２５０，５３２２～５３４４，５３６４～５３６８，５３７８～５３８４

睦沢 親田 相田沢 あいたざわ ５５６１～５５６３

睦沢 親田 相田道 あいだみち ６１２２～６１２４，６１２６，６１２８～６１３５

睦沢 粒良脇 合ノ洞 あいのほら １９３

陽皐 合原 青木本 あおきもと ２５５５～２５５９，２５８６～２５８８

陽皐 合原 青ノ平 あおのひら １６３７～１６４２，１７１４～１７３５，１７５５～１７５７，１８９１

睦沢 小松原 青見平 あおんびら ４８２４，４８７８～４８８０，４９６９～４９７２

陽皐 北又 赤岩 あかいわ １４８４～１５０３

睦沢 阿知原 赤岩 あかいわ ３２０６～３２１１

陽皐 入野 赤子石 あかごいし？ ４４３４

睦沢 山田河内 赤子淵 あかごふち ９７５９，　９７６２，９７６７，９７７２

陽皐 北又 赤坂 あかさか １０６１～１０６２，１０７８～１０８３，１３２４～１３２５，１３３５～１３３７

睦沢 粒良脇 赤坂 あかさか １５３５～１５３７

睦沢 阿知原 赤坂 あかさか ４０６０～４０６８，４０７０～４０７１

睦沢 小松原 赤坂 あかさか ４３９０～４３９１，４３９４，４６００～４６２３，４６２５

陽皐 合原 赤田 あかだ ２３４６～２３６３

睦沢 親田 アカ田 あかだ ５９２５～５９２６

陽皐 北又 赤土田 あかつちだ １４４～１４５

陽皐 新井 アカナギ あかなぎ ５８３５～５８３６

睦沢 山田河内 赤渚 あかなぎ？ ７７４８

睦沢 粒良脇 上リ戸 あがりと ２４５０，　２４８４

陽皐 合原 上ゲ見 あげみ ２４５０～２４５４，２４７８～２４８２

睦沢 山田河内 阿坂 あざか ８８９９～８９０３，９３５５～９３５６，９３６０～９３６２

睦沢 山田河内 阿坂 あざか

陽皐 菅野 あさき屋敷？ あさきやしき

睦沢 小松原 麻畑 あさばた ５３０７

睦沢 小松原 浅畑 あさばた ５３０８

睦沢 粒良脇 足毛田 あしげだ ７７１，７７６～７８３

陽皐 合原 芦田 あしだ １５８７

陽皐 鎮西 芦ノ口 あしのくち ４６３０

陽皐 合原 足畑 あしばた １６０５～１６０６

陽皐 合原 足畑久保田 あしばたくぼた １６０２～１６０４

睦沢 粒良脇 アジヤ あじや １９７９～１９８５

睦沢 山田河内 アセチ原 あせちはら ７８７０～７８７１

睦沢 親田 アチ原 あちばら ７１９０～７１９３

陽皐 合原 後 あと １７８７～１７９０

睦沢 粒良脇 後洞上 あとぼらうえ ２２４０

睦沢 粒良脇 後洞上ノ切 あとぼらうえのきり２２３９，２２４１～２２４２

睦沢 親田 危瀬 あぶなせ ５８８２，５９２６～５９２７，５９３５，５９３８～５９４０

睦沢 山田河内 アマハラビ あまはらび ７６６１，７６８９～７６９０

睦沢 粒良脇 天蕨 あまらび ２１２５，２２４４～２２４５，２２５１，２２５３，２２６８，２２５４
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睦沢 粒良脇 天蕨上 あまらびうえ ２２４６

睦沢 粒良脇 天蕨下 あまらびした ２２４７～２２５０，２２５２

陽皐 合原 網懸岩 あみかけいわ １５８５ロ

睦沢 阿知原 阿弥陀後 あみだうしろ

睦沢 大久保 アミダドウ あみだどう ９９５５

陽皐 合原 阿弥陀平 あみだひら ２１１９～２１２９，２１３１，２２８７～２２９４

睦沢 山田河内 阿弥陀平 あみだひら ９６６９～９６７０

陽皐 合原 阿弥陀前 あみだまえ ２２７４～２２８６，２３６９～２３７１

睦沢 大久保 アミダ前 あみだまえ ９９２１，９９６１～９９６５

睦沢 山田河内 アミハリバ あみはりば ７６６５

陽皐 北又 網張場 あみはりば １５３９，１５８３～１５８４

睦沢 阿知原 アミハリバ あみはりば ３９７４，４００８，４２４５～４２４８

睦沢 親田 網張場 あみはりば ７５７０～７５７７

睦沢 阿知原 アミハリバ あみはりば

陽皐 新井 新井 あらい ５３５７

陽皐 合原 新井田 あらいだ ２３３９～２３４５

陽皐 新井 阿らい畑 あらいばた ５３４８

睦沢 親田 嵐シ あらし ５５６４

睦沢 親田 荒シ あらし ５５６０，５５６５～５５７６

睦沢 阿知原 嵐尻 あらしじり ３２１２

睦沢 山田河内 アラタ あらた ９７７９，　９８６２

睦沢 親田 荒田 あらだ ７２０３～７２０６，７２６８～７２７３，７２７６～７２７９，７２８１～７２８５

睦沢 阿知原 アラノ中 あらのなか ２８６７～２８７７

睦沢 粒良脇 荒道 あらみち ４３７

睦沢 粒良脇 新谷 あらや １３６４

陽皐 入野 新屋 あらや ３３１２

睦沢 親田 アラヤシキ あらやしき ６７７３

陽皐 鎮西 新屋敷 あらやしき？ ５００７～５００９

睦沢 阿知原 新やしき あらやしき？

睦沢 小松原 新屋敷 あらやしき？

睦沢 阿知原 新山 あらやま
2614～2637，2894，2835～2842，2844～2845，
2852，2856～2863

睦沢 阿知原 新山 あらやま ３５５２～３５５３

睦沢 阿知原 アラ山畑 あらやまばた

睦沢 阿知原 蟻塚 ありづか ３２６４～３２６９，３２７４～３２７７

睦沢 阿知原 アリヅカ ありづか

陽皐 鎮西 蟻塚 ありづか

睦沢 大久保 アリマ沢 ありまさわ １０２０６，１０２３３～１０２３４

睦沢 大久保 アリマツル根 ありまつるね １０１０４～１０１０６

睦沢 大久保 アリマツル根 ありまつるね １０２３８～１０２３９

睦沢 親田 アレ田 あれた

陽皐 北又 粟原 あわはら ７２２～７３２，７３５～７６５，７６８～７８１，７８４～７９９，８５６

陽皐 入野 家上 いえうえ ４０８７，４１５７～４１５８，４１９７～４１９８，４２０６～４２０９
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陽皐 入野 家後 いえうしろ ３７８５

陽皐 鎮西 家下 いえした ４６２１

陽皐 北又 家下 いえした
１５１～１５４，１５９，１７３，２２６，３０６，３３３～３３５、４８３，８１
５，８７７～８７８，９３７～９４０，９６８

陽皐 入野 家下 いえした
３９３８～３９３９，３９４１，３９５３，３９６４，４０４４～４０４５，４１２
５，４１３４，４１６７～４１６９４１８４，４１９９，　４２５５

陽皐 鎮西 家下小田 いえしたこだ ４６１９

睦沢 粒良脇 家ノ後 いえのあと ４５

陽皐 合原 家ノ上 いえのうえ ２１３０

陽皐 仁王関 家ノ上 いえのうえ ６２９４

陽皐 吉岡 家ノ上 いえのうえ ７１７８

陽皐 北又 家ノ上 いえのうえ
１７０，２２４，２６０，２９４，３０１～３０５，３０８，３３７？，３２６～
３２８，４９０～４９１，５４４～５４５

睦沢 粒良脇 家ノ上 いえのうえ １８４０～１８４２，２２１８，２３２２～２３２３

睦沢 粒良脇 家ノ上 いえのうえ ２４８７，　２４８９

睦沢 阿知原 家ノ上 いえのうえ ２７６０，２７６５，３０４６～３０４７，３２８４～３２８５

睦沢 粒良脇 家ノ上 いえのうえ
３１～３２，４３～４４，４６，１４１～１４２，１７１～１７２，２３８，２４
２，２７７，２７９～２８１

陽皐 入野 家ノ上 いえのうえ ３５９０，３７６０～３７６１，３７７８，３９５６，３９６２

睦沢 小松原 家ノ上 いえのうえ ４４７０，　４４７３

陽皐 新井 家ノ上 いえのうえ ５２０３～５２０８，５３５３～５３５５，５５３３～５５３４，５５９５

睦沢 親田 家ノ上 いえのうえ
５４１６，５４８８～５４８９，５５０８，５５３９，５５５５，５５５７～５５５
８，５８４４，５９６０

陽皐 北又 家ノ上 いえのうえ
５４７～５４８，８６５，８６８～８７２，８７６，９１２～９１３，９１７，９
２２，９６１～９６３，１１２８

睦沢 粒良脇 家ノ上 いえのうえ ５６２，１４１６，１４３５，　１４３７

睦沢 親田 家ノ上 いえのうえ ５９６３，５９７９，６３４９，６３５１，６４５８～６４６０

睦沢 親田 家ン上 いえのうえ
６７３７，６７４０，６７９５～６７９６，７２２８，７２３５，７３５７，７３６
８～７３７１

睦沢 山田河内 家ノ上 いえのうえ
７７４９，７７５３，７７７１～７７７２，７７８６～７７８７，７８５９～７８
６２，７８６８～７８６９，９６５２～９６５４

睦沢 山田河内 家ノ上 いえのうえ ９６７５，９８１７，　９８１９

睦沢 大久保 家ノ上 いえのうえ
９９２５，１０１０７～１０１０８，１０１１４～１０１２３，１０１２７～１０
１２８，１０１５３

陽皐 新井 家上 いえのうえ？ ５７７３イ

陽皐 北又 家ノ後 いえのうしろ ９１４

陽皐 合原 家ノ後 いえのうしろ １７９７

睦沢 阿知原 家ノ後 いえのうしろ ３１１４～３１１５，３８６９

睦沢 阿知原 家ノ後 いえのうしろ ３５３３，３５５９，３５６１，３５６７～３５６８，３６０８

陽皐 入野 家ノ後 いえのうしろ ３９３７，３９４６、　３９６５，４１５９

陽皐 入野 家ノ後ロ いえのうしろ ３９５７，　３９７１，３９８０

睦沢 小松原 家ノ後 いえのうしろ ４７２４～４７４１

陽皐 鎮西 家後 いえのうしろ ５０８２～５０８６

陽皐 新井 家ノ後 いえのうしろ
５１０９，５１２５，５１２７，５２１０，５３５６，５３８２，５４１２～５４１
３，５６２０，５６６０～５６６１

睦沢 親田 家ノ後 いえのうしろ
５４４５，５９０９，６０８０～６０８１，６１９１，６１９５，６２３５～６２３
８，６２６３，６４１８～６４１９，６６３３，６６６２～６６６３

睦沢 親田 家ノ後 いえのうしろ ６７８８，６７９７，　７２２６，７４１８，７４３５

睦沢 親田 家ノ後 いえのうら ６２７８
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陽皐 合原 家ノ裏 いえのうら ３１４５～３１５０

陽皐 吉岡 家ノ裏 いえのうら ７１３６，７１６０，７２０２～７２０３

睦沢 小松原 家ノ裏 いえのうら

睦沢 山田河内 家河原 いえのかわはら ７８０８

陽皐 合原 家ノ下 いえのした １７６７

陽皐 仁王関 家ノ下 いえのした ６１０６

睦沢 粒良脇 家ノ下 いえのした
１０～１７，６６～６７，７９，８７～９３，９８～９９，２３２～２３４，２
２９，５５９，１３１６，１３１８，１３５１，１３５６，１３７６～１３７７，１
３８６，１７９８，２３６，２５３～２５４

睦沢 粒良脇 家ノ下 いえのした １８２１，１８４３～１８４４，２３０７，２３０９，２３１１～２３１４

睦沢 粒良脇 家ン下 いえのした ２０６，２５３～２５４

陽皐 合原 家ノ下 いえのした ２９９３～２９９６，２８０４～２８０５

睦沢 阿知原 家ノ下 いえのした
３１１１，３１１３，３２９８～３２９９，３３０２，３８１１～３７１２，３５６
０，３５７８

睦沢 阿知原 家ノ下 いえのした ３７５５，３０４８～３０５０，３０６３～３０６４，３０６９～３０７０

睦沢 小松原 家ノ下 いえのした ４４４５，４４７５，　４８１５

睦沢 親田 家ノ下 いえのした
５４０３，５４０６，５８８３，５９５７，５９６１，５９７７，６０９４～６０９
５，６０９７，６１３０，６１３６～６１３９

陽皐 新井 家ノ下 いえのした
５９０６～５９０９，５１０６～５１０７，５１１１，５２１１，５４１０，５５８
９～５５９３，５５９６～５５９７，５５９９～５６００

睦沢 親田 家下 いえのした
６２０５，６２４０～６２４２，６３５４～６３５５，６３９３，６６４４～６６
４７，６６５８，６６９２～６６９４，６７３９，６７４５，６７７５，６７９０，
６９９２

陽皐 吉岡 家ノ下 いえのした ７１３５，７２１６，７２２２，７２１３～７２１４，７２１１，７２２３，７２８９

睦沢 親田 家ノ下 いえのした ７２３０～７２３１，７３６６，７４０９～７４１３，７４１５～７４１６，７４２６

睦沢 山田河内 家ノ下 いえのした
７７５６，７７８３～７７８４，７７８８，７８０６～７８０７，７８８２，７９３
７～７９３８，７９４６，９８１８

睦沢 大久保 家ノ下 いえのした
９９３９，９９７１～９９７２，１０１１３，１０１３０，１０１３８，１０１４８
～１０１４９，１０１５１

睦沢 山田河内 家下河原 いえのしたかわはら８８８４

睦沢 粒良脇 家ノ下百目 いえのしたひゃくめ２３１９

陽皐 入野 家ノ上り いえののぼり ４０３４

陽皐 入野 家東 いえのひがし ３９４０

睦沢 粒良脇 家の前 いえのまえ １７３

陽皐 吉岡 家ノ前 いえのまえ ７１４１

睦沢 大久保 家の前 いえのまえ １０１４３

陽皐 合原 家ノ前 いえのまえ ２８００，３００１～３００３

睦沢 阿知原 家ノ前 いえのまえ ３２８８～３２８９，３２９２～３２９３，３３０７，３３０９

陽皐 入野 家ノ前 いえのまえ ３３３４，３７３９～３７４０，３７４３～３７４５，３９７４～３９７５

睦沢 阿知原 家ノ前 いえのまえ
３４９３～３４９６，３５７２，３５７５～３５７６，３５８０，３５８５，３５９
０～３５９３３６０９～３６１０

陽皐 入野 家ノ前 いえのまえ
４０４７～４０５０，４０５２，４０７８，４１２３～４１２４，４１４５，４１５
０～４１５３，４１６１

睦沢 小松原 家ノ前 いえのまえ ４６４６，　４７１９

陽皐 新井 家ノ前 いえのまえ
５８０９～５８９２，５３４９～５３５２，５３６５～５３６８，５４０１～５４
０２，５４０７，５４１６～５４１８，５４２０，５６０１

陽皐 北又 家ノ前 いえのまえ ９１５～９１６

睦沢 粒良脇 家ノ廻りリ いえのまわり ２１６２

睦沢 粒良脇 家ノ廻リ いえのまわり １５７，１７６～１７８，２３０，２７５

睦沢 阿知原 家ノ廻リ いえのまわり ２７４８～２７５３，３２８７
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睦沢 粒良脇 家の廻 いえのまわり ４５５，４５８～４５９，４６２，４７０，５０９～５１１

睦沢 親田 家ノ向 いえのむかい ５５５６

睦沢 親田 家ノ向 いえのむかい ７３３１

陽皐 入野 家ノ向 いえのむかい ４１３０，４２５３～４２５４

睦沢 山田河内 家ノ向 いえのむかい？ ７７４１，　７７８２，７７２２

睦沢 粒良脇 家ノ向 いえのむこう １７９２

睦沢 親田 家ノ向 いえのむこう ６６４３，　７４２７

陽皐 入野 家ノ向 いえのむこう

陽皐 新井 家の向 いえのむこう？ ５７７０イ,５７７４イ

睦沢 小松原 家ノ本 いえのもと

睦沢 粒良脇 家ノ横 いえのよこ １４６～１４８

睦沢 小松原 家ノ横 いえのよこ

陽皐 入野 家前川端 いえまえかわばた３７５３

睦沢 粒良脇 家向 いえむこう ２３１０

睦沢 親田 伊右エ門前田 いえもんまえだ ６７６５

陽皐 吉岡 居垣外 いがいと ７３２３

睦沢 親田 居垣外 いがいと ７４１９

陽皐 北又 居垣外 いがいと
１５６～１５８，１６０～１６３，１７１～１７２，１７４，２２３，２５８～２
５９，２６３，２８９～２９０

睦沢 粒良脇 居垣外 いがいと １８２４，１８２６，１８２５８，１８３０～１８３２，１８３４～１８３５

睦沢 粒良脇 居垣外 いがいと １８３７，１８３９，１８４５～１８４６，１８４９

陽皐 北又 居垣外 いがいと

２９２，２９５～３００，３２５，３２９～３３２，３３６，５６７，８３５～８
３６，８４２，８４４，８５０，８５２～８５５，８６６～８６７，８７９～８８
０，８８８～８９０，９１１，９１８～９２１，９２３，９２８～９２９，９４
１，９４３，～９４４，９４６～９４８，９５１～９５２，９５６，９５９，９６
４～９６５，９６９～９７０，９７４～９７５，１０７６，１０８６

陽皐 北又 井垣外道下 いがいとみちした ８８１～８８２

陽皐 合原 伊賀塚 いがつか ３０４３～３０４６

陽皐 吉岡 井上 いがみ ７０８８～７０９１

陽皐 鎮西 井口 いぐち ４９４９

陽皐 合原 井口 いぐち ２４６２～２４６５

睦沢 粒良脇 井口 いぐち ２８４，４２６～４２８，５２０，７７０，７７２～７７５，７８５，１１７６

睦沢 山田河内 井口 いぐち ８９２６～８９２７

睦沢 大久保 井口 いぐち ９９５８，　１００８６

陽皐 鎮西 い久ら山 いくらやま ４７１６～４７１７，４７１９

陽皐 菅野 池尻 いけじり ６４２８～６４３４，６４３６～６４５７，６４８６

睦沢 小松原 池田 いけだ ４７９６～４８０３，４８４０

陽皐 合原 井桁上 いげたうえ ２８３９～２８４０

睦沢 親田 井桁上 いげたうえ ６７７２～６９９７

陽皐 合原 井桁下 いげたした ２７５３

陽皐 入野 井桁下 いげたした ３８６３～３８６９

睦沢 親田 井桁下 いげたした ５６３４～５６３７

陽皐 入野 井桁下細洞 いげたしたほそぼら３８７０～３８７２

陽皐 吉岡 井桁端 いげたばた

陽皐 合原 池ノ上 いけのうえ １８１５～１８２２
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陽皐 北又 池ノ沢 いけのさわ １１４５～１１６４

睦沢 阿知原 池ノ下 いけのした ２８９６～２９００

睦沢 粒良脇 池ノ田 いけのた ８３９～８４０

睦沢 粒良脇 池ノ洞 いけのほら ２２４ノ１～２８

睦沢 小松原 石ヶ坪 いしがつぼ ４９８３～４９８５，４９８７～４９９１

睦沢 山田河内 石行 いしぎょう
９４５３～９４６１，９４６３～９４６４，９４６６～９４６７，９４６９，９４
７１，９４７４～９４７７，９５６０～９５６１

睦沢 粒良脇 石コカシ いしこかし ２０８２～２０８６，２０８８，２０９７，２０９９，２１００

陽皐 鎮西 井下 いした ５０８１

陽皐 入野 井下 いした ４０９８，４１０２～４１０３

睦沢 山田河内 井下 いした ８５０９～８５１２，８５１５～８５１７，９３５２

陽皐 新井 井下 いした

陽皐 仁王関 石たつま郷敷沢いしたつまごうしきざわ５９９０

陽皐 鎮西 イシタツマ下 いしたつました ５９９０

睦沢 山田河内 石橋 いしはし ７３４９～８３５３

陽皐 合原 石橋 いしばし ２６２１～２６２２

陽皐 合原 石橋 いしばし ３１９４，３１９６～３１９８，３２０４～３２０６，３２１１～３２３７

睦沢 親田 石原 いしはら ７５０８，７５１０～７５１３

睦沢 小松原 石原田 いしはらだ ４５２５

睦沢 阿知原 石原田 いしはらだ ２８２９～２８３４

睦沢 粒良脇 石仏 いしぼとけ ２２２３

睦沢 小松原 石仏 いしぼとけ ４３８５

陽皐 合原 石仏 いしぼとけ ２９９４～２９９６，３００６～３０１１

睦沢 阿知原 石仏 いしぼとけ ３４９１，４０１０～４０１２，４３２３

睦沢 粒良脇 石仏 いしぼとけ ７９３～８１３，１１４９～１１５７

睦沢 山田河内 石仏 いしぼとけ
９０２５～９０７６，９０８３～９０９３，９０９８～９１０１，９１０３～９１
１７，９１２０～９１３３

睦沢 山田河内 石仏 いしぼとけ
９１４１，９１４３～９１５０，９１５２～９１７２，９１７４～９１７７，９１
８１～９２１６，９２４２，９８２０～９８２２

睦沢 粒良脇 石仏横道 いしぼとけよこみち２２２１

睦沢 親田 石休戸 いしやすみど ７１８０～７１８３，７１８７～７１８９，７２０２

陽皐 鎮西 石休土 いしやすみど

睦沢 親田 泉 いずみ ５５５３

睦沢 阿知原 泉洞 いずみほら 2561

陽皐 合原 泉屋敷 いずみやしき ２８８７～２８９１，２９０５～２９１０

陽皐 吉岡 和泉屋屋敷 いずみややしき

睦沢 粒良脇 以寿元 いずもと １８３３

睦沢 粒良脇 伊勢垣外 いせがいと ７２～７４

陽皐 吉岡 伊勢治田 いせじだ ７２５１

陽皐 吉岡 伊勢屋畑 いせやはた ７２８６～７２８７

陽皐 新井 伊曽屋 いそや ５６５９

陽皐 鎮西 板取洞 いたとりぼら ４９２４～４９３３

睦沢 小松原 板ノスワ いたのすわ ５００３～５００４，５０１１～５０１４，５０１９

陽皐 鎮西 一ノ洞 いちのほら ４７５７～４７６４

睦沢 親田 一バ いちば ５９６２
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睦沢 山田河内 市場 いちば ９５０５，９５０８～９５１０

睦沢 粒良脇 市道 いちみち
１５６，１５９～１６５，１６９～１７０，１７４～１７５，１７８～１８４，１
９４～２１２，２２０

睦沢 粒良脇 市道 いちみち？ ２４８６，　２４９０

陽皐 仁王関 壱里塚 いちりづか ６１４３

睦沢 阿知原 壱貫目 いっかんめ ２９９８～３００２，３００６～３０１０

陽皐 新井 一杯清水 いっぱいしみず ５８７９

陽皐 新井 一パイ清水 いっぱいしみず ５７９１～５７９３

睦沢 粒良脇 一本松 いっぽんまつ ２５１１，２５１４～２５１９

睦沢 阿知原 壱本松 いっぽんまつ ４１１０～４１１７，４１２８，４１３０，４１４５

睦沢 小松原 一本松 いっぽんまつ ４３３４～４３３５

睦沢 親田 一本松 いっぽんまつ ７１５９～７１７７

睦沢 粒良脇 一本松本洞 いっぽんまつほんぼら２５０４～２５１０

睦沢 粒良脇 一本松又洞 いっぽんまつまたほら２５０３

陽皐 仁王関 井戸 いどいり ６０７４

睦沢 大久保 井戸入 いどいり １００９８，１０１００～１０１０３

睦沢 粒良脇 井戸入 いどいり １７６４～１７６６

睦沢 粒良脇 井戸入 いどいり １８５０～１８５９

陽皐 鎮西 井戸入 いどいり
４６９３，４６９９～４７００，４７０５～４７０７，４７０９，４７２５～４７
２９，４７３１～４７４３，４８２１，４８２３～４８３０４８３２～４８３３，
４８３６～４８４８，４８５６，４８５４～４８６４

睦沢 小松原 井戸入 いどいり ５２９７～５３０１

陽皐 合原 井戸上 いどうえ ２４５９～２４６１

睦沢 親田 井戸沢 いどざわ ７１１９～７１３４，７１４４～７１４６

睦沢 阿知原 井戸尻 いどじり ３７２７，３７９２～３７９８

陽皐 北又 井戸尻 いどじり ５６２～５６６，８３２～８３４，８３７～８３８，８９３

陽皐 仁王関 井戸尻 いどじり ６２７８～６２７９

陽皐 菅野 井戸なぎ いどなぎ ６８４７～６８４９

睦沢 阿知原 井戸端 いどばた ３１１６～３１１７

睦沢 小松原 井戸洞 いどほら ５２１０～５２１２，５２１５～５２２９

睦沢 粒良脇 井戸洞 いどぼら １６２２，１６３０，１６５１～１６５２

睦沢 小松原 井戸本 いどもと

陽皐 鎮西 イナバ いなば ４６２３

陽皐 鎮西 イナバ いなば ４９８９

陽皐 鎮西 稲葉 いなば ５００２

睦沢 山田河内 稲葉 いなば ９７２８

睦沢 大久保 イナバ いなば １０１６９～１０１７３，１０１７８～１０１７９

陽皐 合原 イナバ いなば １７４７，２１６６～２１６８

睦沢 阿知原 イナバ いなば ２７３７～２７３８

陽皐 合原 稲葉 いなば ３１８０～３１８２

陽皐 仁王関 稲場 いなば ６２２０～６２２３

睦沢 親田 イナバ いなば ６６５０～６６５１

陽皐 入野 稲葉 いなば

睦沢 粒良脇 稲葉尻 いなばじり ８３１，８３４，８３６～８３８，８４１～８４３，１１４１～１１４２
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睦沢 小松原 稲葉林 いなばばやし ４３９３

