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大字 呼び名 小字 地　　　番　 図 由来

平谷村 合川 あいかわ 合川 ４０３－

松川町 元大島 あいさはた あいさ畑 １５０８ 38 57

大鹿村 大河原 あいさわ あいさわ 4881－

阿智村 伍和 あいざわ 相沢 ２６７１～２６８６

大鹿村 大河原 あいさわみちうえ あいさわ道上 4882～4883

阿智村 伍和 あいざわわたし？ 相沢渡 ５２５～５２８　　あいざわど

阿智村 伍和
あいざわわたしかわ
むかい？

相沢渡川向 ５２９～５３４　　あいざわどかわむかい

下條村 睦沢 あいだ 相田 ５４８４

下條村 睦沢 あいだ 相田
５２４９～５２５０，５３２２～５３４４，５３６４～５３６８，５３７８
～５３８４

下條村 睦沢 あいたざわ 相田沢 ５５６１～５５６３

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

天龍村 神原 あいど
アイド（郷戸
ヒラノ内）

233-235 44 ,57 147

天龍村 神原 あいど アイト 306-308 44 147

泰阜村 南山 あいど 相戸
8170-8171,8175,8177-8179,8181-8199，8248-8249，8251-
8252,8255,8262-8263，8265

89 116

阿智村 駒場 あいどがわり 合戸替リ
１７８８～１７９２，１７９４，１７９８，１８０２～１８０７，１８０９
～１８２６

泰阜村 南山 あいどやま 相戸山 8215 92 116

阿智村 智里 あいぬま 合沼 ３７４～３７６

阿南町 大下条 あいね 合袮 2848

阿智村 智里 あいのさわ 合ノ沢 ２３３２～

高森町 牛牧 あいのさわ アイノ沢
６３６ノ１－２，５４０－６４１，６４３，６８６－６８７，７０６-７０
８イ，７１０－７１２，７１７－７１８，７２０－７２２

5－13 1

高森町 牛牧 あいのさわ アイノサワ ７０８ロ－７０９，７１２イ,７６３ 5－13 1

松川町 元大島 あいのさわ 相ノ沢 ５６７－５７２，１２２６，１２２９－１２３０ 47 18

高森町 下市田 あいのさわした 相之沢下 ３３２１－３３２７，３３９５－３５４０，３５８６－３６５２ 4－13　 1

豊丘村 神稲 あいのつりね 合ノ釣根 ２６９７－２７００ 五－5 123

下條村 睦沢 あいのほら 合ノ洞 １９３

豊丘村 神稲 あいのほら 相ノ洞 ２３１８－２３１９ 五－2 57

豊丘村 神稲 あいのほら 合ノ洞 ２７３７－２７３９，２７４２，２７４５－２７４６，２７４８－２７５４ 五－5 123

松川町 生田 あいのほり 間の堀 ４６１，６６６－６６９ 48 58

阿智村 伍和 あいはた あい畑 ４１２０～４１２２

阿智村 伍和 あいはた 相畑 ４１２３～４１２５

豊丘村 神稲 あいはた 相畑 ９６４１－ 五－3 95

豊丘村 神稲 あいばた アイ畑 １１３３１－ 五－3 95

豊丘村 神稲 あいはら 合原 ４０６２－４０６５ 五－1 153

阿智村 伍和 あおき 青木 ４２３～４３８，６８１～６８９

阿智村 浪合 あおき 青木 ３９８～４９８？

阿南町 大下条 あおき 青木 3350

高森町 大島山 あおき 青木 ３６２－４０４ 6－11 1

高森町 吉田 あおき 青木 １６４４－１６４５ ７－１０ 1

松川町 大島 あおき 青木 ６８，７５－７９，１７０６－１７０７ 19 58
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喬木村 富田 あおきかいと 青木垣外 14192-14205,14345-14359 3 1