睦沢 粒良脇 稲葉洞 いなばほら ８４４～８４９，８５２～８７２，９０４

睦沢 親田 稲葉洞 いなばぼら ７５５６

睦沢 粒良脇 稲葉洞又洞 いなばほらまたほら８５０～８５１

睦沢 粒良脇 稲荷林 いなりばやし ５６４～５６５

睦沢 粒良脇 稲荷山 いなりやま ４２

睦沢 山田河内 稲荷山 いなりやま ８５０１～８５０８

陽皐 入野 イネナギ いねなぎ ３７５５～３７５８

陽皐 吉岡 井ノ上 いのうえ ７１７７

陽皐 合原 井ノ上 いのうえ ２７５４～２７５５

陽皐 鎮西 井ノ上 いのうえ ４９８６～４９８７

睦沢 小松原 井ノ上 いのうえ ５０７８，５０９４～５１０１，５１０６，５１１３

睦沢 山田河内 井ノ上 いのうえ ８０２９～８０３０

睦沢 大久保 井上 いのうえ ９９５９～９９６０

睦沢 小松原 井ノ口 いのくち
５０４６～５０５１，５０５３，５０６９～５０７１，５０７９～５０８４，５１
５１～５１５２

睦沢 大久保 井ノ下 いのした １００５０～１００５３

睦沢 小松原 井下 いのした ５０１５，５０１８，５０８６～５０９２

陽皐 仁王関 井ノ下 いのした ６０７１～６０７３，６０７５

睦沢 粒良脇 井ノ尻 いのじり ５１２～５１９

睦沢 粒良脇 亥ノ新田 いのしんでん １０３９～１０４０，１０５８～１０６０

睦沢 小松原 井端 いばた

睦沢 親田 井端後 いばたうら ６２４９～６２５０

睦沢 小松原 井端田 いばただ ４５１２

陽皐 仁王関 井巾？ いはば ６０７８

陽皐 合原 井免 いめん ２３１３～２３１８

陽皐 新井 芋垣外 いもがいと ５５３９～５５４１

陽皐 新井 芋久保 いもくぼ ５５９８

陽皐 鎮西 芋田 いもだ ４６０５

睦沢 小松原 芋掘洞 いもぼりほら ４４１１

睦沢 小松原 居屋敷 いやしき

睦沢 阿知原 入 いり ３３４３～３３４６

睦沢 粒良脇 入ノ砥石 いりのといし １６１１，　１６６２

陽皐 入野 入野原 いりのはら
４２９１～４２９５，４２９７～４３０１，４３１１～４３１４，４３２７～４３
３６，４３４２～４３４９，４３５１～４３５８，４３６０，４３６２～４３９
８，４４０１～４４１６，４４１８～４４１９

陽皐 入野 入の原 いりのはら ４４２２～４４２３，４４２５～４４３１

睦沢 粒良脇 入ノ洞 いりのほら １８～３０，３６～３９

陽皐 入野 入野山 いりのやま
４２３４～４２３５，４２４８，４２５１～４２５２，４２５６～４２６５，４２
６７，４２７０～４２７４

陽皐 合原 岩合 いわあい ２３７２～２３７３

陽皐 鎮西 岩頭 いわがしら

睦沢 小松原 岩下 いわした ４３６６

睦沢 粒良脇 岩下 いわした １９５４，　１９７０，１９７２

睦沢 阿知原 岩下 いわした ３７３９～３７４５
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陽皐 合原 岩塚 いわつか ２３８７～２３９１

睦沢 山田河内 岩塚 いわつか ８５１８～８５２０，８７０８，９３５０～９３５１，９３５３～９３５４

睦沢 小松原 岩幕 いわまく ５２８６

陽皐 菅野 岩本 いわもと ６８３０

陽皐 仁王関 隠居 いんきょ ６２６２

睦沢 大久保 隠居 いんきょ １０１４７

睦沢 大久保 インキョ林 いんきょうばやし １０１０９

睦沢 山田河内 隠手 いんで ８６２４

睦沢 山田河内 インデ いんで ８５８７～８５９０，８５９２～８５９５，８６２２

陽皐 合原 インデン いんでん ２８２１～２８２４

睦沢 親田 ウエ うえ ７４２０

陽皐 合原 上 うえ １８２５～１８２６

陽皐 新井 上井上 うえいかみ ５７６９，５７７１～５７７２，５７７３ロ,５８８４～５８８５

陽皐 鎮西 上井神ヒラ うえいかみひら

睦沢 親田 上大ハシ うえおおはし ６７４２

陽皐 鎮西 上カイト うえがいと ４９８８

陽皐 新井 上神ヒラ うえかみひら ５８６５～５８６６，５８７０

睦沢 小松原 上ツルネ うえつるね ５０４０～５０４５，５０５２

睦沢 親田 上ノ後 うえのあと

陽皐 入野 上ノ垣外 うえのかいと ４１８０～４１８５，４３１５～４３２３，４３２５

睦沢 粒良脇 上ノ畑 うえのはた １３４８～１３４９

陽皐 入野 上野原 うえのはら
３２４９～３３１２，３３１４，３３１６～３３２６，３３２８～３３３３，３３
３９～３３５１，３３５３～３３６６，３３７３～３３７６，３３８３～３３９
６，３３９９～３４２７

陽皐 入野 上野原 うえのはら
３４３０～３４３１，３４３５，３４３８，３４５３，３４５５，３４６０～３４６
３，３４６８～３４７０，３４９０～３４９３，３５００～３５０９，３５１２～
３５１３，３５１８～３５２１，３５２４～３５５０，３５５２～３５７７

陽皐 入野 上野原田代林 うえのはらたしろばやし３５５０ノ１

陽皐 菅野 上野平 うえのひら ６３０９～６３１０，６３１５～６３８７，６４９４～６４９５

陽皐 菅野 上野平山 うえのひらやま ６３１１～６３１４

陽皐 鎮西 魚留 うおどめ ４９１０～４９１３

陽皐 合原 魚ノ腸 うおのわた ２３７５～２３８６

睦沢 小松原 ウガイバ うがいば ５０１０

睦沢 小松原 ウガフチ うがふち ４７９２～４７９３

睦沢 小松原 鵜ヶ淵 うがふち ４８５４～４８５６

睦沢 親田 鴬巣 うぐす ５５９５～５５９７，５５９９～５６１９

睦沢 親田 兎腰 うさぎこし ５５８５～５５８７

陽皐 入野 牛ヶ爪矢平 うしがつめやだいら３８６２

陽皐 入野 ウシクビ うしくび ３７７９

睦沢 粒良脇 牛首 うしくび １９７３～１９７４，１９７７，１９８６～１９８７

睦沢 親田 牛首 うしくび ５５７７～５５７８

陽皐 入野 ウシロ うしろ ３９６３

陽皐 鎮西 ウシロ うしろ ４６２２

睦沢 親田 ウシロ うしろ ７４５０～７４５１

陽皐 新井 後 うしろ？ ５６６２
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陽皐 入野 後沢 うしろさわ ３８２１～３８４７

陽皐 入野 後沢 うしろさわ ３８７７～３８８０

睦沢 親田 後沢 うしろざわ ６５９６，６５９９，６６３１～６６３２

陽皐 入野 後沢ホウゲ うしろさわほうげ ３８４８

陽皐 北又 後田 うしろだ １２１８

陽皐 新井 後田 うしろだ ５４６５

陽皐 吉岡 後田 うしろだ ７２１２

睦沢 粒良脇 後田 うしろだ １０９～１３５，１４０

睦沢 小松原 後畑 うしろばた ４７３０～４７３２，４７３６

睦沢 小松原 後畑 うしろばた？

睦沢 小松原 後林 うしろばやし ４４０４

睦沢 小松原 後洞 うしろぼら ４７２６

睦沢 山田河内 後洞 うしろぼら？ ９８２３～９８２４，９８２９，９８３３～９８３５，９８４１

陽皐 北又 臼井ヶ洞 うすいがほら １４１８～１４２９

陽皐 入野 うすこや うすこや ４０２４

陽皐 入野 臼小屋 うすごや ３９１５

陽皐 北又 ウソダ うそだ １３７４～１３７９，１４０１

睦沢 阿知原 内垣外 うちがいと ３２８６

陽皐 新井 内垣土 うちがいと ５３３７～５３３９

陽皐 新井 内垣外 うちがいと ５４３１～５４３６

睦沢 粒良脇 打越 うちこし １４２２，１４２４，１４２８，１４３０～１４３３，１４３６，１４３８～１４４１

睦沢 粒良脇 打越入 うちこしいり １４９７

陽皐 吉岡 姥おどり うばおどり

陽皐 合原 姥ヶ懐 うばがふところ ３０６７

陽皐 合原 姥ヶ懐 うばがふところ １８５０～１８５３

陽皐 北又 ウバ田 うばた ７６６～７６７

陽皐 仁王関 姥母洞子 うばどうし ６１９９～６２０６

陽皐 菅野 姥通山 うばどうしやま

陽皐 菅野 姥通 うばどおし ６６７８～６７２３

睦沢 親田 産土蔓根 うぶすなつるね ５４８５～５４８７

睦沢 親田 馬喰田 うまくいだ ６２５１

陽皐 新井 馬坂 うまさか ５５１０～５５１１

陽皐 吉岡 馬出 うまだし

睦沢 小松原 馬ノ穴 うまのあな ４３５３～４３５５，４４１２～４４１５

陽皐 合原 馬ノ頭 うまのかしら ２７４９～２７５２

陽皐 合原 馬走久保 うまはしりくぼ ３０９７ロ，３１０２～３１１０，３１１６ノ４～３１１６ヘ？

陽皐 北又 馬走り場 うまはしりば

陽皐 北又 梅ヶ窪 うめがくぼ １４３０～１４４４，１５０４～１５１８

陽皐 北又 楳ヶ窪 うめがくぼ １４３６～１４３７

陽皐 鎮西 梅ヶ久保 うめがくぼ
４９７９～４９８０，５００５～５００６，５０１０～５０１１，５０１４～５０
１７，５０１９，５０２１～５０３０

睦沢 粒良脇 梅ヶ久保 うめがくぼ ６７７～６８５

陽皐 鎮西 梅ヶ窪 うめがくぼ

睦沢 粒良脇 梅ヶ久保上ノ切うめがくぼうえのきり６９２～６９４
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睦沢 粒良脇 梅ヶ久保口 うめがくぼくち ６６６～６７４

睦沢 粒良脇 梅ヶ久保中ノ切うめがくぼなかのきり６９０～６９１

睦沢 阿知原 梅ヶ坪 うめがつぼ ３０３３，３０４４，３０５１～３０５３

睦沢 粒良脇 梅田垣外 うめだがいと １３５３

陽皐 入野 うらなし うらなし

陽皐 吉岡 売屋 うりや ７１９７

陽皐 合原 賣屋前 うりやまえ ２２９９～２３０４

陽皐 合原 賣屋前田 うりやまえだ ２２９５～２２９８

陽皐 入野 うるしノ木 うるしのき ３７０９～３７１４

陽皐 入野 漆ノ木 うるしのき ３７１９～３７２２，３７２４～３７２５

睦沢 粒良脇 ウルシボラ うるしぼら ２４３５

睦沢 粒良脇 ウルシ洞 うるしぼら ２４３６

陽皐 新井 上井上山口 うわいかみやまぐち５８６８ロ

睦沢 阿知原 上前田 うわまえだ ３０７３～３０７６

睦沢 粒良脇 ヱゲ えげ １０１，１４３～１４５

陽皐 入野 エゲ えげ
４０９８，４１０２～４１０３４１１４～４１２２，４１２６～４１２９，４１３
２～４１３３，４２１０～４２２４

陽皐 入野 ゑげの平かんば山えげのひらかんばやま４２２５

睦沢 親田 枝洞 えだぼら ６４９０～６４９２

陽皐 新井 江戸屋 えどや ５６２４

睦沢 粒良脇 榎垣外 えのきがいと ４７２

陽皐 吉岡 榎下 えのきした ７１７９

睦沢 小松原 榎平 えのきだいら ４４６３～４４６８

睦沢 粒良脇 エノ下 えのした ２２７８

睦沢 粒良脇 エノシリ えのしり ２２７３～２２７５，２２８２

睦沢 阿知原 エンコダ えんこだ ３７４９

陽皐 吉岡 円通軒 えんつうのき？

陽皐 合原 老ヶ洞 おいがほら １５８６～１５９２

睦沢 親田 追分 おいわけ ７００６～７００７

睦沢 親田 追分上 おいわけかみ ７０２５～７０２８

睦沢 粒良脇 扇平 おうぎだいら？ ２３４１

陽皐 合原 大井戸 おおいど １７７１，　１７７７

陽皐 北又 大井戸 おおいど ５１１～５１４，５８０～５８５

睦沢 阿知原 大入 おおいり
２５３８～２５４１，２５４６～２５４７，２５５８～２５６０，２９１９～２９
５６

陽皐 菅野 大入 おおいり ６５１２～６５３１，６５３４～６５４７

睦沢 山田河内 大入 おおいり ８３６１，８３６８，８３６９，８３７６，８３７９，８３８３，８３９０～８３９９

睦沢 親田 大開土 おおかいど ６６９５

陽皐 新井 大開土 おおがいと ５２０９

睦沢 親田 大釜久保 おおかまくぼ ６８１４～６８１８，６８２１～６８２５

睦沢 親田 大釜窪 おおかまくぼ ６８１９～６８２０

睦沢 阿知原 扇平 おおぎだいら 2649～2650

陽皐 鎮西 扇平 おおぎひら ４９１４～４９２０

睦沢 粒良脇 大首畑 おおくびばた ２４３６

陽皐 鎮西 大久保 おおくぼ ５９１７
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陽皐 北又 大窪坂 おおくぼざか １３１１，　１３１３

陽皐 新井 大久保道上 おおくぼみちうえ ５８２４

睦沢 粒良脇 大後 おおご ２２１７

睦沢 粒良脇 大後入 おおごいり ２１８１，　２１８７

睦沢 粒良脇 大後入洞 おおごいりほら ２１９４

睦沢 粒良脇 大後入洞前田 おおごいりほらまえだ２１９５

睦沢 粒良脇 大後垣外 おおごがいと ２２１２～２２１６

睦沢 粒良脇 大後下 おおごした ２２２７

睦沢 粒良脇 大後田 おおごだ ９２９～９３３，１００３～１００８

睦沢 粒良脇 大後原 おおごはら １８８６，２０８８～２０９５，２１４８

睦沢 粒良脇 大後前田 おおごまえだ ２１９６～２２１１

睦沢 山田河内 大崎 おおさき ８０２７

睦沢 粒良脇 大サキ おおさき ２０４９，　２０７０

睦沢 粒良脇 大崎 おおさき ２０６６，２０６９，２０７１，２０７３～２０７４，２０７６～２０７８？

睦沢 小松原 大皿田 おおさらだ ４３２８，４３３２，４３６２～４３６３

睦沢 阿知原 大沢 おおさわ ３１０２～３１０３，３１２０

睦沢 小松原 大芝 おおしば ４９３９

睦沢 粒良脇 大砂場 おおすなば ２０３１

睦沢 粒良脇 大砂山 おおすなやま １８６～１９２

陽皐 仁王関 王関神社 おおぜきじんじゃ ６２３７

陽皐 入野 大勢町 おおせまち ４０５３

睦沢 大久保 大瀬町 おおせまち １００３１～１００３２

睦沢 粒良脇 大膳町 おおぜまち １８００

睦沢 小松原 大瀬町 おおぜまち

睦沢 親田 大田 おおた ６２０１

睦沢 親田 大田 おおた ７３８０，　７４４６

睦沢 大久保 大平 おおだいら？ １０２３５

睦沢 小松原 大平 おおだいら？ ５０７２～５０７７，５０９３～５１２９

睦沢 山田河内 大平 おおだいら？ ８３１６～８３４５，８４７１～８４７３，８４７５～８４８８，９７６９～９７７１

睦沢 山田河内 大平 おおだいら？ ９７９８～９７９９

睦沢 大久保 太田ブチ おおたぶち ９８６３～９８６５，９８６７，９８６９，９８７１

睦沢 大久保 大辻畑 おおつじはた ９９４４

睦沢 粒良脇 大ツル子 おおつるね ２０３６

陽皐 吉岡 大手 おおて

陽皐 吉岡 大手裏 おおてうら ７１６４～７１６８，７１８０～７１８１，７２０５

陽皐 入野 大ナギ オオナギ ３８７３

陽皐 入野 大那木 おおなぎ ３８８２～３８８５

睦沢 山田河内 大西久保 おおにしくぼ ９６５５～９６６０，９６６２，９６６５～９６６６

睦沢 山田河内 大西保 おおにしほ

睦沢 粒良脇 大荷場 おおにば １９３７～１９４１，１９５７～１９６９，１９７１

睦沢 粒良脇 大荷場 おおにば １９９４～１９９８？

睦沢 阿知原 大荷バ おおにば ３７７６～３７８６

陽皐 新井 大沼 おおぬま ５４５２～５４５３，５４５８～５４６４
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睦沢 山田河内 大沼 おおぬま ９２９９～９３０１

睦沢 親田 大根 おおね ５６２７～５６３２

睦沢 山田河内 大根 おおね？ ８３１３～８３１４，８４００～８４２０，８５２９～８５３１，８６４３～８６４４

陽皐 仁王関 大野 おおの ６１３５

睦沢 阿知原 大才神 おおのかみ ４１０１

睦沢 阿知原 大才ノ神 おおのかみ ４０５１～４０５６，４０７６～４０９４，４１００

睦沢 小松原 大ノ久保 おおのくぼ ５３０２～５３０４

睦沢 親田 大ハシ おおはし ６７４３～６７４４，６９２５～６９３１，６９３６～６９３７，７３９０

睦沢 親田 大橋 おおはし ７２２１～７２２５

睦沢 親田 大畑 おおばた ６６８５

陽皐 合原 大畑 おおばた １７６９～１７７０

睦沢 粒良脇 大畑 おおばた ２４３１～２４３２

睦沢 粒良脇 大畑 おおばた ４６４～４６５

陽皐 北又 大畑 おおばた ５９５～６０１，６０５～６０８，６１１～６１８

陽皐 鎮西 大畑下 おおばたした ５９２１～５９２３

陽皐 入野 大林 おおばやし ４３６１

睦沢 粒良脇 大林 おおばやし １２６２～１２６５

睦沢 山田河内 大林 おおばやし ８９５２～８９５６

睦沢 粒良脇 大林ノ上 おおばやしのうえ １３０２

陽皐 北又 大原 おおはら
１０５～１２２，６０２～６０４，６０９～６１０，６１９～６５５，６６３～
６６４，６６６

陽皐 合原 大原 おおはら ３０５３～３０６６，３０６８～３０７２

睦沢 阿知原 大原 おおはら ３３６４～３３７０，３３７３～３３９３，３３９６～３４２６，３４３１～３４９０

睦沢 阿知原 大原 おおはら ４００１～４００７

陽皐 入野 大原 おおはら ４１３９～４１４３

陽皐 北又 大原洞 おおはらぼら ６８５

睦沢 粒良脇 大日カゲ おおひかげ ２０６３

睦沢 粒良脇 大日陰 おおひかげ
２０３７～２０４１，２０４３～２０４８，２０５０～２０５６，２０５９～２０
６１，２０６５～２０６８

睦沢 粒良脇 大平 おおひら １１７２～１１７５

睦沢 粒良脇 大平 おおびら ４０５

睦沢 粒良脇 大平 おおびら １８８１

睦沢 阿知原 大平 おおひら？ ３７３６～３７３８，３７７９～３７８８

陽皐 仁王関 大平山 おおひらやま ６０４６～６０６６

陽皐 合原 大房 おおふさ ２５４７～２５４９，２５６０～２５６４，２５８０，２５８９，２６０６～２６１０

睦沢 大久保 大ブチ上 おおぶちうえ ９８８２，　９８８５

睦沢 大久保 大ブチ平 おおぶちひら ９８７０，９８７９～９８８０

睦沢 大久保 大ブチ おおぶちひら ９８７５，９８７８，　９８８１，９８８３

睦沢 粒良脇 大洞 おおぼら １２６６～１２６９，１３０３

睦沢 粒良脇 大洞 おおぼら ２３８０，２３８５～２３８７，２３８９，２３９１～２３９２，２４０９

睦沢 阿知原 大洞 おおぼら 2562～2576,2905～2918

陽皐 合原 大洞 おおぼら ２７７３，２７７６～２７８５，２７９２

陽皐 入野 大洞 おおぼら ３６３０～３６６２，３６６６～３６７１，３６７３～３６７５，３７０５～３７０８
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睦沢 小松原 大洞 おおぼら
５１７９，５１８４～５１８５，５２０９，５２１３，５２３０，５２３２～５２４
７，５２５１，５２５５，５２５８～５２６２，５２６４～５２６６，５２７３～
５２８５，５２８７

陽皐 新井 大洞 おおぼら ５７２１～５７２８

陽皐 新井 大洞入口 おおぼらいりぐち ５６７４～５６７５

陽皐 新井 大洞入口上 おおぼらいりぐちうえ５６７６

陽皐 入野 大洞田？ おおぼらだ ３６８８～３６９０，３６９２～３６９７

睦沢 粒良脇 大洞茶畑 おおぼらちゃばた ２３８４

睦沢 粒良脇 大洞上リ戸 おおぼらのぼりと ２４１６

睦沢 粒良脇 大洞花立 おおぼらはなたて ２３９３～２３９４

睦沢 山田河内 大牧 おおまき
８４５０～８４６１イ，８４６２～８４６３，８４６９，８４９８～８４９９，８
６０２

睦沢 山田河内 大槇 おおまき ８４６１ロ

睦沢 大久保 大廻 おおまわり １００６３，１００６６～１００６７

陽皐 鎮西 大廻り おおまわり ４８０１，４８３４～４８３５

睦沢 粒良脇 大道下 おおみちした ２３５５

陽皐 合原 大道端 おおみちばた ３０３８

陽皐 合原 大道端 おおみちばた ２３２６～２３３２

睦沢 粒良脇 大道端 おおみちばた

睦沢 粒良脇 大向 おおむかい ２１６３～２１６４，２１６６～２１７５，２１７７

睦沢 粒良脇 大向家ノ上 おおむかいいえのうえ２１６５

睦沢 粒良脇 大向新田 おおむかいしんでん２１５０

陽皐 鎮西 大麦田 おおむぎた ４５８９～４６０３，５０３１

睦沢 粒良脇 大麦田 おおむぎだ ４７８～４７９，４８４～５０５

陽皐 鎮西 大麦田 おおむぎだ

睦沢 粒良脇 大麦田下ノ切 おおむぎたしものきり５０６

陽皐 仁王関 大屋 おおや ６２５２

陽皐 鎮西 大山田神社 おおやまだじんじゃ

睦沢 親田 岡田 おかだ ７５８１

陽皐 吉岡 ヲカネ田 おかねだ ７３１５～７３１６

陽皐 吉岡 おかめ床 おかめどこ

睦沢 粒良脇 岡本 おかもと １６２３

睦沢 親田 ヲカモト おかもと ６２３３

陽皐 合原 沖 おき ２６２３～２６２７，２６２９～２６３３

陽皐 仁王関 沖 おき ６１６３～６１６６，６１７９～６１８２

睦沢 粒良脇 沖 おき ６２５～６２９

睦沢 親田 沖 おき ６８５１～６８６１，６８６７～６８８０，６８８８～６８８９，６８９１～６８９４

陽皐 北又 沖川端 おきかわた ２７７

睦沢 粒良脇 沖田 おきた ５９０

陽皐 北又 沖田 おきた ２４６～２４７，２６９～２７４

睦沢 粒良脇 沖中田 おきなかだ ５８８～５８９，５９５～５９６

睦沢 粒良脇 沖ノ田 おきのた ５７９～５８７

睦沢 阿知原 奥デ おくで ４０９６

睦沢 粒良脇 奥ノ山 おくのやま １１３８～１１４０

睦沢 親田 桶屋畑 おけやばた ６６６８
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睦沢 親田 桶屋前田 おけやまえだ ６３８４～６３８６

陽皐 新井 ヲコリ石 おこりいし ５２１２～５２２５

睦沢 親田 ヲシダシ おしだし ５９７２～５９７４

陽皐 入野 押場 おしば ３４６７

睦沢 大久保 押場 おしば １０２００～１０２０１

陽皐 入野 ヲシバ おしば ３５２２～

睦沢 親田 ヲシ洞 おしぼら ５９９９～６０００

陽皐 合原 御滝場 おたきば ３１３７，　３１８６

陽皐 鎮西 ヲチ おち
４６４７～４６４８，４６５２～４６５４，４６５９～４６６０，４６６４～４６
６５，４６６９

睦沢 大久保 落 おち ９９８３～９９８９

睦沢 粒良脇 落ノ久保 おちのくぼ １２７９～１２８４，１２８６～１２９０

睦沢 親田 音治畑 おとじばた ６３７９

睦沢 親田 踊場 おどりば
６０８６ｚ＾６０８８，６１０３，６１０５～６１０６，６１０８，６１１０，６１１
２～６１２１，６１７１～６１７４

陽皐 北又 ヲドリ場 おどりば ９６６イ，　９６７

睦沢 大久保 ヲニガアシアト おにがあしあと ９８６６，　９８６９８

睦沢 粒良脇 ヲニガアト おにがあと ２３６９

睦沢 親田 ヲニシ洞 おにしぼら ６００１～６００４

陽皐 北又 尾ノ花 おのはな １３９１～１３９９，１４５８～１４７１，１４７３～１４７５

睦沢 粒良脇 伯母ヶ懐 おばがふところ １５０２～１５０３，１５７４

睦沢 山田河内 帯ノ倉 おびのくら ８９１１，８９１２，８９１６～８９１９，８９２３

陽皐 吉岡 おびのくら おびのくら

陽皐 吉岡 おびのくら おびのくら

睦沢 親田 御冨士山 おふじやま ６２９６～６２９８，６３５０

睦沢 阿知原 御前垣外 おまえがいと ３０９３，３２９５～３２９７

睦沢 大久保 オマエノイワ おまえのいわ

睦沢 親田 尾光寺 おみつでら ７３７８～７３７９

睦沢 親田 尾光寺後 おみつでらあと ７３７７

睦沢 山田河内 親田沢 おやださわ ８９３２～８９３９，８９４２～８９５０

睦沢 親田 親田畑 おやだばた ７４１７，７４２４～７４２６

陽皐 菅野 折草山 おりくさやま ６５３２～６５３３，６５５０～６５５２

陽皐 入野 御岳 おんたけ？

睦沢 親田 カイツケ かいつけ ６２５７～６２５８，６２６６～６２６７

陽皐 北又 垣外 かいと ２６２

陽皐 北又 垣外 かいと ９４９

睦沢 粒良脇 垣外 かいと １３６５

陽皐 入野 垣外 かいと ３７４２

陽皐 入野 垣外 かいと ４３０９

睦沢 小松原 垣外 かいと ４５７２

陽皐 仁王関 垣外 かいと ６１０５

睦沢 大久保 垣外 かいと １０２４３

陽皐 合原 垣外 かいと １７４２～１７４３

陽皐 合原 垣外 かいと ２２６８～２２６９
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陽皐 入野 垣外 かいと
３９６０～３９６１，３９８７～３９８８，４０３８，４０５４～４０５５，４０
５７，４０６４，４０６７，４０７６～４０７７，４０８２，４０８４，４０８７

陽皐 鎮西 カイト かいと
４６２６～４６２７，４６３７，４６４２～４６４６，４６４９～４６５０，４６
５５～４６５８，４６６１～４６６２，４６７７～４６７９

陽皐 鎮西 カイト かいと ５０１２，　５０１８，５０２０

睦沢 親田 垣外 かいと
５４０８～５４０９，５４１５，５５４０，５５４２，５８４５，５８６３，５８８
５，５９６４～５９６７，５９８４

睦沢 親田 垣外 かいと
６１９７，６２３４，６２４４～６２４６，６２５５，６２５７，６２７６，６４０
０，６４１４，６４５６，６４６２～６４６３，６４６９，６６１５，６６１７，６
６２０～６６２４，６６４８

睦沢 親田 カイト かいと ６２５９，６２８１～６２８２，６３７３，６３９１

睦沢 親田 垣外 かいと
６６８９～６６９１，６６９７，６７８５，６７９９，６８８５，６９１８～６９２
０，６９３４，７２０９，７２１３，７２１５，７２１７，７２７５，７３２６，７３
２８，７３５８

睦沢 親田 垣外 かいと ７４３２，　７４４８

睦沢 山田河内 垣外 かいと
８７０６～８７０７，８７１７～８７１９，８７２４，８７７０～８７７２，８８
９３～８８９７，８９６７～８９７１

睦沢 山田河内 垣外 かいと
８９８２，９２９０～９２９３，９３２０，９４２６，９４２８，９７１４～９７１
６，９７２９～９７３４，９８１２

睦沢 大久保 カイト かいと ９９５３～９９５４，９９５６

陽皐 入野 開土 がいと ４３０５，　４３１０

睦沢 粒良脇 垣外下 かいとした １３５４

陽皐 合原 垣外尻 かいとじり １６１９

陽皐 入野 垣外尻 かいとじり ３６９９，　３９１５

睦沢 粒良脇 垣外田 かいとだ ２３５，２５６～２７４

陽皐 新井 カイト田 かいとだ ５５４９～５５５４

睦沢 親田 垣外田 かいとだ ６８９６～６９０１，６９１２～６９１５

睦沢 小松原 垣外田 かいとだ

睦沢 小松原 垣外田尻 かいとたじり

睦沢 粒良脇 垣外畑 かいとばた １３５５

睦沢 粒良脇 垣外畑 かいとばた １４２７，１４２９，　１４３４

睦沢 親田 カイバナ かいばな ７５３６，　７５４２

陽皐 入野 カエト かえと
４０７３，４１８１，４１８３，４１４４，４１４６～４１４８，４１９３～４１９
６，４２００～４２０５

陽皐 入野 カヘト かえと？ ３９７６

陽皐 北又 嘉右衛門畑 かえもんばた ６６５～６７４

睦沢 阿知原 かヽ多が洞 かかたがほら ２６５５～２６６０，２６６３～２６６６

睦沢 阿知原 かヽ多洞 かかたぼら ２６５３～２６５４

睦沢 粒良脇 カガリバ かがりば ２４９５～２５０２

陽皐 鎮西 カキカケ かきかけ ５９８４

睦沢 粒良脇 カギカケ かぎかけ １９９５～２００８

陽皐 入野 垣土 かきど ４０７９～４０８１

睦沢 阿知原 柿の木原 かきのきはら

睦沢 親田 柿木洞 かきのきぼら ６１５４，　６１６１

睦沢 粒良脇 柿木畑 かきはた ２３３６

睦沢 大久保 カケ口 かけぐち １０２３１

陽皐 合原 欠田 かけだ ２５０３～２５２１，２５２８～２５３０

陽皐 鎮西 風穴 かざあな
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陽皐 合原 河西山隆興寺 かさいさんりゅうこうじ

陽皐 仁王関 風越 かざごし ６１４４～６１４７

睦沢 粒良脇 風槙 かざまき １３５０

睦沢 阿知原 傘松 かさまつ ３２４９～３２５０

陽皐 北又 風原 かざら ３０７

陽皐 北又 カザラ かざら １１３４～１１３５

睦沢 親田 カミ？カシ かし？ ５８４３

陽皐 新井 加シ垣外 かしがいと ５４９６～５５００

陽皐 新井 カシ垣外 かしがいと ５５０２～５５０７，５５１２～５５２９，５５４３～５５４４，５５５６～５５６１

陽皐 合原 鍛冶垣外 かじがいと ２０９５

陽皐 新井 梶垣外 かじがいと ５５３０

睦沢 粒良脇 鍛冶ヶ古田 かじがふった １５４０，１５５４，１５５６～１５５８，１５６３～１５６７

睦沢 阿知原 カジ田 かじた ２９０２～２９０４

陽皐 鎮西 カシホ畑 かしほばた ５９８５

陽皐 吉岡 鍛冶屋 かじや ７２２１

陽皐 仁王関 鍛冶屋 かじや ６１３８～６１４０

陽皐 新井 鍛冶屋垣外 かじやがいと ５５０１，５５０８～５５０９

陽皐 合原 鍛冶屋敷 かじやしき ２１３８

陽皐 合原 カジヤシキ かじやしき ２１０９～２１１８

陽皐 仁王関 鍛冶屋田 かじやだ ６１３６

陽皐 菅野 鍛冶屋田 かじやだ ６４７７～６４８５

陽皐 北又 鍛冶屋ノ下 かじやのした ８０１～８０２，８０８～８１４

睦沢 粒良脇 鍛冶屋畑 かじやはた ３４，　４７

睦沢 粒良脇 鍛冶屋畑上 かじやばたうえ ４１

睦沢 親田 鍛冶屋畑 かじやばたうえ ６４０９～６４１１

睦沢 親田 鍛冶屋前田 かじやまえだ ７４４０，７４４５，７４５７～７４５９

陽皐 鎮西 柏木洞？ かしわぎぼら ４５８０～４８５３

睦沢 親田 ガタラ石 がたらいし ６９９８～７００５

陽皐 北又 格好山 かっこうやま １１７６～１１７７，１１８１～１１８９

睦沢 山田河内 カッコウ山 かっこうやま ８６５４，　８６８６

睦沢 山田河内 カッコ山 かっこやま

睦沢 粒良脇 桂川 かつらがわ １９５３

睦沢 粒良脇 カツラノワ かつらのわ １９５２

睦沢 大久保 角 かど １０１２６，１０１４５～１０１４６

睦沢 大久保 角畑 かどはた １０１１２，　１０１２４

睦沢 阿知原 角畑 かどばた

陽皐 吉岡 門屋 かどや ７１９８～７１９９

睦沢 親田 金沢 かなざわ ６４７７～６４８９

陽皐 新井 金山 かなやま ５４２２～５４２７，５４３０

睦沢 阿知原 金山 かなやま

陽皐 鎮西 金山 かなやま

陽皐 合原 金山畑 かなやまはた ２０９４

陽皐 北又 蟹田 かにだ ９４５,　９５３
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陽皐 北又 蟹田垣外 かにだがいと

陽皐 入野 蟹原 かにはら ３７７２～３７７３

陽皐 鎮西 カニ原 かにはら ５０３２～５０５２

睦沢 小松原 カネツキドウ かねつきどう ５１６６

陽皐 菅野 嘉平治田 かへいじだ ６５４８～６５５１

睦沢 小松原 カマ かま ４４０９

睦沢 親田 釜ヶ洞 かまがほら ７０１０

睦沢 親田 釜ヶ洞ノ内外屋岳かまがほらのうちそとやたけ７１４１

睦沢 山田河内 釜ヶ洞ノ内日陰山かまがほらのうちひかげやま７６０１

睦沢 親田 釜ヶ洞ノ内日陰山かまがほらのうちひかげやま７６１０

睦沢 親田 釜久保 かまくぼ ６８２６～６８４３

睦沢 親田 釜窪 かまくぼ

睦沢 親田 釜久保畑 かまくぼばた ６９３８～６９４７，６９５８～６９５９，７５９３

睦沢 大久保 カマノ平 かまのひら １０１８４

睦沢 粒良脇 賀美 かみ ４７１

睦沢 親田 カミ かみ ５４１７

陽皐 仁王関 賀美 かみ ６１０３

陽皐 菅野 賀美 かみ ６９１９

陽皐 吉岡 上 かみ ７１６９

睦沢 親田 上 カミ ７３６６

睦沢 阿知原 上新山 かみあらやま ２８０８，　２８２９

陽皐 仁王関 上壱貫目 かみいっかんめ ６１３３～６１３４，６１６７～６１６９

睦沢 粒良脇 神送場 かみおくりば １２５３，１２５７～１２６１，１４５２

陽皐 鎮西 上河原 かみかわら

陽皐 吉岡 上川原 かみかわら？ ７０４３～７０５９

陽皐 菅野 上佐々木 かみささき ６８３５

陽皐 鎮西 神田 かみた ４６０６

陽皐 北又 神田 かみた ３６１～３６２

陽皐 鎮西 上ノクロソネ カミノクロソネ ５９８１

陽皐 北又 神ノ田 かみのた １０６８

陽皐 菅野 上日影田 かみひかげだ ６４８７～６４９３

陽皐 入野 カミヤ かみや ４０６５

睦沢 親田 カミヤ かみや ６２７７，６２８５～６２８７，６２９１～６２９２

睦沢 山田河内 上谷 かみや ９４９９～９５０４，９５０６，９５１３～９５４５，９５４９，９５５２，９５５６

陽皐 吉岡 亀屋 かめや ７１４０

睦沢 山田河内 唐沢 からさわ
８１２７，８１７９～８１８９，８１９２～８１９３，８１９５，８１９７～８２
０９，８２１４～８２２０

睦沢 山田河内 唐沢 からさわ ８２２３～８２２７，８２２９～８２３８，８２４９

睦沢 粒良脇 烏久保 からすくぼ ６９９～７０３，７０８～７１３，７１８～７５２

陽皐 合原 刈山 かりやま １７４４

睦沢 粒良脇 刈山 かりやま ２１８３

睦沢 小松原 狩山 かりやま ４３９９

陽皐 入野 カリ山 かりやま ４２３０～４２３３，４２３６～４２３８

陽皐 仁王関 刈山 かりやま ６２５４～６２５５，６２６１
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睦沢 親田 刈山 かりやま ７２５８～７２５９

睦沢 粒良脇 加龍 かりゅう
８２１～８２６，８７３，８７５～８７６，８７８～８７９，８９６～８９８，９
３８，９５２～９５６，１０２９，１１０４～１１０７，１１２２，１１２４～１
１３１，１１３６

睦沢 小松原 加龍？ かりゅう？ ５１９０～５１９２，５１９４～５２０４

睦沢 親田 加流 かりゅう？ ６５０４～６５１５，６５３５，６５４１～６５４６

睦沢 山田河内 か里う かりゅう？ ９０７７～９０８０，９１０２，９１３４～９１４０，９１４２

睦沢 山田河内 カリウ かりゅう？

睦沢 粒良脇 加龍入 かりゅういり ９３５，１００９～１０１２

睦沢 粒良脇 加龍入又洞 かりゅういりまたぼら１０００～１００１

睦沢 粒良脇 加龍奥ノ山 かりゅうおくのやま８７４，　１１３７

睦沢 粒良脇 賀龍サラ田 かりゅうさらだ １１１８～１１２１，１１２３

睦沢 小松原 川うそ洞 かわうそぼら ４８８１～４９０７，４９１９～４９３２，４９３７

陽皐 合原 川久保 かわくぼ １６９９～１７０６

陽皐 菅野 川久保 かわくぼ ６９２９～６９３０，６９４８

陽皐 吉岡 川久保 かわくぼ ６９２９～６９４８

陽皐 鎮西 川子石 かわごいし ４５３１～４５５９，４５６２～４５６３，４５６５

睦沢 阿知原 川のと かわのど ３２６１～３２６３

睦沢 阿知原 川ノド かわのど
３５９８～３６００，３６０２ノ１，３６０３～３６０７，３６１２～３６１５，
３６１７～３６４３

睦沢 阿知原 川のど かわのど
３６４４～３６５８，３６６４，３６７０～３６８１，３７２８～３７２９，３７
３３，３７３５

陽皐 入野 川端 かわばた ４０７１

睦沢 山田河内 河端 かわばた ７７９１

陽皐 合原 川端 かわばた ２８８２～２８８６，２９１４～２９１８，３１９５

陽皐 北又 川端 かわばた ４６９，９０３，　９０５

陽皐 北又 川端 かわばた ７８２，８０６～８０７

睦沢 小松原 河原 かわはら ４９１０

睦沢 大久保 川原 かわはら １０００６～１０００７

陽皐 鎮西 川原 かわはら ４５６７，４５６９～４５７０

睦沢 小松原 川原 かわはら
４６５２～４６５６，４６６７～４６６８，４７２１，４７２８，４７３４～４７
３５，４８５８～４８７７，４９０８～４９０９

睦沢 山田河内 河原 かわはら ７７６５，７７６８，７７８５，７８６３～７８６７，８７７４～８７７５，８７８５

睦沢 山田河内 川原 かわはら
８８８５～８８８６，８９２０～８９２２，９３６４，９３７５～９３７９，９７
７３～９７７４

睦沢 山田河内 川原中 かわはらなか ９７６８

陽皐 合原 河向 かわむこう ２３１９～２３２２

陽皐 合原 川原 かわら ２２０３～２２１４，２２７４

陽皐 合原 河原 かわら ２８６１～２８６２，２８６８～２８７０

陽皐 合原 川原 かわら ２８６５～２８６６

陽皐 鎮西 川原 かわら ５０６７～５０８０

陽皐 新井 川原 かわら
５１２０～５１２４，５１２８～５１８３，５１９３～５１９５，５２５７～５２
６５，５２９２～５３０４，５４８２～５４８８イ，５４８９～５４９４

陽皐 新井 川原 かわら

睦沢 親田 川原沢 かわらさわ ７５０１，７５０３～７５０６

睦沢 親田 川原沢 かわらざわ ７３３３

陽皐 合原 川原田 かわらだ ２４８５～２４９７，２８４５～２８４９，２８５１
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睦沢 親田 川原田 かわらだ ５９４９，５９５４～５９５６

睦沢 粒良脇 川原田 かわらだ ５９７～６２４，６３０～６４４，１３１０～１３１１，１３１５

陽皐 入野 源左垣外 がんざかいと ３６７９～３６８７，３６９１，３７３１ロ

睦沢 粒良脇 がんど洞 がんどぼら １８５

睦沢 粒良脇 厂土洞 がんどぼら ２５１２，２５２０～２５２３

陽皐 吉岡 観音畑 かんのんばた

睦沢 親田 観音原 かんのんばら ５４５０～５４６２？

睦沢 親田 観音原外 かんのんばらそと ５５７９～５５８４

睦沢 親田 カンオン洞 かんのんぼら ５３５６～５３５７

陽皐 鎮西 カンバ山 かんばやま ４８７０

陽皐 仁王関 勘平山 かんべいやま ６１０１

陽皐 合原 雉子垣外 きじがいと １９２２～１９２９，１９３７～１９５１

陽皐 鎮西 木地屋敷 きじやしき ４８７７～４８８７

陽皐 鎮西 木地や屋敷 きじややしき

睦沢 粒良脇 北浦 きたうら ２０９８，２１０２，２１０９～２１１９，２１２１，２１２９，２１３２～２１３６

睦沢 粒良脇 北ウラ きたうら ２１０１，２１０３～２１０８，２１２０，２１３０～２１３１

陽皐 菅野 北垣外 きたがいと ６８６１

睦沢 大久保 北沢 きたざわ １００５８～１００６２

睦沢 親田 北ノ上 きたのうえ ６９７１～６９７２，６６１８～６６１９

睦沢 大久保 北ノハシ きたのはし
１００３３～１００３７，１００３９～１００４２，１００４７～１００４９，１
００５３～１００５７

陽皐 吉岡 北畑 きたばた ７１９０，　７１９２

陽皐 入野 北原 きたはら ３３６９，　３９５４

睦沢 親田 北原 きたはら ６１９９～６２００

陽皐 入野 北原ノナギ きたはらのなぎ ３３６１，３３６８，３３７０～３３７２，３４４５～３４４６

陽皐 入野 北原明神平 きたはらみょうじんひら３４４７

陽皐 吉岡 北半場 きたはんば ７２９０，７２９４～７３００，７３０４～７３１４，７３１９～７３２１

陽皐 仁王関 北洞 きたぼら ６２６５，６２７２，６２８０～６２８１

睦沢 親田 北前田 きたまえだ ６６０３～６６１３，６６２８～６６３０

陽皐 合原 吉兵エ作 きちべえづくり ２０４６～２０４８

睦沢 阿知原 狐穴 きつねあな 2648

陽皐 吉岡 きつね田 きつねだ

睦沢 粒良脇 狐塚 きつねづか ３４０～３５１，４１１～４１９

睦沢 山田河内 狐塚 きつねづか ８７０４，８８１０～８８１１，８８４６～８８５２

陽皐 鎮西 狐平 きつねひら ５８５７～５８６０

陽皐 仁王関 狐山 きつねやま ６０６７～６０７０

睦沢 小松原 キツン場 きつんば ５２４８

睦沢 親田 木戸 きど ５１１５～５１１９，５８４２

睦沢 阿知原 木戸口 きどぐち ３９４０

陽皐 新井 木戸口 きどぐち ５２８５～５２９０

陽皐 仁王関 木戸口 きどぐち ６１７２～６１７４

陽皐 合原 木戸口 きどぐち

陽皐 入野 木戸口 きどぐち

睦沢 親田 木下 きのした ６４０１
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睦沢 粒良脇 木免 きめん ５３６～５４２

睦沢 粒良脇 喜屋田久保 きやたくぼ １１７７～１２３９

陽皐 入野 久助屋敷 きゅうすけやしき ４１０１

睦沢 親田 経塚 きょうづか ６３８０～６３８３

睦沢 粒良脇 行人田 ぎょうにんだ ３５３～３５４

睦沢 山田河内 京野 きょうの ９４０９～９４１０

睦沢 山田河内 京ノ塚 きょうのつか ９４１６～９４２０

睦沢 山田河内 京ノ平 きょうのひら ９４１３～９４１５

陽皐 鎮西 キヨツカ きよつか ４６５１

陽皐 鎮西 キヨツカ きよつか ４９９０～４９９３

陽皐 北又 桐ヶ洞 きりがほら １３８９～１３９０

睦沢 小松原 桐ヶ洞 きりがほら ４６２５，　４６４７

睦沢 粒良脇 桐ノ洞 きりのほら ２５１３

陽皐 新井 桐目 きりめ ５４２８～５４２９

陽皐 新井 キリ目 きりめ ５４３７～５４４０

陽皐 入野 桐山 きりやま ３５８８～３５８９

陽皐 鎮西 切山 きりやま ４５１５，　４６１４

睦沢 親田 金左垣外 きんざがいと ６１８８～６１８９

陽皐 北又 九十刈 くじゅうかり １７５～１８２

睦沢 親田 久四郎畑 くしろうばた ５８２７～５８３０

陽皐 北又 崩石 くずれいわ １５１９～１５２５

睦沢 親田 クダリ くだり ５９７８

睦沢 山田河内 下リ くだり ７７６２

睦沢 小松原 下リカイト くだりかいと ４３８８～４３８９

陽皐 入野 沓掛洞 くつかけぼら ３８６１

睦沢 親田 グテドヤ ぐてどや ５６７８～５７４２，５７４５～５７６１

睦沢 親田 グテドヤ ぐてどや ６９６６～６９７１

睦沢 親田 グテ林 ぐてばやし ７５０９

陽皐 合原 クネノ内 くねのうち ３０８１～３０８４，３０８６

睦沢 親田 クネノ内 くねのうち ６６７１～６６７６

睦沢 阿知原 クネノソト くねのそと ３９４７，　３９５０

睦沢 阿知原 クネノソト くねのそと ４２４９～４２５３

睦沢 阿知原 具袮ノ外 ぐねのそと

睦沢 親田 クネ林 くねばやし ７１４９～７１５８

睦沢 粒良脇 首手代 くびてがり １７２８～１７２９，１７３１，１７５５～１７５６，１７５９～１７６３

睦沢 粒良脇 首手代リ上 くびてがりうえ

陽皐 北又 クブシノ木 くぶしのき ６８～６９，６４～１０４，１２６～１３４，１３６～１３９

睦沢 粒良脇 久保 くぼ ２４１７

睦沢 阿知原 久保 くぼ ３５１５，３５２８～３５３２，３５３４～３５４５

睦沢 阿知原 久保 くぼ ４０１３～４０２５

陽皐 新井 久保 くぼ ５５５５，５５６２～５５６９

睦沢 粒良脇 久保澤 くぼさわ ４４９～４５４

睦沢 粒良脇 久保沢 くぼざわ ４６７，４６９，５０９～５１１
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睦沢 粒良脇 久保沢上ノ切 くぼさわうえのきり５５２

陽皐 北又 久保田 くぼた ４０３

睦沢 阿知原 久保田 くぼた ３０９８

陽皐 鎮西 久保田 くぼた ５０１３

睦沢 粒良脇 久保田 くぼた １１６１～１１７１

陽皐 北又 窪田 くぼた １５６１～１５６２，１５７２～１５８２

陽皐 合原 久保田 くぼた ２０７４～２０９０

陽皐 合原 久保田 くぼた ２１６１～２１６５

陽皐 北又 窪田 くぼた ３９３～４０２，４０４～４０６，４０８～４１１，４２７～４４３

睦沢 阿知原 久保田 くぼた ４０２６～４０３０，４１０４～４１０６

睦沢 親田 久保田 くぼた ６０６２～６０６４，６６７０

睦沢 親田 久保田 くぼた ７４６７～７４７０，７４７５～７４７７，７５０２

睦沢 山田河内 久保田 くぼた ９２８０～９２８１，９２８３～９２８８，９５４６～９５４８，９５５０～９５５１

睦沢 山田河内 久保田峠 くぼたとうげ ９１１８

睦沢 山田河内 久保田峠 くぼたとうげ ９７４３

睦沢 粒良脇 久保畑 くぼばた ２３４５

睦沢 粒良脇 久保畑 くぼばた ２４１８，　２４２４

陽皐 吉岡 熊吉畑 くまきちばた ７１９５～７１９６

陽皐 北又 熊田 くまだ ８００，８０３～８０５

睦沢 山田河内 供養松 くようまつ ８００３，　８００６

陽皐 入野 くらがり くらがり

睦沢 親田 倉長洞 くらながほら ７１８５～７１８６，７２９９

陽皐 菅野 鞍ノ畦 くらのあぜ ６４９６～６５０２

睦沢 阿知原 蔵ノ角 くらのかど ３１７３

陽皐 北又 蔵ノ本 くらのもと ９２４～９２７，９３０

陽皐 合原 蔵屋敷 くらやしき ３１３９～３１４０

陽皐 鎮西 蔵屋敷 くらやしき

陽皐 菅野 栗下 くりした ６６０９～６６１５，６６２０

睦沢 小松原 クリノ木ダツマ くりのきだつま ５２８８～５２８９

陽皐 新井 栗の沢 くりのさわ ５７３５～５７４１，５７４５～５７４８，５７５３～５７５７

陽皐 新井 クリノ沢 くりのさわ ５７６８～５７２０ロ

陽皐 新井 栗の沢水源 くりのさわすいげん５７４２～５７４４

陽皐 新井 くりの沢日かげ くりのさわひかげ ５７４９～５７５２

陽皐 新井 栗の沢日水源？くりのさわひすいげん

陽皐 新井 栗の沢日向 くりのさわひなた ５７３４～５７３６

睦沢 小松原 栗林 くりばやし ４９３２～４９３６

陽皐 北又 九龍 くりゅう
１０８４～１０８５，１０８７～１１１１，１１２３～１１２５，１３０８～１３
０９，１３２０～１３２３

睦沢 粒良脇 栗生入 くりゅういり ４１０

睦沢 粒良脇 栗生入ノ田 くりゅういりのた ３６０

睦沢 粒良脇 栗生大平 くりゅうおおびら ４０６

睦沢 粒良脇 栗生山興福寺 くりゅうざんこうふくじ

睦沢 粒良脇 栗生下切 くりゅうしたのきり ３３４～３３６

睦沢 粒良脇 栗生田 くりゅうだ ３５５～３５８
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睦沢 粒良脇 栗生辻 くりゅうつじ ２８８