高森町 山吹 あおきがさわ 青木ヶ沢 ７４８２－７４８４，７４９３－７５０８ ８－５ 1

豊丘村 神稲 あおきけした 青木ケ下 9951,9953,9955-9957 五－3 154

泰阜村 南山 あおきざか 青木坂 7469 70 116

阿智村 春日 あおきざわ 青木沢 ２５７～２５８

豊丘村 河野 あおきざわ 青木沢 ５９００－ 五－4 133

高森町 山吹 あおきだ 青木田 ２６６４－２６７１，２７３２－２７４０，２７４９－２７７９ ８－７ 1

豊丘村 河野 あおきだ 青木田 ３０５－３０６ 二－4 82

松川町 上片桐 あおきだ 青木田 ２９５１－２９６０ 10 12

松川町 元大島 あおきだ 青木田 ２１０４－２１０８，２１２３－２１３３，２３４１ 38 12

阿南町 富草 あおきだいら 青木平 8301，8303～8307

大鹿村 鹿塩 あおきだいら 青木平 2480～2481

泰阜村 金野 あおきだいら 青木平 487 1 1

泰阜村 怒田 あおきだいら アヲキダヒラ 2930-2931

泰阜村 南山 あおきのほら 青木ノ洞 8696 91 116

阿智村 伍和 あおきばら 青木原 ５４４３～５４４４，５４４９～５４６６

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

根羽村 万場瀬 あおきみちうえ 青木道上 1463～1465

大鹿村 大河原 あおきもと 青木元 1842～1848

下條村 陽皐 あおきもと 青木本 ２５５５～２５５９，２５８６～２５８８

高森町 山吹 あおざくら 青桜 １４－１６ 　 1

松川町 元大島 あおざくら 青櫻 １４－１５ 55 58

松川町 生田 あおさば 青サバ １５０４－１５２０ 62 58

松川町 生田 あおざばいした 青ザバ井下 １４６５－１４６７ 62 58

阿南町 大下条 あおだいら 青平 261，？～？

大鹿村 大河原 あおたのうちちゃうすやま
青田ノ内茶
臼山

5061－

大鹿村 大河原 あおたやま 青田山 4492－

大鹿村 鹿塩 あおなぎ 青ナギ 1138～1139

泰阜村 南山 あおなぎ 青ナギ 7367 47 116

大鹿村 大河原 あおなぎみちした 青なぎ道下 5397～5402

阿南町 大下条 あおなし 青ナシ 1691

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

松川町 生田 あおみだ 青見田 ７２３－７２４ 56 58

阿智村 伍和 あおみだいら 青見平 ４９３１～４９４０，４９４７

阿智村 伍和 あおみだいら 青見平 ７５６５～

天龍村 神原 あおみだいら 青見平 2925 167 244

泰阜村 打沢 あおみひら アヲミヒラ 2196 － －

阿南町 富草 あおんだいら アヲン平 8442～8451

下條村 睦沢 あおんびら 青見平 ４８２４，４８７８～４８８０，４９６９～４９７２

天龍村 平岡 あかいし 赤石 1848 85 69

阿智村 伍和 あかいわ 赤岩 ６０７３，６２９５～６２９７

阿智村 伍和 あかいわ 赤岩 ６７７８～
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下條村 陽皐 あかいわ 赤岩 １４８４～１５０３