睦沢 粒良脇 栗生中ノ切 くりゅうなかのきり ３３７～３３９

陽皐 入野 栗生原 くりゅうばら
３９７９，３９８１～３９８５，２９８９～４００５，４００７，４０２８～４０
３３，４１０４～４１０５

陽皐 鎮西 車地 くるまじ ４６２０

睦沢 阿知原 くるみが平 くるみがひら？ ２７３１

睦沢 親田 クルミ田 くるみだ ７４９６

睦沢 親田 クレノタ くれのた
５９９４，６０２０，６０９６，６１０１～６１０２，６１４０～６１４１，６１４
４～６１４８

睦沢 親田 呉ノ田 くれのた
６００５～６０１７，６０４３～６０５９，６０８２～６０８４，６０８９～６０
９３，６０９８～６１００

睦沢 親田 黒石 くろいし ６５４７～６５５３

陽皐 北又 黒岩 くろいわ １２７５～１２８２，１３１０

陽皐 鎮西 黒曽根 くろそね

陽皐 入野 黒藪 くろやぶ ４００８～４０２３，４０２５，４０３０

陽皐 入野 黒藪 くろやぶ

睦沢 小松原 鍬洞 くわぼら ４３２４

睦沢 阿知原 月中樓 げっちゅうろう ３０６６，　３０９１

睦沢 小松原 毛寺 けでら ４７６７～４７７１

睦沢 阿知原 ケヤキアンバ けやきあんば ３７４７～３７４８

陽皐 入野 源右エ門林 げんえもんばやし ４１０８～４１０９

陽皐 入野 源右エ門林西 げんえもんばやしにし４１１０～４１１３

陽皐 北又 源治畑 げんじばた １４１０，　１４１５

陽皐 北又 源氏端 げんじばた １４１６～１４１７，１５２６～１５３０

陽皐 合原 源四郎田 げんしろうだ ２９１１～２９１３

睦沢 山田河内 源助垣外 げんすけがいと ９５０７，　９５１１

陽皐 入野 源三垣外 げんぞうがいと ３７２９～３７３１ノ２？

陽皐 入野 源三垣外ヒラ げんぞうがいとひら

睦沢 親田 玄永屋敷 げんながやしき ７４４２～７４４４

睦沢 親田 源八 げんぱち ６５３０～６５３４，６５３６～６５４０

睦沢 粒良脇 源八畑 げんぱちばた ２４２８

陽皐 吉岡 小路（角屋） こうじ ７２００

陽皐 新井 こうしき こうしき ５５７０～５５７５，５５７９～５５８１，５５８６～５５８８

陽皐 新井 カウシキ こうしき ５６４１～５６５６

陽皐 鎮西 コウシキ こうしき
５９４１～５９４６，５９６２，５８６８ノ１，５９６９，５８７６ロ，５８７８
～５８８８，５８８６～５９１６，５９１８～５９２０

陽皐 新井 コウシキ こうしき ５９６５～５９６８

陽皐 新井 郷敷 ごうしき ５６０３～５６０９，５６３３～５６３８

陽皐 新井 合敷 ごうしき？

陽皐 新井 郷敷入口 ごうしきいりぐち ５８６７，５８７６イ，５８７２イ

陽皐 新井 郷敷沢 ごうしきざわ ５９９１～６０００

陽皐 仁王関 郷敷沢 ごうしきざわ ６０００～６０１７，６０２６～６０２７

陽皐 仁王関 郷敷沢コウ山 ごうしきざわこうざん６０３１～６０３５

陽皐 仁王関 郷敷沢下峠 ごうしきざわしたとうげ６０２８～６０２９

陽皐 仁王関 郷敷沢清水山 ごうしきざわしみずやま６０３６～６０４５
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陽皐 仁王関 郷敷沢ススキ山ごうしきざわすすきやま６０１８～６０２０

陽皐 仁王関 郷敷沢瀬場石 ごうしきざわせばいし６０２５

陽皐 仁王関 郷敷沢高峠 ごうしきざわたかとうげ６０２１，６０２３～６０２４

陽皐 仁王関 郷敷沢高山 ごうしきざわたかやま６０３０

陽皐 鎮西 コウシキ水源 こうしきすいげん ５９６９～５９７０

陽皐 仁王関 庚申畑 こうしんばた ６２４５～６２４９

睦沢 親田 庚申前 こうしんまえ ７３３２

陽皐 吉岡 庚申屋敷 こうしんやしき ７０３２～７０３３，７０９８

陽皐 合原 皇太神宮 こうたいじんぐう

陽皐 吉岡 郷ノ本 ごうのもと ７０１５～７０３１，７０３６～７０４２，７１３４

睦沢 親田 小馬木 こうまき ６３４４～６３４５

睦沢 親田 カウヤ こうや ６５９０

睦沢 小松原 五郎堀田 ごうらほった？ ４７８６

睦沢 粒良脇 小大原上リ戸 こおおはらあがりと

睦沢 粒良脇 ゴキ田 ごきだ １２４０～１２５２，１２５５

陽皐 合原 ゴキ田 ごきだ １８６０～１８６１

睦沢 親田 極楽 ごくらく ７００８

陽皐 鎮西 ココノ洞？ ここのほら ４９６１～４９６２

陽皐 北又 小柴 こしば １５４０～１５４１，１５４４～１５５０，１５５５～１５５９，１５６３～１５７１

陽皐 北又 小柴 こしば ３６４～３７３，３８３

陽皐 吉岡 腰堀 こしほり ７０６０～７０８２ロ，７１１３～７１１５

陽皐 入野 こしまえ こしまえ ３７２８

陽皐 仁王関 越前 こしまえ ６２５０～６２５１

睦沢 粒良脇 越前 こしまえ ７５６，７５７ロ～７６８

陽皐 北又 小十刈 こじゅうがり ７８３

睦沢 粒良脇 五十田 ごじゅうだ
９００～９０３，９０５～９０６，９５７～９６１，９４６～９５１、９６８～
９６９，９７１～９７６，９７８，９８２～９８５，９８７～９８９，９９１～９
９９

陽皐 北又 小十作 こじゅうづくり ３４０～３４２

睦沢 粒良脇 五十目 ごじゅうめ ３１９～３２２

睦沢 山田河内 五十目 ごじゅうめ ８５００，８５９６～９６０１，８６０５～８６２０

睦沢 粒良脇 五十目飛田 ごじゅうめとびた ３１８

睦沢 粒良脇 五十目長洞 ごじゅうめながぼら３２７

睦沢 粒良脇 五十目本洞 ごじゅうめほんぼら４０２～４０３

睦沢 粒良脇 小正婦 こしょうぶ ２１３８～２１４１，２１４５～２１４６

睦沢 粒良脇 小正ツル子 こしょうぶつるね？２１４３

睦沢 粒良脇 御所垣平 ごしょがきひら １５９４～１６０３

睦沢 親田 小新田 こしんでん ６０７４～６０７５

睦沢 親田 小新田 こしんでん ６４０２～６４０７

陽皐 吉岡 こずかい畑 こずかいばた

陽皐 合原 古畝 こせ ２８６７

睦沢 粒良脇 小大原 こだいばら ４８～５３，５５，５９～６５，６８

睦沢 粒良脇 小大原上り戸 こだいはらのぼりと５６

陽皐 新井 小平 こたいら ５６６３～５６６４，５６７１ロ,５６７３

陽皐 入野 小平 こだいら ３７３２～３７３６
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睦沢 阿知原 小高ノ巣 こだかのす ４２５８

睦沢 阿知原 小鷹ノ巣 こだかのす ４２５５～４２５６

睦沢 阿知原 コタカノス こだかのす ４２５７，４２５９～４２６４

睦沢 阿知原 小タカノス こだかのす

睦沢 阿知原 小高カノス こだかのす？ ４２５４

睦沢 粒良脇 小内場 こないば １３１９～１３２０，１３２８～１３４５，１４２５

睦沢 粒良脇 小内場無栗 こないばむくり １２７０

陽皐 北又 小西 こにし ２８３～２８４，２８６～２８７，２９１

睦沢 親田 ドニシキ ごにしき ６０７３

睦沢 阿知原 小原 こばら ３３４７～３３４８，３３５０，３３５２，３３５５，３３９４

睦沢 親田 小原 こはら？ ５６３３

睦沢 粒良脇 小日カゲ こひかげ ２１２２，２１２６～２１２７

睦沢 粒良脇 五百田 ごひゃくだ １０１３～１０１８

睦沢 粒良脇 五百田上 ごひゃくだうえ １０２８

睦沢 粒良脇 五百田下 ごひゃくだした ９４４～９４５

睦沢 阿知原 五百目 ごひゃくめ ２９９２～２９９７，３０５４～３０６２，３０７１～３０７２

睦沢 粒良脇 五百目 ごひゃくめ ５４８ノ１

陽皐 仁王関 五百目 ごひゃくめ ６２８２～６２８４

睦沢 小松原 小洞 こぼら ４９７３～４９７７

睦沢 粒良脇 五本木 ごほんぎ ２４０８

陽皐 合原 ゴマ畑 ごまばた １７６８

陽皐 入野 小丸根クリウ原こまるねくりゅうばら４０２６～４０２７

睦沢 小松原 小屋ヶ洞 こやがほら ５２０５，　５２５６

睦沢 粒良脇 子安上 こやすうえ ２８５～２８６

睦沢 粒良脇 子安下 こやすした ２７８

睦沢 粒良脇 子安山 こやすやま ２８２

睦沢 粒良脇 子安橫 こやすよこ ２８３

睦沢 阿知原 小屋ノ上 こやのうえ ３０６５

睦沢 阿知原 小屋ノ上 こやのうえ ３２０４

睦沢 山田河内 五六橋 ごろくばし ８６２６～８６３５

睦沢 粒良脇 コロビツルネ ころびつるね ７５７イ，７６９

陽皐 合原 権現平 ごんげんひら ２２２５，２２３１～２２３４，２２４１，２２４６～２２６６

陽皐 合原 権現前 ごんげんまえ ２２４２～２２５０，２２６７，２２７０

陽皐 合原 コンツキ ごんつき ２７９９

陽皐 菅野 権七田 ごんひちだ？ ６７４８～６７４０

陽皐 入野 金比羅下 こんぴらした ３７８７

陽皐 北又 コンヤ石 こんやいし ２８１～２８２

陽皐 新井 紺屋開土 こんやがいと ５８０８

睦沢 親田 紺屋垣外 こんやがいと ６５９１～６５９５，６５９８～６６０２，６６０１ロ～６６１６

陽皐 吉岡 紺屋畑 こんやばた

陽皐 吉岡 紺屋屋敷 こんややしき

陽皐 新井 サイカチ さいかち ５３１９～５３３４

睦沢 山田河内 さいこ さいこ ９００３
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睦沢 阿知原 才ノ神 さいのかみ ４０９５

睦沢 小松原 才ノ神 さいのかみ ４３２５，４３７５～４３７７

陽皐 吉岡 才ノ紙？ さいのかみ ７２３４～７２４０

睦沢 山田河内 才ノ神 さいのかみ ７７４７，７７５２，７７５４～７７５５，７７７０，７７７３～７７７５

睦沢 山田河内 才之神 さいのかみ ８１９０，８４３０～８４４３，８４４５～８４４７

陽皐 菅野 才ノ神 さいのかみ

睦沢 小松原 左ヱ門四郎洞 さえもんしろうぼら５３１５

睦沢 山田河内 坂 さか ８９２４～８９２５

陽皐 北又 堺松 さかいまつ １３５６

陽皐 新井 坂頭 さかがしら ５２７０～５２７３

陽皐 鎮西 坂塩沢 さかしおざわ ４７６５～４８０１，４８０５～４８０６，４８１０～４８１８

睦沢 小松原 サカシ畑 さかしはた ４７４７

睦沢 小松原 サガシ畑 さがしばた ４３８７

睦沢 親田 坂巣 さかす ６５１６～６５２１，６５２３～６５２５

睦沢 親田 坂巣 さかす

陽皐 北又 坂之田 さかのた ２８８

睦沢 粒良脇 坂本 さかもと １５８

陽皐 吉岡 酒屋 さかや

陽皐 新井 佐かや さがや ５６３９～５６４０

陽皐 合原 坂 さかり ３０４１

陽皐 合原 サカリ さかり １７４８～１７４９，１７５１～１７５４

睦沢 大久保 サガリ さがり １０１５２，　１０１５７

陽皐 入野 サガリ さがり ３７７７～３７７８，３９３３～３９３６，３９６６～３９７０

陽皐 吉岡 下リ さがり ６９８３～６９８４

睦沢 小松原 下り垣外 さがりがいと？

睦沢 大久保 サガリ畑 さがりはた ９９９４～９９９７

睦沢 小松原 サカン林 さかんばやし ４４０７～４４０８

睦沢 阿知原 﨑木林 さきぎばやし？

睦沢 阿知原 さき坂 さきざか ２７１１～２７１２，２７１６～２７３０，２７３２～２７３６

睦沢 阿知原 さき坂 さぎさか ２７３２

睦沢 山田河内 柘榴垣外 ざくろがいと ８８３８

陽皐 菅野 佐々木 ささき ６８５７

陽皐 合原 笹下 ささした １７０７～１７１３

睦沢 親田 座頭足 ざとうあし ５７６２～５７６３

陽皐 菅野 佐野 さの ６８２２

陽皐 吉岡 さぶらい屋敷 さぶらいやしき

睦沢 阿知原 サブリ さぶり ３１４５～３１６５，３１７４～３２０５，３２２５～３２４６

睦沢 粒良脇 猿田 さるだ
１６５３～１６５４，１６７６，１６９４，１６９８，１７０１～１７０７，１７０
９，１７４７

睦沢 粒良脇 サル田 さるだ １６８６～１６８７、１６９３，１６９５～１６９７，１６９９～１７００

睦沢 粒良脇 猿田上ノ切 さるだうえのきり １６８１～１６８２

睦沢 粒良脇 猿田下ノ切 さるだしものきり １６８８～１６９２

睦沢 粒良脇 猿田峠 さるだとうげ １７１０，１７１２～１７１３

睦沢 粒良脇 猿田中ノ切 さるだなかのきり １６８３～１６８５
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陽皐 入野 沢 さわ ３７００～３７０４

陽皐 吉岡 澤 さわ ６９８９，６９９１～７００７，７１０９，７１３７～７１３９，７１６１～７１６３

睦沢 山田河内 沢 さわ
９３６３，９３６５～９３７４，９３８９～９３９０，９４００～９４０２，９４
０４，９４０７～９４０８

陽皐 鎮西 沢入 さわいり ５９８３

睦沢 山田河内 沢尻 さわじり ８９３１

陽皐 北又 沢尻 さわじり １１７８～１１８０，１１９５～１２０４，１２４５

睦沢 粒良脇 澤尻 さわじり １５７１～１５７３，１５７９～１５８３

睦沢 粒良脇 沢尻 さわじり １７４８～１７５４，１７５７～１７５８

睦沢 阿知原 沢尻 さわじり ２７３８～２７４７，２７５４～２７５７，３１２１～３１２８，３１３９～３１４０

陽皐 鎮西 沢尻 さわじり ４５０６～４５１４，４５１６

睦沢 親田 沢尻 さわじり ７５６６～７５６８

睦沢 大久保 沢尻 さわじり ９９１４，９９２０～９９２３，９９２６

睦沢 阿知原 沢端 さわばた ２５７７，２８８３～２８８５，２９０１

睦沢 阿知原 沢畑 さわばた 2577ノ3

睦沢 小松原 三右エ門畑 さんえもんばた

陽皐 吉岡 三喜畑 さんきばた ７１８２～７１８９，７１９４

陽皐 合原 三十刈 さんじゅうがり ２００５～２００７

陽皐 合原 三十刈 さんじゅうがり ２６３７～２６３９，２７１３～２７１６

睦沢 阿知原 三十刈 さんじゅうがり ２９７８～２９８５

陽皐 北又 三十刈 さんじゅうがり ３３８～３３９

睦沢 小松原 三十刈 さんじゅうがり ４８０６～４８０９

陽皐 新井 三十刈 さんじゅうがり ５５３７～５５３８

陽皐 仁王関 三十刈 さんじゅうがり ６１７６～６１７８，６２７４～６２７５

睦沢 阿知原 サンデノ上 さんでのうえ ３３１３ロ，３３１６，３３１９

睦沢 阿知原 ザントウバ ざんとうば ３８０４

睦沢 小松原 三本松 さんぼんまつ ４６５１

睦沢 大久保 三本松 さんぼんまつ ９８８９～９８９１

陽皐 菅野 ジェー田 じぇえだ

陽皐 北又 四角田 しかくだ ３１６～３１７

陽皐 合原 敷神 しきがみ ２１０２～２１０３

睦沢 大久保 ジクテ じくて １００６４～１００６５

睦沢 山田河内 獅子岩 ししいわ ８９４０～８９４１，９０８１～９０８２

陽皐 鎮西 ジシャドリ じしゃどり ５９８９

陽皐 北又 四十刈 しじゅうかり １９７～１９８，３８７，４５２～４６０

睦沢 親田 四十カリ しじゅうかり ７５３２～７５３３

睦沢 粒良脇 四十刈 しじゅうがり １７４９，１７７９～１７８４

陽皐 合原 四十刈 しじゅうがり １９８３～１９８８，１９９１～２００４

陽皐 合原 四十刈 しじゅうがり ２８５２～２８５６，２８９３～２８９６，２９５５～２９５８

睦沢 阿知原 四十刈 しじゅうがり ３０２９～３０３２，３０３５，３０４５

睦沢 小松原 四十刈 しじゅうがり ４９７８～４９８１

陽皐 仁王関 四十刈 しじゅうがり ６１０８～６１３３

陽皐 菅野 四十刈 しじゅうがり ６７３７～６７４７

睦沢 粒良脇 四十替 しじゅうがわり １７２３～１７２６，１７３０～１７４６
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陽皐 入野 地蔵垣外 じぞうがいと ４０７４，４１７０～４１７２，４１７５～４１７８

陽皐 北又 下 した １０６３～１０６７

陽皐 合原 下 した １７９１～１７９６

陽皐 北又 下出 したで ３２０～３２２

睦沢 親田 下手 したで ６９０２～６９１０

陽皐 合原 下西 したにし ２７６４

睦沢 阿知原 下ノ田 したのた ３１４１，３１４３～３１４４

睦沢 粒良脇 下ノトイシ したのといし？ １６８０

陽皐 仁王関 七百目 しちひゃくめ ６２１２～６２１５

陽皐 仁王関 七兵衛田 しちべいだ ６２５６～６２５８，６２６０，６２６３～６２６４，６２６６

陽皐 仁王関 七兵衛田 しちべえだ

睦沢 小松原 七郎左衛門畑 しちろうざえもんばた

睦沢 小松原 シデノ木洞 しでのきほら ５１０４～５１０７

陽皐 北又 柴呉 しばくれ １～３５，５７～５８，７７～７８

睦沢 親田 芝立 しばたて ７３００

睦沢 親田 芝立下 しばたてした ７２９７～７２９８

陽皐 吉岡 志摩殿井 しばとのい

睦沢 小松原 芝ノ沢 しばのさわ ５０００～５００２，５００５，５０１７，５０２０，５０２２，５０２５

睦沢 小松原 芝ノ沢 しばのさわ ５０２７～５０３９，５０８５，５１０２～５１０３

陽皐 合原 四本木 しほんぎ １７７９～１７８０

陽皐 北又 島 しま １２７３～１２７４

睦沢 阿知原 島ノ田 しまのた ４２３２～４２４４，４２８５

睦沢 粒良脇 清水 しみず １６０９～１６１０

陽皐 鎮西 清水 しみず ５０５３～５０６６

陽皐 新井 清水 しみず ５５７６～５５７８

睦沢 山田河内 清水沢 しみずさわ ７６５８，７６６３～７６６４，７５６６～７６７２

睦沢 山田河内 清水下 しみずした ８７８６，　８７８９

睦沢 小松原 清水尻 しみずじり ４６６６

陽皐 北又 清水田 しみずだ ３４７～３５３

陽皐 北又 清水端 しみずばた １５６０

睦沢 粒良脇 清水畑 しみずばた １～９

陽皐 北又 清水畑 しみずばた ３８８～３９２

睦沢 小松原 清水洞 しみずほら ５３０５～５３０７

睦沢 大久保 清水洞 しみずぼら １００６８～１００６９，１００７１，１００９７，１０１５９

睦沢 山田河内 清水洞 しみずぼら ８９２９～８９３０

睦沢 粒良脇 志茂 しも １７

陽皐 新井 志茂 しも ５５９４

陽皐 仁王関 枝茂 しも ６２７１

陽皐 菅野 志茂 しも ６８１１

陽皐 吉岡 下 しも ７２８５

睦沢 大久保 下モ しも １０１５４

睦沢 親田 下 しも？ ６９２３，　７４３６

睦沢 阿知原 下新山 しもあらやま ２７９５～２８０５
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陽皐 仁王関 下一貫目 しもいっかんめ ６２１６～６２１９

睦沢 親田 下大ハシ しもおおはし ６９２１

陽皐 入野 下垣外 しもがいと ４１７３～４１７４

睦沢 小松原 下垣外 しもがいと ４７７５～４７７７，４７７９

陽皐 菅野 下垣外 しもがいと ６７６７～６７７３，６７７５イ～６７７７，６８０８～６８１０，６８１２

陽皐 菅野 下垣外 しもがいと
６８１３～６８２１，６８２３～６８２６，６８３８～６８２９，６８３１～６８
３４，６８３６

陽皐 北又 下蟹田 しもかにだ ９５０

陽皐 北又 下蟹田 しもかにだ ３６３，３７４～３８２，３８４

陽皐 新井 下川原 しもがわら ５２０５～５３１７

陽皐 菅野 下川原 しもがわら ６６２１～６６３３

陽皐 鎮西 下河原 しもがわら

睦沢 大久保 下北沢 しもきたざわ １０１５８～１０１５９

陽皐 菅野 下菅野田 しもすげのだ ６５６７

睦沢 大久保 下田 しもだ １００８，１００１６～１００２５，１００２７～１００２８

陽皐 北又 下田 しもだ １０１５～１０１８，１０２１～１０３７，１０３９～１０４８，１５３１～１５３５

陽皐 北又 下田ノ入 しもだのいり １４０８～１４０９

睦沢 大久保 下出 しもで １０１４４

睦沢 親田 下ノ後 しものあと ７４１２

睦沢 親田 下沖 しものおき ６８４４～６８４８，６８４ノ２？

睦沢 親田 下ノ上 しものかみ ５４４７

陽皐 鎮西 下ノクロソネ しものくろそね ５９８０

陽皐 合原 下ノ沢 しものさわ ２２１９～２２２４，２２２６～２２２８

陽皐 合原 下ノ沢 しものさわ ２４４９，２４８３～２４８４

睦沢 山田河内 下モ畑 しもばた ８７８１～８７８４

睦沢 山田河内 下原 しもはら ７９１０

睦沢 阿知原 下原 しもはら ３５００～３５１４，３５８３

睦沢 阿知原 下原 しもはら
３８０６～３８０８，３８１４～３８１５，３８１９，３８３１～３８３２，３８
６３～３８６５

睦沢 阿知原 下火沢 しもひざわ ４１５９～４１６２，４３１３～４３２２

睦沢 親田 下前田 しもまえだ ７４３９

睦沢 親田 下前田 しもまえだ ５３９２～５４０２

睦沢 山田河内 下向田 しもむかいだ ８８５３～８８５６，８８５８，８８７０～８８７６，８８７８

陽皐 菅野 下向島 しもむこうじま ６６６４～６６７６，６７２６～６７２９

陽皐 入野 志茂屋 しもや ３７４１

睦沢 親田 下矢サキ しもやさき ７５５８，７５６４～７５６５

睦沢 山田河内 下藪 しもやぶ ８９５７，８９５９～８９６０

睦沢 山田河内 下モ山 しもやま ８６９１～９６９３，８６９５

陽皐 鎮西 社宮神 しゃぐうじ ４６７０～４６７３

陽皐 北又 社久地 しゃくじ １００４～１００８，１０６９～１０７０

睦沢 大久保 シャクシ前 しゃくしまえ １００２６

陽皐 鎮西 志ゃぐじ前 しゃぐじまえ ４６７４,　４６８２

睦沢 山田河内 社久地 しゃぐち ９４２９～９４３０，９４３２～９４３３，９７４７～９７４９，９６９５～９６９８

睦沢 大久保 社久地前 しゃくちまえ １００２９～１００３０
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睦沢 親田 芍薬畑 しゃくやくはた ７２４９～７２５０

睦沢 粒良脇 蛇歯見 じゃばみ ３６１～３６３，４０７～４０９

睦沢 粒良脇 十王上 じゅうおううえ ２４４

睦沢 粒良脇 十王畑 じゅうおうはた ２４０７

睦沢 粒良脇 十王前 じゅうおうまえ ２４７，　４７３

陽皐 北又 十八束 じゅうはちそく ２３５～２３６

睦沢 阿知原 重郎原 じゅうろうばら
2638～2640，2761～2762，2766～2794，2821，
2843，2846，2851，2854～2855

睦沢 阿知原 十郎原 じゅうろうばら ２７１３～２７１５

陽皐 鎮西 シャウクラ しょうくら ５９８７

睦沢 小松原 極楽山松源寺 しょうげんじ

陽皐 鎮西 正堅固 しょうけんだ？ ４８０２～４８０４，４８０７～４８０９

陽皐 入野 庄蔵林 しょうぞうばやし ４２２６～４２２９

陽皐 鎮西 庄田山 しょうだやま ５９８８

睦沢 粒良脇 正徳洞 しょうとくぼら ２１３～２１９

陽皐 仁王関 城山 じょうやま ６２１０

陽皐 仁王関 城山正人屋敷 じょうやましょじんやしき６２０１～６２０９ロ

陽皐 合原 城山ノ根 じょうやまのね １５９３～１６０１

睦沢 山田河内 ショフカイメン しょふかいめん ８６４１

睦沢 山田河内 地連坊 じれんぼう ８７４９～８７５０

陽皐 吉岡 城坂 しろざか ６９８５～６９８８，６９９０，７１９１

睦沢 山田河内 城ノ腰 しろのこし ８７３５，８７４６～８７４８

睦沢 山田河内 白又 しろまた ７７４０，　７８０３，７８７２

睦沢 山田河内 城山 しろやま
８４９６～８４９７，８７２０～８７２１，８７２５～８７３０，８７３４，８７
５５～８７６９

睦沢 粒良脇 甚九 じんく １５７７

睦沢 粒良脇 甚九免 じんくめん １４９０

睦沢 小松原 新十田 しんじゅうだ

睦沢 小松原 新十畑 しんじゅうはた ４４７１～４４７２

睦沢 阿知原 新城 しんしろ 2578～2590，2608～2613，2886～2893，2895

陽皐 仁王関 新宅 しんたく ６０８１

睦沢 阿知原 神田 しんでん ３０１１～３０２４，３３２１～３３２２，３３２４，３３３７

睦沢 山田河内 新田 しんでん ７８３６～７８３８，７８４８，７８５２～７８５６

睦沢 粒良脇 神田 じんでん ２１４４，２１５９～２１６１，２１７８，２１８０

睦沢 親田 神田 じんでん？ ５４１８～５４２３，５４２５～５４４４，５４４６，５４４８

睦沢 親田 新田原 しんでんばら ５６３８～５６７４，５７４３～５７４４

睦沢 親田 神田原 じんでんばら ５４６３～５４６６，５４６８～５４７５，５４７７～５４８３

陽皐 合原 新田洞 しんでんぼら １８５９，１８８２～１８８４

睦沢 阿知原 神道寺 じんどうじ

睦沢 阿知原 神道寺垣外 じんどうじがいと ３２４７～３２４８

睦沢 阿知原 新道塚 しんどうづか ４０５７～４０５９，４０７２～４０７５

陽皐 合原 新道 しんみち ２９２０～２９２３

睦沢 親田 新道 しんみち
５９９１～５９９３，６１２５，６１４２～６１４３，６１４９～６１５３，６１
５５～６１６０，６１６２～６１６８
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睦沢 粒良脇 新谷 しんや １８４７

睦沢 阿知原 新屋 しんや ３３０１

陽皐 吉岡 新屋 しんや ７２１５

睦沢 親田 新屋 しんや ７４５２

陽皐 入野 新屋敷 しんやしき ３３７７～３３７８

陽皐 合原 新六田 しんろくだ ２３６４～２３６８

睦沢 親田 新六畑 しんろくばた ６９６０

睦沢 粒良脇 水神根 すいじんね

睦沢 粒良脇 スギナ平 すぎなひら ２３８８

睦沢 粒良脇 杉奈平 すぎなひら １６４５～１６４６

睦沢 粒良脇 杉菜平 すぎなひら ２３７９，　２３９０

陽皐 菅野 菅野田 すげのだ ６５０３～６５１１，６５５２～６５５４，６５７１～６５８７，６５９５～６５９６

陽皐 菅野 菅野田向田 すげのだむこうだ ６５５５～６５６６

陽皐 菅野 菅野田森下 すげのだもりした ６５８８～６５９４

睦沢 小松原 スケ洞 すけぼら ５２５７

睦沢 親田 杉木洞 すごのきぼら ６０３４～６０４２

陽皐 鎮西 ススキ久保 すすきくぼ ５９７１～５９７５

陽皐 入野 雀木 すずめのき ３７７０～３７７１

睦沢 阿知原 スドメ すどめ ２５６１

陽皐 新井 砂田 すなだ ５５８２～５５８５，５６０２

睦沢 親田 砂田 すなだ ５８９５～５８９６

睦沢 山田河内 砂田 すなだ ８８５７，８８５９～８８６７，８８６９

睦沢 阿知原 砂平 すなだいら ４２０３

陽皐 入野 砂場 すなば
３４３２～３４３４，３４３９～３４４１，３４５７～３４５８，３４６４～３４
６６，３４８０～３４８９，３４９６～３４９９，３５７０～３５１１

陽皐 入野 砂場 すなば ３５１４～３５１７，３５５０ノ２，３５２３

陽皐 鎮西 砂場 すなば ４７４４～４７４５

睦沢 親田 スミオカ すみおか ６９３２

睦沢 粒良脇 角畑 すみばた ２４１，２４３，　２５５，４６７

睦沢 親田 住本 すみもと ５９５９

睦沢 阿知原 炭焼平 すみやきだいら ３７６８～３７７５

陽皐 鎮西 スリバチ洞 すりばなぼら ４９５０～４９５５

陽皐 合原 摺杉 するすぎ １６１２イ、１６１３，１６４４～１６５０，１６６３～１６８７

陽皐 合原 摺杉吉平分 するすぎきちへいぶん１６５１～１６５５

睦沢 阿知原 諏訪社 すわしゃ

陽皐 合原 清右エ門畑 せいえもんばた １６１５～１６１７，２０４１～２０４３

睦沢 粒良脇 政吉畑 せいきちばた ２４０４

睦沢 粒良脇 清兵衛屋敷 せいべえやしき ４６８

睦沢 粒良脇 セキタギ せきたぎ ２０１４～２０１６，２０１８，２０２６，２０２８

陽皐 鎮西 セバ石 せばいし ４９２１～４９２３

陽皐 北又 セビヅクリ せびづくり ２７５～２７６

陽皐 北又 ゼリ ぜり １１１２～１１２２，１１２９

睦沢 大久保 セリガ沢 せりがさわ １０２１７～１０２３０，１０２３２，１０２３６～１０２３７

睦沢 粒良脇 芹ヶ沢 せりがさわ １８６０～１８６６
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睦沢 小松原 セリガサワ せりがさわ ５２９３～５２９６

陽皐 菅野 セリタ山 せりたやま ６６７７，６７２４～６７２５，６７３０～６７３３

陽皐 菅野 セリ田山 せりたやま

睦沢 山田河内 芹ノ沢 せりのさわ ８９５１

陽皐 吉岡 善九郎ナギ ぜんくろうなぎ ７１５３

睦沢 小松原 千本松 せんぼんまつ ５３０９

陽皐 合原 善門田 ぜんもんだ ２５３１～２５３２

陽皐 北又 前門田 ぜんもんだ ３０９～３１０

睦沢 粒良脇 禅門洞 ぜんもんほら ２５２５～２５２７

睦沢 阿知原 善門洞 ぜんもんぼら ２７０７～２７１０

睦沢 小松原 惣白 そうはく ４３２７，４３５８～４３７４

睦沢 阿知原 惣白田 そうはくだ ４０６９

睦沢 親田 掃部田 そうべだ ７５１４～７５１６

睦沢 粒良脇 袖下 そでした ４８１

睦沢 粒良脇 袖ノ端 そでのはし ４８０

陽皐 合原 外稲葉 そといなば １７４５～１７４６，１７４９～１７５０	

陽皐 合原 外垣外 そとかいと ２８０６，　２８１４

陽皐 菅野 外垣外 そとがいと ６７９６

睦沢 阿知原 外垣外 そとがいと ３８９９，３９１８～３９２２，４２７３

睦沢 小松原 外垣外 そとがいと ４５４４～４５５３，４５５６，４９９４

睦沢 親田 外田 そとだ ７２５３，　７２５７

睦沢 小松原 外田 そとだ

陽皐 北又 外畑 そとばた ８３１

睦沢 親田 外坊主洞 そとぼうずぼら ５３１９～５３７７

睦沢 親田 外矢嶽 そとやだけ ７１４２～７１４３

陽皐 合原 曽根開土 そねかいど ２１４７～２１４８

陽皐 合原 曽根垣外 そねがいと ２１０４～２１０８

睦沢 小松原 ソバ沢 そばざわ ４３３７～４３４４，５１１０～５１１１，５１１５，４３４５～４３５２

睦沢 小松原 側沢 そばざわ ４４１６～４４２９，４４３３～４４４４

陽皐 合原 ソブ田 そぶた ２７４６～２７４８，２７６５～２７６６

睦沢 粒良脇 損手 そんで ５４

睦沢 阿知原 大黒屋 だいこくや

陽皐 入野 泰座 たいざ ３３２７

睦沢 大久保 タイザ たいざ １００７０，１００７２～１００７６

陽皐 合原 田井座 たいざ ２４２４～２４３２

睦沢 阿知原 タイザ たいざ ２７５８～２７５９，２７６３～２７６４

睦沢 親田 太座 たいざ ６４４７～６４４８，６４５０～６４５２

睦沢 大久保 タ井ザ たいざ

睦沢 親田 太子 たいし ６４３３，　６４４９

睦沢 親田 太子腰 たいしごし ６４３１，　６４３５

睦沢 親田 太子堂 たいしどう

陽皐 鎮西 たいし免 たいしめん ４６８４

陽皐 仁王関 大蛇淵 だいじゃぶち ６０８６～６０８８，６１１６～６１１９
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陽皐 合原 大日 だいにち ３１８６

陽皐 合原 大日原 だいにちはら ３１１７～３１２０，３１３０～３１３６，３１３８

睦沢 山田河内 大日原 だいにちはら

睦沢 山田河内 大日原 だいにちばら ８３４７～８３４８

睦沢 粒良脇 大麻神 たいまのかみ ５８

睦沢 阿知原 大丸屋 だいまるや ３９６８

陽皐 合原 大明神 だいみょうじん １８６２～１８６４，２０３６～２０３７

睦沢 阿知原 大門 だいもん ３１１２

陽皐 入野 大門 だいもん ３９４７～３９４９

陽皐 入野 大門林 だいもんばやし ４００６

睦沢 山田河内 平 たいら ７９４４～７９４５，８９１０

睦沢 山田河内 平 たいら ９６４５，９６７４，　９７１７

睦沢 大久保 平 たいら？ ９８８４，９９３０～９９３１

陽皐 入野 タオシミヤ たおしみや ４０３５～４０３６

睦沢 親田 高越 たかごし ７４３４

睦沢 親田 髙塚 たかつか ６２６８，６３５７～６３６９，６３７２，６３７８

陽皐 仁王関 高峠 たかとうげ ６０２２

睦沢 粒良脇 高腰 たかのこし １３８０～１３８５

睦沢 粒良脇 鷹ノ巣 たかのす １０４１～１０５５，１０５７，１０６１～１０８６，１０９８～１１０３

睦沢 阿知原 鷹ノ巣 たかのす ４１８０，４１８２～４１８３，４１９１～４１９２

睦沢 阿知原 タカノス たかのす ４１８７，４１９３～４１９７，４１９９，４２０４～４２２６

睦沢 粒良脇 鷹ノ巣亥ノ新田 たかのすいのしんでん１０５６

睦沢 粒良脇 鷹ノ巣下 たかのすした １０８７～１０９４

睦沢 阿知原 タカノスハンバ たかのすはんば ４００９

陽皐 北又 鷹待山 たかまちやま １４７２

陽皐 北又 高松 たかまつ １４０２～１４０３

陽皐 合原 田神田 たかみだ ２７２０～２７３５

睦沢 山田河内 宝屋 たからや ９３８０～９３８７，９３９１～９３９２

陽皐 合原 滝頭 たきがしら １６８８～１６９０

陽皐 北又 瀧ヶ洞 たきがほら １４７６～１４８３

睦沢 親田 タキネ たきね ５９９６～５９９８

陽皐 仁王関 瀧ノ上 たきのうえ ６２９９～６３００

陽皐 新井 滝ノ沢 たきのさわ ５７７４ロ，５７７９～５７８８

陽皐 新井 滝の沢入り口 たきのさわいりぐち５７７５～５７７８

陽皐 新井 滝ノ沢水源 たきのさわすいげん５７８９

陽皐 新井 滝の沢滝下 たきのさわたきした５８４７～５８４８

陽皐 新井 瀧沢渡合 たきのさわどあい ５４９０～５４９３

陽皐 新井 滝ノ沢日かげ たきのさわひかげ ５７９０

陽皐 新井 滝の沢日陰 たきのさわひかげ ５８２５～５８３２，５８３７～５８４６，５８４９～５８５２

陽皐 新井 滝の沢横道入口たきのさわよこみちいりぐち

陽皐 新井 滝の沢横道上 たきのさわよこみちうえ５８３３～５８３４

睦沢 粒良脇 瀧場 たきば １３６８

睦沢 粒良脇 タキバ たきば ２１７９
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陽皐 入野 たき場 たきば ３５９４

睦沢 親田 タキバ たきば ７３７３

睦沢 大久保 タキバ たきば １０１１０～１０１１１

睦沢 大久保 タキバ たきば １０１８２～１０１８３，１０１８６

睦沢 粒良脇 瀧場 たきば １７０８，１７１１，１７１４，１７２７，１７６７，　１７７３

睦沢 粒良脇 田木場 たきば ２０２９～２０３０

陽皐 合原 滝場 たきば ２８５７～２８６０

陽皐 入野 滝場 たきば ３７１６～３７１８，３７２３

陽皐 新井 タキバ たきば ５２００～５２０２

陽皐 仁王関 瀧場 たきば ６１２８～６１３２

睦沢 親田 滝場 たきば ６７６６～６７６８，６９１１，７３７３

睦沢 粒良脇 瀧場 たきば ８４～８６

睦沢 親田 タキバ たきば

睦沢 粒良脇 タギバ たぎば ２０２２～２０２５，２０２７，２０３２～２０３５

陽皐 合原 巧垣外 たくみがいと ２０９６～２１０１

睦沢 山田河内 竹尾 たけお ８９９９～９００２

睦沢 小松原 竹越 たけこし？

陽皐 入野 竹下前田 たけしたまえだ ３７６５，３７６７～３７６９

睦沢 親田 竹根 たけね ６３７５

睦沢 粒良脇 竹ノ越 たけのこし １３８７～１３８８

陽皐 合原 竹ノ腰 たけのこし １８３３～１８４０，２４３３～２４３６

睦沢 山田河内 竹ノ腰 たけのこし ９４２３～９４２５，９４２７

睦沢 粒良脇 竹ノ下 たけのした １８１３～１８７９

睦沢 阿知原 竹ノ下 たけのした ３１３７～３１３８，３１４２

陽皐 入野 竹ノ下 たけのした ３７４７～３７５２，３７６２～３７６４

陽皐 菅野 竹ノ下 たけのした ６７３１～６７３２，６７３４～６７３６

睦沢 粒良脇 竹之花 たけのはな ２２２～２２４イ，２２６

陽皐 合原 田尻 たじり ２２５１～２２６３，２２７４～２２７７

陽皐 合原 田尻沢 たじりさわ ２４４７

睦沢 小松原 田代 たしろ ４８４７～４８４８，４８５７

睦沢 山田河内 田代 たしろ ７６９４，７７４３～７７４６，８７３１～８７３３，８７８０

陽皐 入野 田代林 たしろばやし ３５５１

睦沢 親田 田々ヲシ ただおし ６２２８～６２２９

陽皐 新井 立明し たちあかし ５２２７～５２３４

睦沢 大久保 立道 たちみち １００３８，１００４３～１００４６

睦沢 親田 田次 たつぎ ７５７８～７５８４

睦沢 山田河内 田次 たつぎ
７６０３～７６０９，７６１１～７６５７，７６６０，７６６２～７６８８，７６
９１～７６９３，７６９６～７７０２，７７０５，７７０８，７７１３～７７１
４，７７２３～７７３８，８７０１

睦沢 山田河内 田次尻 たつぎじり ７７８１

陽皐 入野 辰巳屋 たつみや ３３５２

陽皐 新井 立石？ たていし ５３４０，５４１４～５４１５

睦沢 粒良脇 田中 たなか ５０８

陽皐 入野 田中 たなか ３３３５
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陽皐 合原 田中 たなか ２４５６～２４５８

陽皐 鎮西 田中 たなか ４７０２，　４７０４

陽皐 仁王関 田中 たなか ６１７０～６１７１，６１７５

睦沢 親田 田中 たなか ６７９４，　６７９８

陽皐 合原 田中林 たなかばやし ２８７３～２８７６，２８７８

睦沢 粒良脇 田中前田 たなかまえだ ９４～９６

睦沢 親田 柵口 たなくち ７２５１～７２５２，７２６５

陽皐 合原 棚沢 たなざわ １９０４～１９０８

陽皐 合原 棚田 たなだ １８９１～１９０３，１９０９～１９１５，２０３８～２０３９，２１６９～２１７１

陽皐 北又 棚田 たなだ ４１２～４２６，４７９～４８０，４８５～４８９，４９２～４９４

陽皐 鎮西 タナダ たなだ ５００３～５００４

睦沢 山田河内 棚田 たなだ ８６２１，８６２５，８８１９～８８２０

睦沢 山田河内 谷口 たにぐち ７７３９

陽皐 北又 田ノ入 たのいり １０４９～１０５０，１０５２，１０５９～１０６０

陽皐 鎮西 田ノ入 たのいり ５８５３～５８５６，５８６１～５８６２，５８７１～５８７３

陽皐 新井 田の入 たのいり

陽皐 入野 田ノ口 たのくち ３７６６

睦沢 親田 田ノ口 たのくち ６４６４～６４６８，６９７３，６５２２

睦沢 粒良脇 太宝峠？ たほうとうげ ２１８４

睦沢 粒良脇 太宝平 たほうびら ２１４９，２１７６～２１７７

陽皐 入野 玉水 たまみず ３４５４，３４５９，３４７１～３４７９

陽皐 入野 玉水ナギ たまみずなぎ ３４５０～３４５２

睦沢 山田河内 玉溝 たまみぞ ８３４６，　８３５１

睦沢 粒良脇 タマリユ？ たまりゆ ２０５７～２０５８

陽皐 入野 田本後 たもとうしろ

陽皐 吉岡 たや たや

睦沢 大久保 タル たる １０２０２～１０２０３

睦沢 小松原 樽ヶ沢 たるがさわ ５１１６～５１２５

陽皐 合原 樽ヶ洞 たるがほら １８５６～１８５８，１８８５～１８９０，１９１８～１９２０

陽皐 吉岡 団兵衛屋敷 だんべえやしき

睦沢 阿知原 チャウシクロ ちゃうしくろ ３７８９～３７９１

睦沢 阿知原 茶道 ちゃどう ３５７４

睦沢 親田 茶ノ木畑 ちゃのきばた ５７８５

睦沢 親田 茶ノ木畑 ちゃのきばた ７５６９

陽皐 合原 茶ノ木畑 ちゃのきばた １９７４～１９７８，２０４９～２０５９

睦沢 粒良脇 茶畑 ちゃばた １７９１

睦沢 粒良脇 茶畑 ちゃばた ２８９～２９０，２９３～２９５，２９７～２９９

陽皐 新井 茶道 ちゃみち ５４２１

陽皐 仁王関 長作田 ちょうさくだ ６１０７

睦沢 親田 長助田 ちょうすけだ ７４２９

陽皐 吉岡 千代岡 ちよおか ７２０８

陽皐 合原 塚越 つかこし ２６４５～２６６１，２６７０～２６８１

睦沢 山田河内 塚沢 つかざわ ８７５４



36 ページ

睦沢 山田河内 塚沢 つかざわ
８４２１～８４２９，８４８７～８４８９，８４９２～８４９５，８７３６，８７
３９～８７４４

睦沢 山田河内 塚沢洞 つかざわぼら ８３１５

睦沢 阿知原 塚田 つかだ ３５６２

陽皐 合原 塚田 つかだ

睦沢 阿知原 月井戸 つきいど ３５９７

陽皐 吉岡 築地下 つきじした ７２９１～７２９３，７３０１～７３０３

陽皐 鎮西 ツグミノス つぐみのす ４５１７～４５３０

陽皐 鎮西 ツグミノ巣 つぐみのす

睦沢 阿知原 辻 つじ ３５５７

睦沢 親田 辻 つじ ５５３７

睦沢 阿知原 辻後 つじあと ３５５８

陽皐 北又 辻岡 つじおか

陽皐 鎮西 辻垣外 つじがいと ４９９４～５００１

睦沢 大久保 津島社 つしましゃ

陽皐 鎮西 ツチカ畑 つちかばた ５９８６

陽皐 菅野 鼓垣外 つつみがいと ６７７８～６７９５，６７９７～６８０７

睦沢 小松原 堤ヶ洞 つつみがほら ５１３６～５１４５

睦沢 小松原 堤下 つつみした ４５３４

睦沢 粒良脇 ツナウチバ つなうちば ２０１２～２０１３，２０７２，２０７５，２０８７

陽皐 合原 ツブシリ つぶしり ２７１７～２７１９

陽皐 新井 つぶら袮 つぶらね ５６６５～５６７０，５７２９イ～５７３３

陽皐 新井 つぶら袮日かげつぶらねひかげ ５６７７

陽皐 鎮西 つぶらね日陰横道下つぶらねひかげよこみちした５６７８～５６８０

陽皐 新井 つぶら袮道下 つぶらねみちした ５６７１イ～５６７２

陽皐 新井 つぶらね横道上つぶらねよこみちうえ５７０９～５７２０

陽皐 新井 ツブラネ横道下つぶらねよこみちした５６８１～５６８８，５６９３～５７０４

陽皐 新井 つぶら袮横道下つぶらねよこみちした

睦沢 粒良脇 粒良脇原 つぶらわきばら
２４４３，２４４５，２４４７～２４４９，２４５１～２４６１，２４６３～２４
８１，２４９２，２５３０～２５３２

陽皐 合原 螺尻 つぼじり １９２１

陽皐 合原 螺尻 つぼじり ２５６５～２５６８

睦沢 粒良脇 ツボノシリ つぼのしり １１３２

睦沢 小松原 ツボノ尻 つぼのしり ４６２４

睦沢 親田 ツルネ つるね ６６５２，６６５７，６６５９～６６６０

睦沢 親田 出口 でぐち ７３３０

陽皐 入野 手塚原 てづかはら ４４２０～４４２１，４４３２～４４３３，４４３５～４５０５

陽皐 入野 手塚原 てづかばら ３６７６～３６７８

睦沢 小松原 寺尾社 てらおしゃ

陽皐 吉岡 寺尾神社 てらおじんじゃ

陽皐 吉岡 寺尾山 てらおやま ７０３５

陽皐 吉岡 寺尾山朱引外 てらおやましゅびきそと７０３４

睦沢 小松原 寺後 てらのあと ４７３７

睦沢 山田河内 寺ノ上 てらのうえ ８９６１～８９６６



37 ページ

睦沢 粒良脇 寺田 てらのだ １３６９～１３７２

睦沢 小松原 寺ノ前 てらのまえ

睦沢 小松原 寺屋敷 てらやしき

睦沢 親田 寺山 てらやま ７１４０

陽皐 入野 天王山 てんおうざん ３７３７

陽皐 仁王関 天王山 てんおうやま ６０７６，６０９６～６０９８，６１００

睦沢 山田河内 天下屋敷 てんかやしき ７７０３，　７７１８，７７２２

陽皐 入野 天狗岩 てんぐいわ

陽皐 入野 天狗平 てんぐひら？

陽皐 入野 天狗松 てんぐまつ

睦沢 大久保 天上 てんじょう １００８９

睦沢 親田 天上畑 てんじょうばた ６１６９～６１７０

陽皐 鎮西 テンタヒラ てんたいら ５９８２

睦沢 小松原 天平 でんだいら ４９３８，４９４０～４９５１，４９５４～４９６０

睦沢 親田 伝田久保 でんだくぼ ５７６７，５７７７～５７８４，５７９２～５８２６

睦沢 親田 伝田久保 でんだくぼ ６６４９，６７４１，５８３１～５８４１

睦沢 親田 伝田久保又洞 でんだくぼまたぼら５７６７～５７６８，５７８７～５７９１

睦沢 親田 傳田原 でんだはら ７１７８～７１７９

睦沢 小松原 傳道塚 でんどうづか ４３９５～４３９８

睦沢 小松原 伝道塚 でんどうづか

睦沢 大久保 天王ノ上 てんのうのうえ ９８８８

睦沢 大久保 天王ノ上 てんのうのうえ １０２４１

睦沢 大久保 天王ノ前 てんのうのまえ ９９６８～９９６９

睦沢 大久保 天王畑 てんのうはた ９９４０，９９４２～９９４３

睦沢 粒良脇 天白 てんぱく

陽皐 鎮西 天白山 てんぱくさん ４７２０～４７２４，４８４９

陽皐 新井 度合 どあい ５６２６

陽皐 鎮西 渡合 どあい

睦沢 粒良脇 トアン林 とあんばやし ２１８２

睦沢 小松原 土井下 どいした ４４３１～４４３２

睦沢 粒良脇 砥石峠 といしとうげ １６７８

睦沢 粒良脇 戸石洞 といしほら １６７６

睦沢 粒良脇 砥石洞 といしぼら １６５５～１６６０，１６６３～１６７０，１６７９

睦沢 粒良脇 トイシ洞 といしぼら １６７１～１６７４，１６７７～１６７８

睦沢 親田 藤九郎田 とうくろうだ ６０７６

睦沢 大久保 峠 とうげ １０１８８，　１０１９１

睦沢 粒良脇 峠 とうげ １６０４～１６０６，１６０８，１６２４～１６２８

睦沢 山田河内 東継山遊林寺 とうけいざんゆうりんじ

睦沢 粒良脇 峠垣外 とうげがいと １６０７

睦沢 粒良脇 峠林 とうげばやし １６２９

睦沢 粒良脇 藤助垣外 とうすけがいと １３８９

睦沢 小松原 トウナシ とうなし ５１８０～５１８３，５１８６～５１８９，５２１４，５２３１

睦沢 阿知原 堂ノ後 どうのうしろ ３５９４～３５９６，３６１３
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睦沢 阿知原 堂ノ腰 どうのこし ３６１１

陽皐 北又 塔ノ下 とうのした ２６４～２６８

睦沢 阿知原 堂ノ前 どうのまえ ３２９０

陽皐 北又 塔ノ元 とうのもと ２７１，　２９３

睦沢 山田河内 遠矢戸 とうやど ８５６２～８５８６，８６３９～８６４０，８６５９，８６７７～８６８２

陽皐 北又 トヲヤド とおやど １６４～１６８

陽皐 合原 遠矢戸 とおやど ３１１１～３１１６ヘ？

睦沢 親田 トキハ ときわ ７３２９

睦沢 粒良脇 ドシ作 どしづくり １０２４，１０３６～１０３８

睦沢 親田 杤ヶ洞 とちがほら ７２６０～７２６２，７３１１～７３１４，７５０７

睦沢 親田 トチガ洞 とちがほら
７２６３～７２６４，７２８６～７２８７，７３０９～７３１０，７３１５，７３
２０～７３２４

睦沢 阿知原 栃木洞 とちぎほら ３８３７～３８３９

陽皐 鎮西 トチノキ洞 とちのきぼら ５９４７～５９５８，５９６０

陽皐 鎮西 トチノキ洞日かげとちのきぼらひかげ５９５９，　５９６１

睦沢 大久保 ドゝミキ どどみき １０２０４，１０２１１～１０２１４，１０２１６

睦沢 粒良脇 トドメキ とどめき
７８４，７８６～７９２，８１４，８２０，８３０，１１４３～１１４８，１１５８
～１１６０

睦沢 山田河内 ドゝメキ どどめき ９１７９～９１８０，９２３９～９２４０

陽皐 仁王関 殿林 とのばやし ６１１５，６１２４～６１２７

睦沢 阿知原 渡バ どば ３７５０～３７６７

陽皐 吉岡 土橋 どばし

陽皐 北又 鳶が巣 とびがす １２６０，１２６４，１２８６～１２９７，１２９９～１３０１

睦沢 粒良脇 飛田 とびだ ２２１

睦沢 阿知原 土俵バ どひょうば ３５７０

睦沢 阿知原 トビン とびん ４２００～４２０２

陽皐 北又 トフラ淵 とぶらぶち １０３８

陽皐 北又 トブラ淵 とぶらぶち １５３２～１５３３，１５３６～１５３８

陽皐 吉岡 富岡 とみおか ８１８８

睦沢 小松原 トメホシ とめほし ５１５７～５１６５，５１６７～５１７６

睦沢 山田河内 戸屋敷 とやしき

睦沢 小松原 トヤネ とやね ４４３０

睦沢 小松原 トヤ子 とやね ５０１６

睦沢 山田河内 戸屋根 とやね ９１７３

陽皐 北又 鳥屋根 とやね ４９５～５１０，５１５～５３２

睦沢 山田河内 登屋根 とやね ７７９３～７７９９

陽皐 入野 トヤ場 とやば ３７７４～３７７６

睦沢 粒良脇 鳥屋場 とやば ４２３～４２６

睦沢 粒良脇 鳥屋畑 とやばた ２３３１

睦沢 粒良脇 トヤ畑 とやばた ２３２５～２３３１

睦沢 阿知原 虎穴 とらのあな ６１６６～６１７２

陽皐 鎮西 鳥居場 とりいば ４５６６

陽皐 吉岡 鳥居場 とりいば

睦沢 山田河内 鳥久保 とりくぼ ９４３４～９４４１，９４６５，９７２２，９７５５～９７５７，９７６１
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陽皐 鎮西 苗代 なえしろ ４６０８

陽皐 鎮西 苗代下 なえしろした ４６０９

陽皐 合原 中井 なかい ２６９１～２６９５

陽皐 合原 中井 なかい ２８９７～２９０４

陽皐 入野 中井上 なかいうえ ３６２９，　３６９８

陽皐 合原 中池 なかいけ １７７２～１７７６，１７７８，１７８１～１７８８

陽皐 入野 中井下 なかいした ３６６３～３６６５，３６７２

陽皐 北又 中入 なかいり １６９，１８３～１９６，１９９～２０２

睦沢 阿知原 中入 なかいり ２９５７～２９６９，２９７２～２９７７

睦沢 粒良脇 長岡 ながおか ９７

睦沢 粒良脇 中垣外 なかがいと ４６３

陽皐 鎮西 中垣外 なかがいと ４５６４

陽皐 菅野 仲垣外 なかがいと ６４３５

睦沢 阿知原 中垣外 なかがいと ３５６３～３５６６，３６０２ノ２

睦沢 親田 中垣外 なかがいと ７３３７，　７３５６

睦沢 山田河内 長久保 ながくぼ ９０５１

睦沢 親田 中沢 なかざわ ５７６４～５７６６，５７７６～５７７７，５８９７～５９０８，５９１９

睦沢 親田 中沢 なかざわ ６２６４～６２６５，６２７９～６２８０，６２８８～６２９０，６２９３～６２９５

陽皐 北又 流し ながし １００９～１０１０

睦沢 山田河内 中嶋 なかじま ９７０８，９７２１，　９７３６

睦沢 山田河内 中島 なかじま ９７１９～９７２０，９８１３～９８１６

陽皐 仁王関 中曽根 なかそね ６１３７

睦沢 小松原 中曽根 なかそね

陽皐 合原 仲田 なかだ １６９１～１６９８

陽皐 合原 仲田 なかだ ２６６２～２６６９，２７０５～２７１２

睦沢 粒良脇 仲田 なかだ ５９１～５９４

睦沢 山田河内 長田 ながた ８３１２，８３８４～８３８９

睦沢 大久保 ナガタ ながた ９９７９，１０００３～１０００４

睦沢 大久保 長田 ながた？ ９９７８，　９９９０

睦沢 親田 中平 なかだいら ６７８６

陽皐 北又 長塚林 ながつかばやし １１２６～１１２７

睦沢 大久保 中ヅル根 なかづるね １００９９

陽皐 合原 長手 ながて ２３９２～２４２３，２５４１～２５４６

陽皐 北又 長通り ながどおり ３１８～３１９，３２３～３２４

陽皐 合原 中西 なかにし ２８０１

陽皐 合原 仲根 なかね １８４７

陽皐 北又 中根 なかね １１４４，１１９７，１２０５～１２０６

睦沢 親田 中根 なかね ６６６５～６６６７，６６６９，６６７７，６６８０～６６９９，６７４６～６７５０

睦沢 親田 中根 なかね ６７２５～６７２８，６７３０～６７３６，６７５２

睦沢 粒良脇 長根 ながね １９１４，１９１６～１９１８，１９４７

睦沢 親田 長根 ながね ５５８８～５５９４，５５９８

睦沢 阿知原 中ノ垣外 なかのかいと

睦沢 粒良脇 中ノ垣外 なかのがいと １８２２
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睦沢 阿知原 中の原 なかのはら

３３０８，３３１７～３３１８，３３２０，３３２３，３３２５～３３２８，３３３
０，３３４９，３３５１～３３５６，３３５８，３３６１～３３６３，３３７１～
３３７２，３３７２ノ３～４，３４９７～３４９９，３５１５ロ～３５２７，３５
５５，３５６９，３５７７，３５８１，３６５９～３６６３，３６６５～３６６９，
３６８２～３９０７，３９５１～３９６７，３９６９～３９７３，３９７５～４０
００，３７０９～３７２４，３７３０，３７３２，３７３４，３７９９～３８０３，
３８０５，３８０９～３８１３，３８１６～３８１８，３８２１～３８３０，３８
７０～３８８８，３８９０～３８９３，３９２３～３９３９，３９４１～３９４
６，３９４８～３９４９

陽皐 合原 仲ノ洞 なかのほら １８４６，１８４９，１８５４～１８５５

睦沢 親田 中畑 なかはた ７２３６～７２４５

睦沢 阿知原 長畑 ながばた ４０４２～４０４３，４０４５～４０５０

睦沢 親田 長畑 ながばた ５５１４～５５２１

睦沢 親田 中林 なかばやし ５５０７

陽皐 合原 中原 なかはら
３０８９～３０９７，３０９８～３１０１，３１９９，３２０１～３２０３， ３２
１０？

陽皐 入野 中原 なかはら ３８８８～３９３２

陽皐 北又 中原 なかはら ３９～５６，７０～７６，７９～９３

睦沢 山田河内 中原 なかはら ８１１０～８１１１，８１１６，８１２０～８１２５，８１３１～８１７８，８１８０

睦沢 小松原 中原 なかはら

睦沢 親田 長原 ながはら ７０２９～７１１８，７１３４～７１３８

睦沢 親田 中原山 なかはらやま ７０１２

睦沢 親田 長洞 ながぼら ７２８０

睦沢 粒良脇 長洞 ながぼら
３２３～３２６，３２８～３２９，４２３～４２４，１０１９～１０２３，１０２
５～１０２７，１０３０～１０３５

睦沢 粒良脇 長洞西平 ながほらにしひら ４２１

睦沢 粒良脇 長洞又洞 ながほらまたほら ４２２

睦沢 阿知原 中前田 なかまえだ ３０７９～３０８５

陽皐 入野 中溝 なかみぞ ４１９２

陽皐 新井 中溝 なかみぞ ５２３５～５２５６，５２７４～５２８４

陽皐 北又 中道 なかみち
３６～３８，５９～６７，１２３～１２５，１３５～１４３，６６１～６６２，
６７５～６８４，６８６～６８７，７３２，７３４

睦沢 粒良脇 中谷 なかや ３３

陽皐 入野 中屋 なかや ３９５５

陽皐 新井 中屋 なかや ５１０８

睦沢 親田 中屋 なかや ５４１９

陽皐 仁王関 那賀屋 なかや ６２３３

陽皐 菅野 仲屋 なかや ６４３８

陽皐 吉岡 仲屋 なかや ７２０１

睦沢 大久保 中屋 なかや ９９６７

睦沢 阿知原 中屋敷 なかやしき ３２９１，　３６０１

睦沢 小松原 流田 ながれだ ４９６６

睦沢 小松原 ナキシリ なぎしり ４８２１～４８２３，４８２５～４８２７

睦沢 親田 ナギジリ なぎじり ５９６８～５９７１，５９７６，５９８８～５９９０

睦沢 親田 ナギジリ なぎじり ６８１１～６８１３

睦沢 山田河内 ナギジリ なぎじり ８７１５～８７１６

睦沢 山田河内 渚尻 なぎじり ８７９０～８７９３，８７９６～８８００

睦沢 山田河内 ナギ尻 なぎじり ９２７７，９２８２，９２８９，９６７８，９７５８，９８０４～９８１１，９８２８
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睦沢 粒良脇 ナギ中 なぎなか ２２７９

睦沢 粒良脇 ナギナカ なぎなか ２２６９～２２７２，２２７７

睦沢 阿知原 なぎ中 なぎなか 2641～2647，2652，2661～2662，2667～2706，2733

睦沢 粒良脇 ナギノ上 なぎのうえ ２１３７

睦沢 大久保 ナギノ下 なぎのした １００７７～１００８１，１００９５

睦沢 阿知原 ナギノ平 なぎのひら ３２１３～３２２４，３２５１～３２６０

睦沢 粒良脇 ナギノ洞 なぎのほら ２１８５～２１８６

睦沢 小松原 ナキノ元 なきのもと ５１５５～５１５６，５１７８，５２６３

睦沢 粒良脇 ナギバタ なぎばた ２２９０，　２２９２，２３０１，２３４０，２４００

睦沢 小松原 ナキ洞 なきぼら ５０５３，５０５５～５０５８，５３４６～５３５５，５３５８～５３６３

睦沢 親田 ナギホラ なぎほら

睦沢 親田 ナギ洞 なぎぼら

睦沢 小松原 ナキ元 なきもと ５１９３

陽皐 鎮西 ナギ山 なぎやま ４９８１～４９８５

陽皐 吉岡 名古屋 なごや ７２１０

睦沢 阿知原 梨ノ木田 なしのきだ ４１２７，４１４６～４１５８，４１８１

陽皐 北又 梨ノ木洞 なしのきぼら １０１９～１０２０，１５４２～１５４３

睦沢 粒良脇 梨子ノ木洞 なしのきぼら ８２７～８２９，８３２～８３３，８３５

陽皐 入野 夏焼 なつやき ３８７４～３８７６，３８８１，３８８７

陽皐 入野 夏焼川原 なつやけかわら ３８８６

睦沢 阿知原 七ツ保田 ななつぼた ４１０９，４１８４～４１８６

睦沢 小松原 七畑 ななはた ４５１０

陽皐 新井 浪田？ なみだ ５１８４～５１９２，５１９６～５１９９

陽皐 菅野 名目栗 なめくり ６７６１～６７６６

陽皐 北又 奈良田 ならだ １１９０～１１９４，１２４８～１２５５，１２５７～１２５８，１２６７～１２７０

睦沢 山田河内 新平山 にいひらやま ９５５３～９５５５，９５６２

睦沢 粒良脇 二メ田 にかんだ ８９９，９０７～９２１，９２３～９２８，９３６～９３７，９３９～９４３

睦沢 粒良脇 二メ田 にかんだ
９４６～９５１，９６８～９６９，９７１～９７６，９７８，９８２～９８５，９
８７～９８９，９９１～９９９

睦沢 粒良脇 二メ田亦洞 にかんだまたぼら ９７７，９７９～９８１，９９０，１００２

睦沢 粒良脇 二メさら田 にかんめさらだ ９８６

睦沢 粒良脇 二メ又洞 にかんめまたぼら ９２３～９２４

睦沢 粒良脇 二メ両平 にかんめりょうひら９２２

陽皐 入野 濁沢 にごりさわ ４２７６～４２９０，４３３９～４３４１，４３７９～４４００，４４１７，４４２４

陽皐 鎮西 にごり沢 にごりさわ ４６３１～４６３６，４７０１，４７３０，４７４６～４７５６

睦沢 阿知原 西 にし ３０４９

睦沢 親田 西 にし ６７８９

陽皐 合原 西 にし ２７８９～２７９１，２９０２～２８０３

睦沢 粒良脇 西 にし ４５６～４５７，５６０

睦沢 山田河内 西 にし ８９７２～８９８１

睦沢 阿知原 西井戸 にしいど ４２６５～４２６９，４２８４

睦沢 阿知原 西垣外 にしかいと ３３０３，３３０５～３３０６

睦沢 粒良脇 西垣外 にしがいと １３５９～１３６３，１３６６～１３６７

陽皐 北又 西垣外 にしがいと ２２２，２２５，２２７～２２９
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陽皐 入野 西ヶ平 にしがひら ３５８６～３５８７

睦沢 小松原 西ヶ洞 にしがほら ４８０４～４８０５，４８１０，４８１６～４８１７，４８１９～４８２０

睦沢 小松原 西ヶ洞 にしがほら ４８２８～４８３９

睦沢 山田河内 西川原 にしがわら ８９２８

睦沢 親田 西久保 にしくぼ ５４７６，５５２７～５５２９

睦沢 山田河内 西久保 にしくぼ ９６７２，９６９２～９６９３，９６９８，９７０１～９７０７，９７０９～９７１３

睦沢 親田 西窪 にしくぼ

陽皐 合原 西坂 にしざか ２７８６～２７８８，２８１６～２８１８

睦沢 親田 西沢 にしざわ ５５３０～５５３１，５５３４，５５３６

陽皐 合原 西田 にしだ ２６３４～２６３６，２７３６～２７４５，２７５７～２７６２，２８２８～２８３６

睦沢 親田 西田 にしだ ５８６１，　５８６４，５８８１

睦沢 粒良脇 西田 にしだ ６４５～６６２，６６５ノ２？

睦沢 粒良脇 西田上ノ切 にしだうえのきり ６６３～６６５ノ１？

陽皐 北又 西ノ下 にしのした ２３０～２３１，２３９～２４２，３８５～３８７

陽皐 合原 西畑 にしばた ３１８４

睦沢 小松原 西林 にしばやし ４９８２，　４９８６，５０１１

睦沢 山田河内 西洞 にしぼら ８８９８，８９０５～８９０６，８９１２，８９１４～８９１５，８９５８～８９５９

陽皐 合原 西前田 にしまえだ ２７７５

睦沢 親田 西山 にしやま ５５５９

陽皐 仁王関 二十刈 にじゅうがり ６１１４

陽皐 合原 二十刈 にじゅうがり ２０３５，２６９６～２６９８

睦沢 山田河内 二十刈 にじゅうがり ８７８７～８７８８

陽皐 合原 貳重外 にじゅうがり？ ２３０５～２３０７，２３０９～２３１２

陽皐 合原 甘目 にじゅうめ １９７９～１９８２

睦沢 大久保 西ノ脇 にしんわき ９８８６，９９７３～９９７４，９９７６～９９７７

睦沢 大久保 ニバ にば １０１９２

睦沢 粒良脇 二柱神社 にはしらじんじゃ

睦沢 山田河内 二百刈 にひゃくがり ８８０７，８８２２～８８２３，８８４０～８８４１，８８４３

睦沢 粒良脇 二本木 にほんぎ ２４２９～２４３０，２４３５，２４４２

陽皐 吉岡 二本木 にほんぎ ７２４１，７２４５～７２５０，７２５２，７２６２

睦沢 山田河内 入道洞 にゅうどうほら
９６８２，９７３７～９７４２，９７４５～９７４６，９７７５～９７７８，９７
８０～９７９４，９８００～９８０４，９８３０～９８３２，９８３６，９８３８
～９８４０，９８４３～９８４４，９８４６～９８６１

睦沢 大久保 入道洞 にゅうどうぼら ９８７４，９８７６～９８７７

陽皐 入野 入登山神社 にゅうとざんじんじゃ

睦沢 小松原 身内田 にんちだ？ ４３３３，４３５６～４３５７

睦沢 小松原 ヌシ畑 ぬしはた ５２０６～５２０８

睦沢 阿知原 盗人洞 ぬすっとぼら ２５４８～２５５７

陽皐 入野 沼ノ田 ぬまのた ４０８５～４０８６，４０８８～４０９７，４１３５～４１３７

睦沢 山田河内 祢宜屋坂 ねぎやざか ９３３０

睦沢 山田河内 猫田 ねこのた ９４４４～９４５２，９４６２，９６９４～９６９５

陽皐 合原 ネジガキ ねじがき ２４９８～２５０２，２５３３～２５４０

陽皐 吉岡 ねずみ畑 ねずみばた

陽皐 菅野 子ノ神 ねのかみ ６８８６
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陽皐 北又 根ノ神 ねのかみ １２０７～１２０８，１２２６～１２２８

陽皐 北又 子ノ神 ねのかみ １２０９～１２１５，１２３４～１２３６

陽皐 菅野 子ノ神社 ねのかみしゃ

陽皐 合原 野尻 のじり １８７２～１８８１，１９３０～１９３３

睦沢 小松原 除場 のぞきば ４３６４～４３６５，４４１０，４４６９，５１７２，５１７７，５２６７

陽皐 新井 のぞきば のぞきば ５７９９～５８０１

陽皐 鎮西 ノゾキバ のぞきば ５９７６～５９７７

睦沢 山田河内 野多野尻 のたのじり ７８７３

陽皐 鎮西 ノタバ のたば ４８１９～４８２０，４８２２，４８６５～４８６９

陽皐 入野 登リ のぼり ３９８６

睦沢 粒良脇 野保里 のぼり ２３１ノ１～４

睦沢 親田 昇 のぼり ７３６０～７３６２

睦沢 阿知原 登里 のぼり？ ３３１０

睦沢 粒良脇 登り垣外 のぼりがいと １３５７

陽皐 入野 のりくら のりくら ３７２６～３７２７

陽皐 入野 ノリクラ のりくら ３７９５～３７９６

睦沢 親田 ハイノソラ はいのそら ５６０１，５６７７～５６９６

睦沢 小松原 灰燒所 はいやきど ５２９０～５２９１

陽皐 新井 灰焼度 はいやきど ５７９４～５７９８

陽皐 合原 初曽根 はうそね ２０４５，２０６３～２０６４

睦沢 親田 蝿ヶ空山 はえがそらやま ７０１１

睦沢 親田 蝿ノ空 はえのそら ５６７５～５６９０

陽皐 合原 萩原 はぎはら ２３３３～２３３８

陽皐 合原 萩原 はぎはら ３０１３～３０２９

睦沢 親田 バクチ岩 ばくちいわ ７５８５～７５８６

睦沢 粒良脇 葉座場 はざば １３９７～１３９８

睦沢 親田 ハザバ はざば ５９８０～５９８３，５９８５～５９８７

睦沢 阿知原 葉座場 はざば？

睦沢 小松原 ハシゴ田 はしごた ４８１１～４８１４

陽皐 入野 橋詰 はしづめ ３７８０，３７８３～３７８４，３７８８～３７９４

陽皐 北又 橋ノ元 はしのもと ３１１～３１５

睦沢 阿知原 橋場 はしば ４２９２

睦沢 山田河内 橋場 はしば ８８７７

睦沢 阿知原 ハシバ はしば

陽皐 入野 ハシバ後？ はしばあと ３７５４

陽皐 北又 畑尻 はたじり １４６～１５０，１５５

睦沢 大久保 畑田 はただ １０００５，１０００７，１０００９，１００１０～１００１５

陽皐 新井 畑田 はただ ５６１０～５６１３，５６２５，５６２８～５６３２

睦沢 親田 畑田 はただ ６５５４～６５８３

陽皐 菅野 畑田 はただ
６８４５～６８４６，６８５０～６８５６，６８５８～６８６０，６８６２～６８
８５，６８８７～６９０８，６９１０～６９１８，６９２０～６９２６

陽皐 吉岡 畑田 はただ
７２１７，７２４２～７２４４，７２５６～７２６１，７２６３～７２８４，７３
１７～７３１８

睦沢 山田河内 畑田 はただ ８７７６～８７７９
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睦沢 粒良脇 畑田 はただ ８９０～８９５，１１３３～１１３５

睦沢 親田 畑田峠 はただとうげ ６５８４～６５８６

睦沢 粒良脇 八五郎畑 はちごろうばた ２３６６

陽皐 合原 八十刈 はちじゅうがり ２６８２～２６９０

睦沢 親田 八幡宮 はちまんぐう

陽皐 合原 初咲 はつざき １９１６～１９１７

睦沢 親田 ハッチ畑 はっちばた ６１０４～

陽皐 仁王関 八百目 はっぴゃくめ ６１９４～６１９８

睦沢 粒良脇 花立 はなたて １６４７

睦沢 粒良脇 花立 はなたて
２３３２～２３３３，２３３５～２３３６，２３３８～２３３９，２３４２，２３
４７，２３４９

睦沢 粒良脇 花立 はなたて ２３５１～２３６５，２３６７～２３６８，２３７０～２３７８

睦沢 阿知原 花立 はなたて 2591～2607

睦沢 粒良脇 花立柿木畑 はなたてかきはた ２３５０

睦沢 粒良脇 花立甚九免 はなたてじんくめん２３３７

睦沢 粒良脇 花水 はなみず ５６１，５６３，５６６～５６７，５７０～５７４

睦沢 山田河内 羽根 はね ８６３６～８６３７

睦沢 山田河内 羽根 はね ８９８３～８９９８

睦沢 山田河内 羽山 はねやま ８２３９

睦沢 山田河内 羽根山 はねやま ９２１８～９２４０

陽皐 北又 馬場 ばば １１４１～１１４３

陽皐 新井 ババ ばば ５３５８～５３６３，５３７０～５３７１イ

陽皐 新井 馬場 ばば ５３６４，　５３６９，５８７８

陽皐 吉岡 馬場上 ばばうえ

陽皐 吉岡 馬場下 ばばした

睦沢 阿知原 バゞ墓 ばばはか ３３２９

睦沢 阿知原 バゝ洞 ばばほら ４１９４

陽皐 鎮西 ハマイバ はまいば ４９６７～４９７８

陽皐 北又 濱井場 はまいば ８１６～８２７，８２９～８３０

睦沢 山田河内 濱井場 はまいば ９６７９～９６８１，９６８３～９６９１，９８２５～９８２７，９８３７

睦沢 小松原 林 はやし ４６６９，　４７１６，４７３３

睦沢 小松原 林尻 はやしじり ４８１８

睦沢 山田河内 林尻 はやしじり ９３８８

睦沢 山田河内 林尻 はやしじり ８８８２～８８８３

陽皐 菅野 林下 はやしのした ６６３４～６６３９

陽皐 新井 林ノ平 はやしのたいら ５７５８～５７６７

陽皐 北又 林ノ中 はやしのなか １２３９～１２４０

睦沢 山田河内 林中 はやしのなか ９０９４，　９１７８

睦沢 山田河内 原 はら ７８２８

睦沢 親田 原 はら ５５２５，　５５３２，５５３３，５５４１

睦沢 粒良脇 原上り口 はらあがりぐち

陽皐 合原 払免 はらいめん ２２７１～２２７３

睦沢 親田 払免 はらいめん ６８６２～６８６６

睦沢 粒良脇 原下 はらした ２２９１
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陽皐 新井 原田 はらだ ５４４１～５４５１，５４５４～５４５７

陽皐 菅野 原田 はらだ ６９２７～６９２８

睦沢 粒良脇 原ノ坂 はらのさか ２４８５

睦沢 粒良脇 原ノ坂 はらのさか １４９～１５５

睦沢 粒良脇 原ノ坂 はらのさか ２２９３～２２９６，２２９８，２３２４

睦沢 粒良脇 原上り戸 はらのぼりど ５７

睦沢 親田 原畑 はらはた ７１９４～７１９８，７２０７～７２０８，７２１６，７２４６～７２４８

睦沢 親田 原畑 はらばた ５４９４～５５０６，５５０９～５５１０，５５２２，５５３７，５５４５～５５４６

睦沢 粒良脇 原山 はらやま ２２９７，　２２９９，２３３４

睦沢 大久保 ハリクラ はりくら １０２４２

睦沢 親田 ハリクラ はりくら ５９１１～５９２４，５９４１～５９４２，６２１５～６２１６，６２２１～６２２６

睦沢 親田 張鞍 はりくら ６２０８～６２１０，６２１７～６２２０

陽皐 吉岡 半崎 はんざき

陽皐 鎮西 萬松山龍嶽寺 ばんしょうざんりょうがくじ

睦沢 阿知原 番匠田 ばんしょうだ ４２２７～４２３０

睦沢 粒良脇 バンジョウ畑 ばんじょうばた ２０６２

陽皐 合原 半四郎田 はんしろうだ ２９５９～２９６３

睦沢 親田 ハンノキ はんのき ６８５１～６８５５

睦沢 山田河内 半ノ木 はんのき ８７０９，８７１１～８７１４，８７５１，８７９４～８７９５

睦沢 小松原 半ノ木 はんのき

睦沢 粒良脇 半場 はんば １８２３

陽皐 入野 半場 はんば ４１６０

陽皐 菅野 半場 はんば ６８０７

睦沢 大久保 ハンバ はんば １０１５５～１０１５６，１０１６０～１０１６６

陽皐 合原 半場 はんば １８２７～１８２８，１８３１～１８３２，１８４１～１８４５，１８４７～１８４８

睦沢 粒良脇 半場 はんば ２４３７，　２４６２

陽皐 入野 ハンバ はんば ４１５４～４１５６，４１６２～４１６６

陽皐 吉岡 半場 はんば ７１９３，　７２２４

睦沢 阿知原 ハンバ はんば

睦沢 阿知原 半バ はんば？ ４０３１～４０４０，４０４４，４１０２

睦沢 粒良脇 半場山伏塚 はんばやまぶしづか２４３８

睦沢 小松原 ハンヤ はんや ４４９２，　４４９４

睦沢 小松原 萬屋 ばんや ４４９２，　５００４

陽皐 北又 雛張 ひいなばり １３５７～１３７３

睦沢 小松原 日入場 ひいりば ４９１１，４９１２～４９１８

陽皐 北又 日入場 ひいりば ５３５～５３７，５４９，９０１～９０２

睦沢 粒良脇 日影 ひかげ ２２０８

陽皐 鎮西 日陰 ひかげ ５０８７

陽皐 吉岡 日影 ひかげ ７３２４

睦沢 粒良脇 日影 ひかげ
１３２５～１３２７，１３４６～１３４７，１３５２，１３７８，１３９１～１３
９２，１４２３

睦沢 山田河内 日陰 ひかげ ２６５９，８６９７～８７００，８７０２～８７０３，８７０５，９０９６～９０９７

睦沢 小松原 ヒカゲ ひかげ ４５２２～４５２３

陽皐 鎮西 日かげ ひかげ ４６２８～４６３０，４６３８～４６４１
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陽皐 新井 日陰 ひかげ ５１１０，５１１２，５１１６～５１１８，５７１９

陽皐 新井 日かげ ひかげ ５１１２～５１１５

陽皐 新井 日かげ ひかげ ５４９５，５５４５～５５４８

陽皐 新井 日陰 ひかげ ５８０７，５１００～５１０５

睦沢 山田河内 日影 ひかげ
７８８０，７９１１，８００７～８０１３，８０１７、９４７２，９７１８，９７２
３～９７２７，９７４４

睦沢 小松原 日加毛 ひかげ

陽皐 吉岡 日カゲ ひかげ

陽皐 合原 日影田 ひかげだ ２０６０～２０６２

陽皐 菅野 日影田 ひかげだ ６５９７～６５９９

睦沢 親田 日影田 ひかげだ ６８４９～６８５０

陽皐 吉岡 日陰田 ひかげだ ６９５７～６９８２

睦沢 親田 日陰田 ひかげだ ７４７１，　７４７４

陽皐 吉岡 日影田 ひかげだ

睦沢 粒良脇 日影林 ひかげばやし １７１６

睦沢 親田 日陰林 ひかげばやし ６６３６

陽皐 入野 日カゲ林 ひかげばやし ３８１９～３８２０

睦沢 大久保 日景山 ひかげやま ９９２４

睦沢 親田 日陰山 ひかげやま ７６０１～７６０２

睦沢 粒良脇 東 ひがし １８３６

陽皐 合原 東 ひがし ２０４０

陽皐 合原 東 ひがし ３０４２

睦沢 親田 東 ひがし ６５８７～６５８９，６６１６

睦沢 粒良脇 東垣外 ひがしかいと ４６６

睦沢 親田 東垣外 ひがしがいと ６６１４

睦沢 山田河内 東垣外 ひがしがいと ９３９３，９３９５～９３９９，９４１１～９４１２，９４２１，９５２２，９４３１

陽皐 合原 東田 ひがしだ １９５９～１９７３

睦沢 小松原 東田 ひがしだ？

陽皐 合原 東ノ切 ひがしのきり ３１５１～３１６６

睦沢 阿知原 東畑 ひがしばた ３１２９～３１３６，３２７９～３２８３

陽皐 菅野 東畑 ひがしばた ６７７４｜６７７５ロ

陽皐 北又 東林 ひがしばやし １０７２～１０７５，１０７７

睦沢 小松原 東前田 ひがしまえだ

陽皐 北又 彦右衛門畑（田）ひこえもんばた ２７８～２８０

睦沢 小松原 彦九郎田 ひこくろうだ ５１４６～５１５０

睦沢 粒良脇 彦三田 ひこぞうた ３５９

睦沢 粒良脇 彦平田 ひこべえだ ３５２

睦沢 親田 久畑 ひさばた ６００５，６０１８～６０１９，６０２１

睦沢 阿知原 火沢 ひざわ ４１２４，４１２６，４１６３～４１７９，４２９８～４３１２

睦沢 小松原 火沢 ひざわ ４３３６，４３５９～４３６１，４３６７～４３７３，４３７８～４３８４

睦沢 小松原 火沢 ひざわ ４３８６，　４４０６

睦沢 親田 七兵衛田 ひちひょうえだ ７４４１

睦沢 親田 七兵エ畑 ひちべえはた ７３８１

睦沢 親田 七本木 ひちほんぎ ６６８１～６６８３



47 ページ

陽皐 入野 一ツ田 ひとつだ ４１４９

陽皐 新井 一ツ田 ひとつだ ５２２６

睦沢 山田河内 一ツ田 ひとつだ ８６２３

睦沢 大久保 一ツ田 ひとつだ １０１８５，　１０１８７

陽皐 合原 一ツ田 ひとつだ １９３４～１９３６，２３７４

睦沢 親田 一ツ田 ひとつだ ７５３４～７５３５

睦沢 小松原 一ツ田畑 ひとつだはた？

睦沢 山田河内 一メ目 ひとつめ ８８０１～８８０５

陽皐 合原 日向 ひなた ２９３８

睦沢 小松原 日向 ひなた ４５２４

陽皐 菅野 日向 ひなた ６４６８

睦沢 親田 日向 ひなた ６７３８

睦沢 阿知原 日向 ひなた ２９７０～２９７１，２９８６～２９９１

睦沢 阿知原 日向 ひなた ３３３８～３３４２，３３５７～３３５８，３３６０

睦沢 山田河内 日向 ひなた
７７６１，７７６３，７７６９，７７７６，７８００～７８０２，７８７６～７８７
９，８４６４～８４６８，８４７０，８４７４，８４９０～８４９１，８５９７，８
６０２～８６０４，８６１３，８７１０，８８２５～８８３７

陽皐 菅野 日向前 ひなただ？（まえ） ６６００～６６０８

睦沢 小松原 日向畑 ひなたばた ４３９２

陽皐 北又 日向畑 ひなたばた １０５１，１０５３～１０５８，１３３８～１３４２，１４０４～１４０７

睦沢 粒良脇 日向畑 ひなたばた ５６８～５６９，６７５～６７６，７５３～７５５

陽皐 菅野 日向畑 ひなたばた ６４０４～６４２７

睦沢 親田 日向畑 ひなたばた ６４３７～６４３８，６４４０～６４４１

睦沢 親田 日向畑 ひなたばた ６９１６～６９１７，７２６６～７２６７

睦沢 親田 日向林 ひなたばやし ５８５４

睦沢 小松原 日向洞 ひなたぼら ４３９２，４４０１～４４０３，４４０５，４４７４，４４７６～４４８０

睦沢 親田 日向前田 ひなたまえだ ６７５７，６７６１～６７６４

睦沢 粒良脇 日向ムクリ ひなたむくり ２２２４

睦沢 親田 日向屋敷 ひなたやしき ６７５３

陽皐 合原 檜井戸 ひのきいど ２７９８

陽皐 新井 火畑 ひばた
５８０２～５８１２，５８１６～５８１８，５８２０～５８２３，５９２４イ～５
９３１

陽皐 北又 火振場 ひふりば １１３８～１１４０

陽皐 北又 百刈 ひゃくかり ４６７～４６８，４７０～４７８

睦沢 山田河内 び屋首 びやくび ７７６４

睦沢 山田河内 ビヤクビ びやくび
７８３６９，７８９４，７８９８，７９００～７９０１，７９０４～７９０９，７８
１７，７９３９～７９４０，８０２０～８０２３

睦沢 山田河内 ビヤクビ びやくび ８０２３～８０２６，８０３１～８０３５，８０４２

睦沢 山田河内 ビヤクボ びやくぼ ８０２３

睦沢 粒良脇 百目 ひゃくめ １７２０～１７２２

睦沢 粒良脇 百目 ひゃくめ １８０１～１８１２

睦沢 粒良脇 百目 ひゃくめ ２３１５～２３１８

睦沢 粒良脇 百目垣外 ひゃくめがいと １８２０

陽皐 仁王関 ヒヤケ ひやけ ６１６１～６１６２

睦沢 阿知原 ヒヤケ ひやけ
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陽皐 合原 日焼田 ひやけだ ２４３７～２４４６，２４４８，２４５５

睦沢 山田河内 ヒヤリ ひやり ９４４２，９６９６～９６９７，９６９９～９７００，９７５０～９７５４，９７６０

睦沢 親田 ヒヨリナギ ひよりなぎ ７５９４～７５９５，７５９８～７６００

陽皐 合原 平 ひら ２８７７，　２８７９

陽皐 新井 ヒラ ひら ５５３１～５５３２，５５３５～５５３６，５５４２

陽皐 菅野 ひら ひら ６４３９～６４５０，６４２５～６４６７，６４６９～６４７６，６６１６～６６１９

陽皐 北又 平岩 ひらいわ １３８０～１３８８

睦沢 粒良脇 平岩上 ひらいわうえ ２０２１

陽皐 吉岡 平野屋 ひらのや ７２１８

陽皐 合原 平畑 ひらはた ２８６３～２８６４，２８７１～２８７２

睦沢 親田 平畑 ひらはた ６７９１～６７９３，６８８３～６８８４

睦沢 粒良脇 平畑 ひらはた

睦沢 山田河内 平畑 ひらばた

睦沢 阿知原 平畑 ひらはた？ ３３９５

睦沢 山田河内 平畑 ひらばた？
９６１２，９６３５～９６５１，９６６３～９６６４，９６６７～９６６８，９６
７１，９６７３，９６７６，９６７８，９８４５

睦沢 山田河内 平林 ひらばやし ８０１４～８０１６

睦沢 小松原 平林 ひらばやし？ ４９５２～４９５３

陽皐 合原 平松 ひらまつ ３２３８～３２４８

陽皐 入野 昼飯場 ひるめしば ３８６０

睦沢 親田 ヒロミ ひろみ ６５０３

陽皐 新井 廣見 ひろみ ５３４１～５３４３

陽皐 新井 ヒロミ ひろみ ５４０３～５４０６

陽皐 鎮西 深志阿弥陀堂 ふかしあみだどう

睦沢 粒良脇 深田 ふかだ ３３０～３３３，４０３，４２０，５４３～５４７

睦沢 粒良脇 福本 ふくもと １８３８

睦沢 親田 袋洞 ふくろぼら ６０２２～６０３３

陽皐 入野 武士 ぶし ３５９１～３５９３

陽皐 入野 武士井下 ぶしいした ３８１２～３８１８

陽皐 合原 藤塚 ふじつか
３０１２，３０５０，３０５２，３０７３，３０８５，３０８７～３０８８，３１２
１～３１２９

睦沢 粒良脇 藤ノ木 ふじのき １６１１～１６２１

陽皐 北又 藤ノ木 ふじのき ２３２，２３４，２３７～２３８

睦沢 小松原 藤ノ木 ふじのき
４３９０～４３９１，４３９４，４６００～４６２３，４６２５４３９４，４６００
～４６２３，４６２５

睦沢 山田河内 藤ノ木 ふじのき ９３１２～９３１５

陽皐 菅野 藤本 ふじもと ６９０９

陽皐 菅野 藤本院 ふじもといん

陽皐 菅野 藤屋 ふじや ６４５１

睦沢 親田 フジ山 ふじやま ６３４６

陽皐 仁王関 二つ田 ふたつだ ６１４１～６１４２

陽皐 仁王関 二つ田 ふたつだ ６２８５～６２８６

睦沢 小松原 二ツ田 ふたつだ

陽皐 合原 札場 ふだば ３１７６～３１７９

陽皐 合原 札場坂 ふだばざか
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睦沢 小松原 二又洞 ふたまたぼら ５０５９～５０６８

睦沢 粒良脇 二日洞 ふつかほら ２５２４

陽皐 入野 ぶつし ぶっし ３５９５～３６２８

陽皐 入野 ブッシ井下 ぶっしいした ３８０８～３８１１

陽皐 入野 ぶっし洞田 ぶっしほらだ

陽皐 入野 ぶっし道上 ぶっしみちうえ ３５８４～３５８５

睦沢 粒良脇 古田 ふった
１４９４～１４９６，１４９８～１５０１，１５０４～１５１４，１５１６～１５
３７，１５４１，１５４７，１５５０～１５５３，１５５５，１５５９～１５６２，
１５６８～１５７０，１５７５～１５７６，１５７８

睦沢 粒良脇 古田上分 ふったうえわけ １５１５

睦沢 粒良脇 古田清水 ふったしみず １５４８～１５４９

睦沢 粒良脇 古田平林 ふったたいらばやし１５４２～１５４６

睦沢 大久保 船手 ふなで １０２１０

睦沢 大久保 船渡 ふなと １０１９３～１０１９４，１０１９８～１０１９９

睦沢 粒良脇 船渡 ふなと １８９９～１９０４，１９１５

睦沢 大久保 船渡平 ふなとたいら
１０１８９～１０１９０，１０１９５～１０１９７，１０２０５，１０２０７～１
０２０９

陽皐 北又 振屋田 ふりやだ １０７１

陽皐 北又 振屋田 ふりやだ ３５４～３６０

睦沢 阿知原 古石佛 ふるいしぼとけ ４１１８～４１２３，４１２５，４１２９

睦沢 阿知原 古平 ふるだいら ４２７０～４２７１，４２７４～４２７５，４２７７～４２８３

睦沢 大久保 古田平 ふるたひら？ ９９１３

睦沢 阿知原 古戸屋 ふるとや ３９００～３９０４，３９１６～３９１７

陽皐 入野 古林 ふるばやし ３９７７

睦沢 山田河内 古道 ふるみち ８５２１～８５２８，８５０２～８５６１

睦沢 阿知原 古屋敷 ふるやしき ４２７２

睦沢 粒良脇 古屋敷 ふるやしき ３８１～３８３

陽皐 入野 古屋敷 ふるやしき ４０６８～４０６９

睦沢 小松原 古屋敷 ふるやしき

睦沢 小松原 古屋敷所 ふるやしきどころ

睦沢 小松原 古屋敷前 ふるやしきまえ ５１３０～５１３５

睦沢 粒良脇 分場 ぶんば
２８９～３１７，２６４～２６７，４０４，４２５，３０１，３０３～３０５，３
０８～３０９，３８８～３９３

睦沢 親田 分場 ぶんば？ ６４７５

睦沢 粒良脇 分場上ノ切 ぶんばうえのきり ３８４～３８７

睦沢 粒良脇 分場下ノ切 ぶんばしものきり ３９４～３９５，４００～４０１

睦沢 粒良脇 兵助田 へいすけだ ９６２～９６７，９７０

陽皐 北又 蛇神 へびがみ １４００

睦沢 大久保 ベロベド べろべど

睦沢 粒良脇 弁慶 べんけい １９７５，　１９７８

睦沢 親田 弁当場 べんとうば ７０１３～７０２４

睦沢 親田 法印 ほういん ５４１０～５４１３

陽皐 鎮西 坊開土 ぼうがいと ４５６０～４５６１，４５７１～４５８６

陽皐 鎮西 坊垣外 ぼうがいと

陽皐 入野 傍木 ほうき ４３５９
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陽皐 鎮西 伯耆ヶ久保 ほうきがくぼ ４８７１～４８７４

睦沢 小松原 ホウサイ ほうさい ４６４９～４６５０

睦沢 小松原 ホウサイ畑 ほうさいばた

陽皐 北又 帽子神 ほうしかみ １１６５～１１７５

睦沢 山田河内 朴島 ほうじま？ ７８８１

睦沢 阿知原 ボウズダ ぼうずだ ３８９８

睦沢 親田 坊主洞 ぼうずぼら ５３８４～５３８９

睦沢 親田 朴田 ほうのきだ ７１９９～７２００

陽皐 入野 宝ノ戸 ほうのと ３８４９，　３８５２

睦沢 山田河内 宝ノ戸 ほうのと
７９４１～７９４３，７９９１～７９９３，７９９８～７９９９，８０２８，８０
３６～８０４１，８０４３～８１０９

睦沢 山田河内 宝ノ戸 ほうのと
８１１２～８１１５，８１１８，８１２６，８１２８～８１３０，８２１０～８２
１３，８２２８，８６３８

陽皐 入野 ホウノトウ ほうのとう ３８５０～３８５１，３８５３～３８５９

睦沢 山田河内 宝六田 ほうろくだ ８３６３～８３６７，８３７０～８３７５，８３７７～８３７８

睦沢 親田 ホクラツルネ ほくらつるね ５７６９～５７７５

睦沢 親田 穂差 ほさ ７５２３～７５２６

睦沢 親田 ホサシ ほさし
７４６０～７４６６，７４７８～７４９５，７４９７～７５００，７５１７～７５
２２，７５２７～７５３０

陽皐 鎮西 細田 ほそだ ４６０７

睦沢 粒良脇 細田 ほそだ １４８４～１４８９，１５０４，１５８５

陽皐 新井 細田 ほそだ ５２６６～５２６９

睦沢 阿知原 ホゾヌケ ほぞぬけ ３７０８，３７２５～３７２６

睦沢 山田河内 細ノ原 ほそのはら
７７７８，７８７４，７８８３～７８９３，７８９６，７９１２～７９１６，７９１
９～７９３５

睦沢 山田河内 細野原 ほそのはら ７９４６，７９４９～７９６２，８００１～８００２，８００４～８００５

睦沢 小松原 細洞 ほそぼら ５３１４

睦沢 粒良脇 ホソボラ ほそぼら ２２７６，２２８３～２２８８

睦沢 粒良脇 細洞 ほそぼら ３６８～３８０

睦沢 粒良脇 ホソボラ下 ほそぼらした ２２８０～２２８１

陽皐 合原 畦下 ぼたした ２７６７～２７７０

睦沢 大久保 保田下 ぼたした ９９９８～１０００２

陽皐 合原 堀田 ほった ２８１５

睦沢 小松原 堀田洞 ほったほら ４６４８

陽皐 新井 布袋 ほてい ５２９１

睦沢 大久保 洞 ほら １０１２５

睦沢 大久保 洞 ほら １０１７４～１０１７７，１０１８０～１０１８１

陽皐 合原 洞 ほら ３０７４～３０８０，３１６７～３１７５

陽皐 入野 洞 ほら ３４０８，　３４２９，３４３６

睦沢 親田 洞 ほら ６６５３～６６５６

陽皐 吉岡 洞 ほら ７００８～７０１４

睦沢 山田河内 洞 ほら ７７８９～７７９０，８８８７～８８９２，８９０４

睦沢 親田 洞ヶ谷 ほらがたに ７４４９

睦沢 阿知原 洞口 ほらぐち ３３３１～３３３６，３４２７～３４３０

睦沢 山田河内 洞沢入 ほらさわいり ７９０２～７９０３，７９４７～７９４８
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陽皐 合原 洞田 ほらだ １９５６～１９５８

陽皐 吉岡 堀 ほり

睦沢 小松原 堀切 ほりきり ４９１２～４９１３

睦沢 大久保 堀田 ほりた １０１６８

睦沢 粒良脇 洞ノ田 ほりのた？ ６９～７１

陽皐 吉岡 本城 ほんじょう
７０９２～７０９７，７０９９～７１０８，７１１０～７１１２，７１１６～７１
３８，７１４２～７１５２

陽皐 吉岡 本城 ほんじょう？ ７１５４～７１５７

睦沢 小松原 本洞 ほんぼら ５２９２

陽皐 合原 前 まえ １７８４～１７８６，２０４４，２０６９～２０７０

陽皐 鎮西 前沢 まえざわ

陽皐 合原 前田 まえだ ２７６３

睦沢 粒良脇 前田 まえだ
１３６～１３９，４７４，４７７，５０７，５２３，１３７３～１３７５，１３７
９，１３９３～１３９５，１３９８，１４４３～１４５０

陽皐 合原 前田 まえだ １７６２～１７６６

睦沢 粒良脇 前田 まえだ １７８５～１７９０，１７９３～１７９７，２１４２，２１５１～２１５８

睦沢 阿知原 前田 まえだ
３０７７～３０７８，３０８６，３０９０，３０９６～３０９７，３０９９～３１
００，３１０９～３１１０，３５７９

陽皐 入野 前田 まえだ
３３１５，３３３６～３３３８，３３９７～３３９８，３７３８，３９４２～３９
４４，３９５０～３９５２，３９５８～３９５９，３９７２～３９７３

陽皐 北又 前田 まえだ
３４３～３４６，４８１～４８２，４８４，８２８，９０４，９０６～９０８， ９
５４？

陽皐 入野 前田 まえだ
４０５１，４０５６，４０６６，４０７０，４０７２，４０７６，４１８６～４１８
８，４１９０～４１９１，４２４９～４２５０，４３０８

陽皐 鎮西 前田 まえだ ４６０４，４６６７～４６６８，４６７５～４６７６，４６８６～４６８９

陽皐 北又 前田 まえだ
５３８～５４３，５５０～５６０，８３１，８３９～８４２，８４５～８４９，９
８２～９３６

睦沢 親田 前田 まえだ

５４０７，５５２３～５５２４，５５２６，５５４３，５５４５～５５５２，５８４
６，５８６６～５８８０６１９３～６１９４，６１９６，６２４８，６２５３～６
２５４，６２６１～６２６２，６２６６，６２６９，６２９１～６２９２，６２７
４，６２８３，６３７１，６３７６，６３８７～６３９０

睦沢 親田 前田 まえだ ５５５４，５８８８～５８９０，６０７７

陽皐 仁王関 前田 まえだ ６２２５～６２２７，６２６８～６２７０，６２９２～６２９３，６２９６～６２９８

睦沢 親田 前田 まえだ
６３９４，６３９８，６３８９，６４１３，６４１７，６４２０～６４２２，６４４
２～６４４６，６４５３～６４５５，６４６１，６６２５～６６２７，６６８４，
６６８６～６６８８

睦沢 親田 前田 まえだ

６６９６，６７６０，６７８２～６７８４，６８００～６８１０，６８８６～６８
８７，６９３３，７２１０～７２１２，７２３２～７２３４，７２７４，７３１６
～７３１９，７３２７，７３５２～７３５５，７３５９，７３６３～７３６４，７
３７２，７３９４，７３７６，７４３３，７４８７，７４３８，７４４７，７４５３
～７４５６，６７７１，６７７４，６８９５，６９２３，７４２１～７４２３

陽皐 吉岡 前田 まえだ ７２０６～７２０７，７２０９

睦沢 粒良脇 前田 まえだ ７５～７８

睦沢 山田河内 前田 まえだ ８７２２～８７２３，９２９４～９２９８

睦沢 大久保 前田 まえだ ９９５７，９９７５，９９８０～９９８２，１０１４０～１０１４２，１０１５０

睦沢 小松原 前田 まえだ

陽皐 入野 前田下 まえだした ３９４７～３９４９

睦沢 粒良脇 前田下ノ切 まえだしたのきり １４５５～１４５８

陽皐 北又 前田洞 まえだぼら ５６１

睦沢 粒良脇 前田向山 まえだむこうやま ２３０６
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睦沢 小松原 前ノ前 まえのまえ

睦沢 粒良脇 前畑 まえばた １３９０

睦沢 阿知原 前畑 まえばた ３０９４，３１１８～３１１９，３５７１～３５７２

睦沢 親田 前畑 まえばた ５５５２，６２３０～６２３２

陽皐 吉岡 前畑 まえばた ７１５８，７１７０～７１７６

睦沢 粒良脇 槙ヶ洞 まきがほら １６３１～１６４０，１６４８～１６５０

睦沢 粒良脇 槙ノ原 まきのはら １６４９ノ３４？

陽皐 仁王関 槙ノ本 まきのもと ６０９４

陽皐 仁王関 牧ノ本 まきのもと ６１０４

陽皐 合原 槙ノ本 まきのもと ２０６５～２０６８，２０７１～２０７３，２０９１～２０９５

陽皐 鎮西 枡場 ますば ４６９０～４６９１

陽皐 吉岡 枡屋 ますや ７１５９

陽皐 北又 マセクチ ませぐち １０１１～１０１２

陽皐 北又 マセ口 ませぐち １５５１～１５５４

陽皐 入野 マセグチ ませぐち ４３２４，４３２６，　４３５０

睦沢 小松原 間瀬口 ませぐち ５１５３～５１５４

睦沢 粒良脇 馬瀬口 ませぐち ７０４～７０７

睦沢 粒良脇 マセ口 ませぐち ７１４～７１５

睦沢 粒良脇 馬背口 ませぐち ７１６～７１７

睦沢 親田 又井畑 またいばた ６７２９，６９４８～６９５７

睦沢 粒良脇 又瀬 またせ ５２４～５３５，１３２０～１３２４

陽皐 北又 又田 まただ ５６８～５７９，５８６～５９２

睦沢 山田河内 又洞 またぼら
８６４０，８６４２，８６４５～８６５３，８６５５～８６５８，８６６０～８６
７６，８６８３～８６８５

陽皐 北又 町下 まちした ５４６，８９１～９００，９１０

睦沢 阿知原 町張 まちはり ２８６４～２８６６，２８７８～２８８２

陽皐 吉岡 松岡屋 まつおかや

睦沢 小松原 松ヶ洞 まつがほら ４４９２～４４９３，４４９５～４９９９

睦沢 大久保 松川 まつかわ １０２１５

睦沢 粒良脇 松川 まつかわ
１８６７～１８７９，１８８３，１８８５，１８８７，１８９８，１９１９～１９２
７，１９２９～１９３１

睦沢 粒良脇 松川大平 まつかわおおびら １８８０？，　１８８２

陽皐 合原 松木 まつき ２５６９～２５７９，２５９９～２６０５，２６１１～２６２０

陽皐 入野 松ナギ まつなぎ ４２３９～４２４７

睦沢 粒良脇 松ノ木原 まつのきばら ２３８１～２３８２，２３９５～２３９９，２４０１～２４０３，２４０５～２４０６

睦沢 粒良脇 松ノ木原 まつのきばら ２４１０～２４１５，２４１９，２４２５，２４２７，２４３９～２４４１

陽皐 北又 松ノ越 まつのこし ５９３～５９４，６８８～７２１，８５６～８６４，８８３～８８７

陽皐 北又 松ノ越山 まつのこしやま ７００

陽皐 北又 松場 まつば ９６０

睦沢 粒良脇 松葉 まつば ５５７～５５８

陽皐 仁王関 松葉 まつば ６２８８～６２９１

睦沢 粒良脇 松葉下 まつばのした ５５３，５５６，５７５～５７８

陽皐 合原 松林 まつばやし １６０７～１６１１，１６１２ロ

睦沢 親田 松林 まつばやし ７３７５～７３７６，７３８２～７３８９，７３９１～７３９９，７４０４～７４０８
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陽皐 鎮西 松山 まつやま ４６１６

睦沢 山田河内 松山 まつやま ９００４～９０２４，９０９５，９２１７

陽皐 入野 的小屋 まとごや

睦沢 山田河内 的場 まとば ９５１２

睦沢 阿知原 的場 まとば

陽皐 鎮西 マノセ日かげ まのせひかげ ４７６５

睦沢 山田河内 丸ムツリ？ まるつむり？ ８１９１，８１９４，８１９６，　８２２１

陽皐 北又 丸根 まるね ４０７，１２０６～１２０７，１２１２～１２２５，１２２９

睦沢 親田 丸根 まるね ６２９９～６３４３，６３４８，６７００～６７２４，６９６５

睦沢 山田河内 丸根 まるね ７９６３～７９９０，７９９４～７９９７，８０００，８７３８

睦沢 山田河内 丸根 まるね

睦沢 粒良脇 丸畑 まるばた
１９３２～１９３６，１９４２，１９４５～１９４６，１９４８～１９５１，１９
５５～１９５６

睦沢 親田 丸畑 まるばた ６１７５～６１８７，６１９０

睦沢 粒良脇 丸畑下 まるばたした １９４３

睦沢 粒良脇 丸畑荷場 まるばたにば １９４４

陽皐 鎮西 丸森 まるもり ４８８９～４９０９

睦沢 親田 丸森 まるもり ７３０１～７３０２

睦沢 親田 丸森 まるもり ７５９６～７５９７

睦沢 阿知原 丸屋 まるや ３０９５

睦沢 阿知原 丸屋 まるや ３２９４

陽皐 仁王関 丸屋 まるや ６０８０，　６０８２，６０８５

陽皐 仁王関 丸山 まるやま ６３０１，　６３０４

睦沢 大久保 丸山 まるやま ９９１１～９９１２，９９１５，９９１７

睦沢 大久保 丸山サカシ畑 まるやまさがしはた９９１９，　９９２７

陽皐 新井 廻島 まわりじま ５３１８，５４６６～５４８１，５４８８ロ

陽皐 菅野 廻島 まわりじま ６３８８～６４０３

陽皐 入野 万蔵塚 まんぞうつか ３５７８～３５８３

陽皐 入野 三刈 みかり？

睦沢 親田 三国屋 みくにや ６７５９

睦沢 粒良脇 実子田 みこだ？ ２１４７

陽皐 北又 御射山社 みさやましゃ

陽皐 入野 見尻畑 みじりばた ３４９４～３４９５

睦沢 大久保 水上 みずかみ ９９３３～９９３４

睦沢 大久保 水上田 みずかみだ ９９４５～９９５０，９９５２

睦沢 粒良脇 水汲場 みずくみば ２３４４，　２３７１

睦沢 阿知原 水付畑 みずつきばた？

睦沢 山田河内 水斗 みずと？ ８７４５

睦沢 粒良脇 水ノ入 みずのいり ４２９～４３２，４３８，４４３，４４５～４４８

睦沢 山田河内 水ノ入 みずのいり ９２７１～９２７２，９２７５

睦沢 大久保 水ノ入 みずのいり ９８９２～９８９７，９９２８，９９３２，９９３４～９９３８，９９５１

睦沢 親田 水向 みずむこう ７２１８～７２２０，７２２７，７２２９

睦沢 親田 水割 みずわり ６２５２

陽皐 北又 溝田 みぞうだ １０１３～１０１４
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陽皐 鎮西 溝口 みぞくち ４６８５

陽皐 合原 溝端 みぞばた ２８９２

陽皐 北又 溝端 みぞばた ２４３～２４５

陽皐 合原 溝間 みぞま ３０３０～３０３７

陽皐 新井 三十森 みそもり ５３８３

陽皐 新井 ミタヒ みたび？ ５４０８～５４０９，５４１９

陽皐 新井 三タビ みたび？ ５６１４～５６１８，５６２１～５６２３

睦沢 粒良脇 道合 みちあい １０２～１０８

陽皐 合原 道合 みちあい ２４６６～２４７１

陽皐 入野 道上 みちうえ ３７８１

陽皐 入野 道上 みちうえ ４１７９

陽皐 合原 道上 みちうえ ２１３５～２１３７，２１３９～２１４６

睦沢 粒良脇 道上 みちうえ ２３００？

陽皐 合原 道上 みちうえ ３０３９～３０４０

陽皐 新井 道上 みちうえ ５９０３～５９０５

陽皐 入野 道下 みちした ３７４６

陽皐 合原 道下 みちした ２１５５～２１６０

睦沢 山田河内 道下 みちした
７７６０，７７７９～７７８０，７８４０，７９１８，８３６１～８３６２，９３１
６～９３１９，９３２１～９３２３

睦沢 阿知原 道下 みちした

陽皐 合原 道端 みちばた ２１３２～２１３４

陽皐 新井 三ツ居 みつい ５４１１

陽皐 鎮西 三ツ澤 みつざわ ５９７９

睦沢 粒良脇 三ツ田 みつだ ５２１～５２２

睦沢 親田 三ツ田 みつだ ６８８１～６８８２，６８９０

陽皐 吉岡 三ツ田 みつだ ７２５３～７２５５

睦沢 山田河内 三ツ堀田 みつほった ８１１９，８１２１，８１２２，８３５４～８３５８，８３６０

睦沢 阿知原 御堂原 みどうばら ３２７０～３２７３，３２７８

睦沢 親田 見鳥屋 みとりや ６６６４

陽皐 鎮西 南沢井口上 みなみさわいぐちうえ４９４３，　４９４０

陽皐 鎮西 南沢井下 みなみさわいした ４９５６～４９６０

陽皐 鎮西 南沢井筋上 みなみさわいすじうえ

陽皐 入野 南ツ原 みなみっぱら ４２６６，４２６８～４２６９，４２７５，４２９６，４３３７～４３３８

陽皐 鎮西 南ノ沢 みなみのさわ ４８８８

陽皐 吉岡 南半場 みなみはんば ７２１９～７２２０，７２２５～７２３３

睦沢 大久保 峰ノ坂 みねのさか ９８９８～９９１０，９９１６

睦沢 山田河内 三墓 みはか ９５６３～９５７０，９５７２～９６３４，９６６１

陽皐 北又 耳ヶ畑 みみがはた
１２５９，１２６１～１２６３，１２６５～１２６６，１２７１～１２７２，１２
８３～１２８５，１３０２～１３０７

睦沢 親田 宮後 みやうしろ ６６３７

睦沢 親田 宮腰 みやごし ６７７６～６７８１

睦沢 親田 宮沢 みやざ ６３９５～６３９６，６４０８，６４１２，６４１５

睦沢 山田河内 宮下才ノ神 みやしたさいのかみ８４４４

陽皐 北又 宮ノ後 みやのうしろ １２３０～１２３３，１２９８
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陽皐 北又 宮ノ後 みやのうしろ

陽皐 鎮西 宮ノ腰 みやのこし ４５８７，　４５８９

睦沢 小松原 宮ノ下 みやのした ５１０８

睦沢 大久保 宮ノ下 みやのした ９９７０

睦沢 阿知原 宮ノ下 みやのした ３８３３～３８３６，３８４４～３８６２，３８６６～３８６８

睦沢 山田河内 宮ノ下 みやのした ８４４８～８４４９

睦沢 阿知原 宮ノ原 みやのはら ３８４０～３８４３，３８８５，３８９７

睦沢 山田河内 宮ノ原 みやのはら ８００２，８２４０～８３１１

睦沢 阿知原 宮ノ洞 みやのほら ３８９４～３８９６

睦沢 大久保 宮ノ前 みやのまえ １０１２９

陽皐 入野 宮ノ前 みやのまえ ４０３９～４０４３，４０４６

陽皐 仁王関 宮ノ前 みやのまえ ６２３９イ，６２４０～６２４３

陽皐 入野 宮ノ森 みやのもり ４１００，４１０６～４１０７

睦沢 親田 宮張 みやばり ６７５１，　６７５８

睦沢 親田 宮張前田 みやばりまえだ ６７５７，６７６１～６７６４６７６１～６７６４

睦沢 親田 宮脇 みやわき ６７８０ノ２

睦沢 大久保 ミョウガ嶋 みょうがしま ９９９１～９９９３

陽皐 北又 茗荷林 みょうがばやし
１２１９～１２２１，１２３７～１２３８，１２４１～１２４４，１２４６～１２
４７，１２５６

睦沢 山田河内 明神社 みょうじんしゃ

睦沢 粒良脇 明神原 みょうじんばら ２４２０，　２４２３

睦沢 親田 三𠮷屋 みよしや ６６９８

睦沢 山田河内 向田 むかいだ ８６９４

睦沢 山田河内 向田 むかいだ
８８０６～８８０９，８８２１，８８２４，８８４２，８８４４，８８６８，８８７
９～８８８１

睦沢 粒良脇 向垣外 むかがいと
１４００，１４５９～１４６３，１４６７～１４８３，１４９１～１４９３，１５
３６～１５９１，１７１８

睦沢 粒良脇 向垣外川端 むかがいとかわばた１４６４～１４６６

陽皐 北又 麦田 むぎた ２８４～２８５

睦沢 阿知原 麦田 むぎた ３０６７～３０６８

睦沢 粒良脇 無栗 むくり
１２４５，１２５６，１２７１～１２７８，１２８５，１２９１～１３０１，１３０
４～１３０９，１３１２～１３１４，１３１７

睦沢 親田 ムクリ むくり ７４００～７４０３

睦沢 粒良脇 向 むこう １８４８

陽皐 仁王関 向壱貫目 むこういっかんめ ６１８３～６１８５，６１８９～６１９３

睦沢 粒良脇 向上 むこううえ ２３２１

睦沢 粒良脇 向垣外 むこうがいと １８２７

陽皐 菅野 向島 むこうじま ６６４０～６６４９，６６５３～６６６３

陽皐 仁王関 向田 むこうだ ６２４４

陽皐 合原 向田 むこうだ ２８４２～２８４４

陽皐 北又 向田 むこうだ ９６６ロ，９７１～９７３，９７６～９７８

陽皐 合原 向畑 むこうはた ３０４７～３０５１

陽皐 仁王関 向畑 むこうばた ６１８６，　６２２４

睦沢 粒良脇 向林 むこうばやし １４４２

睦沢 粒良脇 向林 むこうばやし ２３２０
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睦沢 親田 向林 むこうばやし ５５０１～５５１３

睦沢 親田 向前田 むこうまえだ ７４２８

睦沢 親田 向前田 むこうまえだ ６７６９～６７７０

陽皐 仁王関 向山 むこうやま ６１４８～６１５７

陽皐 仁王関 向山 むこうやま ６１８７～６１８８

陽皐 吉岡 無浄土？ むじょうど ６９０９～６９５６，７３２２

睦沢 親田 六ツ田 むつだ ６５２６～６５２９

睦沢 山田河内 室屋 むろや

睦沢 粒良脇 餅ヶ洞 もちがほら ６８６～６８９

陽皐 鎮西 元境内 もとさかいうち ４６１２～４６１３，４６１５，４６１７～４６１８

睦沢 粒良脇 元屋敷 もとやしき ４６０

睦沢 親田 元屋敷 もとやしき ２４３０～２４３１

睦沢 親田 元屋敷 もとやしき ６０６０～６０６１，６０６５～６０７２

陽皐 仁王関 元屋敷 もとやしき ６１５８～６１５９，６２３４

陽皐 鎮西 樅木洞 もみのきぼら ４９４５～４９４８

睦沢 親田 桃木田 ももきだ ５９７０，６２０４，６２０６～６２０７

睦沢 親田 桃ノ木畑 もものきばた ６２０２

睦沢 親田 桃山 ももやま ５４９０～５４９３

睦沢 大久保 森 もり １０２４０

睦沢 粒良脇 森際 もりぎわ １４１５

睦沢 粒良脇 森下 もりした １４０１～１４１２，１４１９～１４２１，１４５４，１５９２～１５９３

睦沢 小松原 森下 もりした ４７４３，４７８５，４７８７，５１０９，　５１１２

睦沢 山田河内 森下 もりした ９３２４～９３２９，９３３１～９３４９，９３５７～９３５９

睦沢 粒良脇 森下上ノ切 もりしたうえのきり １４５１

睦沢 粒良脇 森下下ノ切 もりしたしたのきり １４５３

睦沢 粒良脇 森ノ上 もりのうえ １４１７～１４１８，１４２６

睦沢 大久保 森ノ脇 もりのわき ９８８７，　９９４１

睦沢 小松原 森屋 もりや

陽皐 合原 門 もん １７５８～１７６１

陽皐 鎮西 門先 もんさき ４６１７

陽皐 鎮西 門先上 もんさきうえ ４６１０

睦沢 粒良脇 八重原 やえばら ２４５～２４６，２４８～２５２

睦沢 粒良脇 薬師前 やくしまえ ４８３ノ１

睦沢 山田河内 薬師山 やくしやま ８７５２～８７５３

陽皐 仁王関 ヤゲン沢？ やげんざわ
６００９，６０８３～６０８４，６１２０ヘ，６２３１，６２３５～６２３７，６
２３８～６２３９ロ，６３０３，６３０６～６３０７

陽皐 北又 屋古田 やこた ５３３～５３４

陽皐 合原 弥五郎田 やごろうだ ２７７１～２７７２

睦沢 親田 ヤサキ やさき ７５４０，７５４３～７５４６，７５４９～７５５０

睦沢 親田 矢サキ やさき ７５４１，７５４７～７５４８，７５５１～７５５５，７５５７，７５５９～７５６３

睦沢 山田河内 弥三郎林 やさぶろうばやし
８４０３，９４０５～９４０６，９４６８，９４７０，９４７３，９４７８～９４９
８，９５５７～９５５９，９５７１

陽皐 北又 屋敷 やしき ９０９

陽皐 新井 屋敷 やしき ５１２５
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陽皐 仁王関 屋敷 やしき ６２９５

陽皐 吉岡 屋敷 やしき ７２０４

睦沢 山田河内 屋敷 やしき ７９３６

陽皐 合原 屋敷 やしき ２８３７～２８３８，２８４１

睦沢 阿知原 屋敷 やしき ３３００，　３５５１

陽皐 鎮西 屋敷 やしき ４６２４～４６２５

睦沢 親田 ヤシキ やしき
５４６７，６１９８，６２０３，６２２７，６２３９～６２４０，６２４７，６２５
３，６２５６，６２７３，６２８４

睦沢 親田 ヤシキ やしき ６０７９，６０８５，６１０７，　６１１１，６１２９，６１９２

睦沢 親田 ヤシキ やしき
６３５２～６３５３，６３７０，６３７４，６３９２，６３９７，６４１６，６４３
４，６４５７，　６４７０，７２１４

陽皐 吉岡 屋敷 やしき

陽皐 合原 屋敷裏 やしきうら ２７５６

睦沢 小松原 屋敷下 やしきした ４５５４

睦沢 小松原 屋敷下 やしきした

睦沢 粒良脇 屋敷田 やしきだ ４８２

睦沢 大久保 ヤシキ やしきだ ９９５５

陽皐 合原 屋敷田 やしきだ ２８８０～２８８１

陽皐 新井 ヤシキ田 やしきだ ５３３５～５３３６

睦沢 小松原 屋敷所 やしきどころ

睦沢 小松原 屋敷畑 やしきはた ４５４０

陽皐 新井 ヤシキ畑 やしきばた ５６１９

陽皐 吉岡 屋敷畑 やしきばた

睦沢 小松原 屋敷前 やしきまえ

睦沢 親田 屋敷山 やしきやま ６９７４

陽皐 入野 屋下 やした ３７８２

陽皐 合原 家下 やした ３１４１～３１４４，３１８３

陽皐 合原 休戸 やすみど １８０１～１８０２，１８２９～１８３０

陽皐 合原 休戸畑 やすみどばた １７９８～１８００，１８０３～１８１４，１８２３～１８２４

睦沢 阿知原 ヤセツルネ やせつるね ９２８６～９２９１

陽皐 鎮西 ヤセネ やせね ５９３２～５９３７

陽皐 鎮西 ヤセネ日かげ やせねひかげ ５９３８～５９４６

睦沢 山田河内 矢岳 やたけ
７７７７，７８０４，７８０９～７８１０，７８１２～７８２７，７８３０～７８
３２，７８９５，７８９９

睦沢 粒良脇 八十次田 やつぎだ １０９５～１０９７

陽皐 北又 八曽根 やつぞね ６５６～６６０

睦沢 小松原 柳木ヶ洞 やなぎがほら ５３１０～５３１３

睦沢 阿知原 栁洞 やなぎほら ３９１２～３９１５，４１０７，４１８８～４１９０，４２７６

陽皐 鎮西 柳洞 やなぎぼら ４８７５～４８７６

睦沢 阿知原 屋ノ上 やのうえ？ ３３１３～３３１４，３５４６～３５５０，３５５４，３５７３，３６１６

睦沢 粒良脇 屋ノ廻リ やのまわり ３５

睦沢 親田 ヤバミ やばみ ７２８８～７２９６，７３０３～７３０８

陽皐 入野 藪越 やぶこし ３７５９

陽皐 北又 ヤブ下 やぶした ９５５

睦沢 親田 ヤブ下 やぶした ７３２５
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睦沢 粒良脇 藪下 やぶした ２３９～２４０

睦沢 山田河内 藪下 やぶした ８５１３～８５１４

睦沢 小松原 藪下 やぶした

睦沢 粒良脇 藪下金兵衛畑 やぶしたきんべえばた１３９６

睦沢 粒良脇 藪ノ上 やぶのうえ １８２９

睦沢 小松原 山神 やまがみ ５０２６

陽皐 鎮西 山きり やまぎり？ ４６９２

陽皐 合原 山際 やまぎわ
２９２４～２９３７，２９３９～２９５４，２９６８～２９７５，２９７７～２９
９３，２９７７～３０００，３００４～３００５

陽皐 鎮西 山キハ やまぎわ ４６９４～４６９７

睦沢 小松原 山キワ やまぎわ

陽皐 合原 山際菊右エ門田やまぎわきくえもんだ２９６４～２９６７

陽皐 新井 山口 やまぐち ５６５７～５６５８,５８７４ノ１，５８７５ノ２

陽皐 仁王関 山口 やまぐち ６０７７，６０８９～６０９３，

陽皐 入野 山口 やまぐち

陽皐 鎮西 山口 やまぐち

陽皐 新井 山口上 やまぐちうえ ５８６３～５８６４

陽皐 鎮西 山さき やまさき ４６８５，　４６９８，４９０３

睦沢 山田河内 山崎 やまざき ８５９４，８８１５～８８１８

陽皐 合原 山田 やまだ ２９１９

陽皐 合原 山田 やまだ １８６５～１８７１，１９５２～１９５５

陽皐 合原 山田 やまだ ２８１０～２８１３，２８１９～２８２０，２８２５～２８２７

陽皐 合原 山中 やまなか
２１４９～２１４５，２１７２～２２０２，２２１５～２２１８，２２２９～２２
３０，２２３５～２２４０

陽皐 仁王関 山中 やまなか ６１２１～６１２３，６２２９～６２３０，６２３２，６３０２，６３０５，６３０８

睦沢 小松原 山中垣外 やまなかがいと ５００６～５００９

睦沢 小松原 山中垣外 やまなかがいと

陽皐 仁王関 山中ヤケシ沢 やまなかやけしざわ６２２８

陽皐 合原 山神 やまのかみ ２８５０

陽皐 鎮西 山神 やまのかみ ４９３５～４９３６

睦沢 親田 山ノ神沢 やまのかみさわ ７００９

陽皐 入野 山ノ神下 やまのかみした ３３７９～３３８２

陽皐 鎮西 山ノ神平 やまのかみひら ５９７８

睦沢 粒良脇 山ノ神洞 やまのかみほら １６４１～１６４４，１７７４～１７７８

睦沢 粒良脇 山ノ神洞 やまのかみぼら ２３０２～２３０５

陽皐 鎮西 山神洞 やまのかみぼら ４９３４，４９３７～４９４２

陽皐 合原 山神前 やまのかみまえ ２８０７～２８０９

睦沢 粒良脇 山神又洞 やまのかみまたぼら１７１５

陽皐 北又 山ノ田 やまのた １３１４～１３１９，１３２６～１３３４，１３４３～１３５５

陽皐 合原 山ノ田 やまのた １６１４，１６１８，１６２０～１６３６，１７３６～１７４１

睦沢 親田 山ノ田 やまのた ５８４７～５８５３，５８５５～５８６０，５８８７，５８９１～５８９４

睦沢 山田河内 山ノ寺 やまのてら ７８２９，７８３３～７８３５，７８４１～７８４７，７８５７～７８５８

陽皐 鎮西 山ノ寺 やまのてら

睦沢 阿知原 山伏塚 やまぶしづか ２５３７，２５４２～２５４５
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陽皐 仁王関 山伏塚 やまぶしづか ６２１１，　６２５９

睦沢 阿知原 山屋 やまや

陽皐 合原 槍ノ柄 やりのえ ２３２３～２３２５

睦沢 粒良脇 八幡釣根 やわたづるね ４０

陽皐 鎮西 夕顔蔵 ゆうがおぐら ４７０８，４７１０～４７１５，４７１８

陽皐 鎮西 尹良神社 ゆきよしじんじゃ

睦沢 阿知原 湯ノセ ゆのせ ３９０５～３９１１，４２９３～４２９６

陽皐 吉岡 弓矢場 ゆみやば

睦沢 粒良脇 与市畑 よいちばた ２７６

睦沢 親田 養老田 ようろうだ ５３９０～５３９１，５９９５

陽皐 合原 与吉田 よきちだ １６４３

睦沢 親田 ヨキトギ よきとぎ ６９６１～６９６４

睦沢 親田 ヨキトギ よきとぎ ７１４７～７１４８

陽皐 鎮西 ヨキトギ洞 よきとぎぼら ４９６３～４９６６

睦沢 山田河内 横大道 よこだいどう ７７５８

陽皐 入野 横大道 よこだいどう ３４３７，３４４２，３４４８～３４４９，３４５６

睦沢 山田河内 橫大道上 よこだいどううえ ７７５７

睦沢 大久保 ヨコタテヒラ よこたてひら １００８３

睦沢 大久保 横手平 よこてひら １００８７～１００８８，１００９６

睦沢 阿知原 ヨコネジ よこねじ ３７４６

睦沢 粒良脇 ヨコマイ よこまい ２３８３

睦沢 阿知原 橫前 よこまえ ３０９７

睦沢 小松原 橫前 よこまえ ４５１１

睦沢 山田河内 橫前 よこまえ
７６９５，７７０４，７７０６～７７０７，７７０９～７７１２，７７１５～７７
１７，７７１９～７７２０，７７５０～７７５１，７７５９，９１１９

睦沢 粒良脇 横道 よこみち ２２１９～２２２０

陽皐 北又 横道 よこみち ９９９～１００３

睦沢 大久保 横道上 よこみちうえ １００８２

陽皐 新井 横道上 よこみちうえ ５７０５，　５７０８

睦沢 粒良脇 横道下 よこみちした ２２２２

陽皐 新井 横道下 よこみちした ５６８９～５６９２

陽皐 仁王関 与左エ門田 よざえもんだ ６２８７

陽皐 合原 与三田 よさだ ２６９９～２７０４

睦沢 親田 𠮷ヶ沢 よしがさわ ７１３９

睦沢 粒良脇 ヨシガサワ よしがさわ ２００９～２０１１，２０１７，２０１９～２０２０

睦沢 親田 𠮷ヶ洞 よしがほら ５６２０～５６２６

陽皐 鎮西 与七田 よしちだ ４６６３，　４６６６

睦沢 山田河内 吉原 よしはら ８５９１

陽皐 入野 吉原 よしはら ３７９７～３８０７

陽皐 新井 吉原 よしはら ５３７１ロ、５３７２，５３７４～５３８１，５３８４～５４００，５６２７

睦沢 親田 吉原 よしはら
６４２３～６４３０，６４３２，６４３６，６４３９，６６３４～６６３５，６６３
８～６６４２

睦沢 小松原 ヨシ洞 よしぼら ４３２６

睦沢 親田 𠮷本屋 よしもとや ６６６１
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陽皐 合原 四ッ田 よつだ ２６２８

睦沢 阿知原 四ツ田 よつだ ４２３１

睦沢 粒良脇 與平田？ よでだ ２３７ノ２

陽皐 北又 米山 よねやま １４４５～１４６７

睦沢 親田 米山 よねやま ５９８６～５９８７，５９４３～５９５３，６２１１～６２１４

睦沢 粒良脇 与八垣外 よはちがいと １３５８

陽皐 鎮西 萬屋 よろずや ４５６８

睦沢 阿知原 ラントウバ らんとうば ３５８２，３５８４，３５８６～３５８９

睦沢 阿知原 利兵衛畑 りへいばた ４０４０～４０４１

睦沢 粒良脇 良才松川 ろうせんまつがわ １９２８

陽皐 北又 六十刈 ろくじゅうかり ２０３～２２１，４４４～４５１，４６１～４６６

睦沢 阿知原 六十刈 ろくじゅうがり ３００３～３００５，３０２５～３０２８

睦沢 小松原 六十刈 ろくじゅうがり ４８４１～４８４６，４９６１～４９６５，４９６７～４９６８

睦沢 山田河内 六十刈 ろくじゅうがり ８８１２～８８１４，８８４５

睦沢 親田 六輔林 ろくすけばやし ６４７６

陽皐 仁王関 六貫目 ろっかんめ ６１６０

陽皐 合原 六百田 ろっぴゃくだ ２５２２～２５２７

睦沢 親田 若林 わかばやし ７５８７

陽皐 新井 若林 わかばやし ５３４４～５３４７

陽皐 合原 若穂屋敷 わかほやしき ２９７６

睦沢 親田 若松 わかまつ ５４２４

陽皐 北又 若松 わかまつ ９４２，１１３０～１１３３，１１３６～１１３７

睦沢 阿知原 若宮坂 わかみやざか ３３１５，３４９２ノ１～３４９２ノ６，３４９６

陽皐 新井 和合道上 わごうみちうえ ５８１３～５８１５

睦沢 粒良脇 早稲田 わせだ １７９９

陽皐 仁王関 早稲田 わせだ ６２６７，６２７６～６２７７

睦沢 粒良脇 早稲田 わせだ ８０～８３

睦沢 大久保 渡手？ わたりて １０２０９

陽皐 菅野 和手 わで ６８２７

睦沢 阿知原 割田 わりた ３１０１，３１０４～３１０８

睦沢 親田 割林 わりばやし ７５８９～７５９３

睦沢 阿知原 西島屋

睦沢 阿知原 島屋