下條村 睦沢 あかいわ 赤岩 ３２０６～３２１１

豊丘村 河野 あかおち アカヲチ ６１９６－ 五－4 140

泰阜村 唐笠 あかがねいし 銅石 4124 14 27

下條村 陽皐 あかごいし？ 赤子石 ４４３４

阿智村 清内路 あかごがぶちやま 赤子ヶ渕山 １０４３～

天龍村 神原 あかごつくま アカゴツクマ 3003-3005,3094,3096 151 246

天龍村 神原 あかごづくり アカコ作リ 5748 91 311

下條村 睦沢 あかごふち 赤子淵 ９７５９，　９７６２，９７６７，９７７２

喬木村 大和知 あかざ アカザ 11626-11633

阿智村 伍和 あかさか 赤坂 ６３１５～６３１７，６３５５

阿智村 智里 あかさか 赤坂 １７５３～１７７７

阿南町 大下条 あかさか 赤坂 1056～1062

阿南町 和合 あかさか 赤坂 1168～1169

阿南町 大下条 あかさか 赤坂 2376～2380，2383

阿南町 大下条 あかさか 赤坂 2544～2548

阿南町 旦開 あかさか 赤坂 466～482，940～943

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

下條村 睦沢 あかさか 赤坂 １５３５～１５３７

下條村 睦沢 あかさか 赤坂 ４０６０～４０６８，４０７０～４０７１

下條村 睦沢 あかさか 赤坂 ４３９０～４３９１，４３９４，４６００～４６２３，４６２５

喬木村 小川 あかさか 赤坂 8725-8728,8745-8747

喬木村 伊久間 あかさか 赤坂
16920-16934,16946-16994,17001,17003-17019，17163，
17332

高森町 牛牧 あかさか 赤坂 １５４５－１５４８，１５５０－１５５２，１７７９－１７８１，２１０２ ５－１２ 1

高森町 山吹 あかさか 赤坂 ３６６２－３６６５, 5146-5151 １０－７ 1

高森町 吉田 あかさか 赤坂 ２５２－２５３ ８－１１ 1

豊丘村 神稲 あかさか 赤坂 1904-1906,1911-1912,23 二－4 65

根羽村 高橋 あかさか 赤坂 5063

平谷村 合川 あかさか 赤坂 １５０９－１５１６

松川町 大島 あかさか 赤坂 ５１１４ノ11－５１１５，５１１７ 27 44

泰阜村 鍬不取 あかさか 赤坂 2748-2755 38 93

泰阜村 鍬不取 あかさか アカサカ 2760 38 93

高森町 山吹 あかさかじり 赤坂尻 ５１６１，５１８５－５１９１ １０－６ 1

泰阜村 鍬不取 あかさかじり 赤坂尻 2737-2739,2747 38 93

阿南町 大下条 あかさかみちうえ 赤坂道上 2357～2358，2367

阿南町 大下条 あかさかみちした 赤坂道下 2356，2368～2371

根羽村 高橋 あかさかもりよこ 赤坂森横 5063ｲ，5068

天龍村 神原 あかざさ アカザヽ 5092 131 297

天龍村 神原 あかざば アカザバ 3609 92 ,106 266

阿南町 富草 あかざわ 赤澤 6474

平谷村 合川 あかざわ 赤沢 １２１１－１２３０，１２３４－１２５８，１５１７

大鹿村 大河原 あかさわぐち 赤沢口 4918～4919
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大鹿村 大河原 あかさわぐち 赤沢口 4918～4919

天龍村 神原 あかしば 赤芝 252 45 148

天龍村 平岡 あかしばだち 赤柴立（西山ﾉ内）27 45 113

平谷村 合川 あかそぶぼら 赤ソブ洞 １２４２－

泰阜村 南山 あかぞれ 赤ゾレ 7384 46,62 116

高森町 出原 あかた アカタ 351 ８－９ 2

阿智村 伍和 あかだ 赤田 ５５４６～５５４７

阿南町 富草 あかだ アカダ 8492～8496

阿南町 富草 あかだ アカ田 857～8522

下條村 陽皐 あかだ 赤田 ２３４６～２３６３

下條村 睦沢 あかだ アカ田 ５９２５～５９２６

高森町 牛牧 あかだ 赤田
１４７３，１４８０－１４８３，１４９５－１４９６，２１６２－２１６
７，2307,２３１３－２３１４，２３１７－２３２６

４－１２ 2

高森町 牛牧 あかだ アカダ ３４６－３４７，３５６－３５７，９６１－９６２イ、９６３－９６６，９６９，１４５９，１４６１，１４６３－１４６５ｲ、１４６６－１４６９，１４７６，２３１５5－13 2

泰阜村 南山 あかだる 赤樽 8852 98 117

阿南町 大下条 あかだるばた アカダル畑 998

泰阜村 打沢 あかつじばた 赤ツヂ畑 1719-1722 22 65

泰阜村 打沢 あかつじばたみちうえ 赤ツヂ畑道上1701 22 65

阿南町 大下条 あかつち 赤土 454～455

阿智村 浪合 あかつちざか 赤土坂 ９７０ハ

下條村 陽皐 あかつちだ 赤土田 １４４～１４５

喬木村 大島 あかつちばた 赤土畑 9394-9395,9399-9400

根羽村 一之瀬 あかつちばた 赤土畑 4879～4880

高森町 吉田 あかつちはら 赤土原 ２８３１－２８３４，２９７２ ７－１０ 2

阿智村 浪合 あかつちやま 赤土山 １５２０～１５２６

天龍村 神原 あかど アカド（郷戸ヒラノ内）141 13 137

阿南町 大下条 あかなぎ アカナギ 1053～1055

下條村 陽皐 あかなぎ アカナギ ５８３５～５８３６

天龍村 神原 あかなぎ 赤なき（郷戸ヒラノ内）157 33 139

下條村 睦沢 あかなぎ？ 赤渚 ７７４８

阿南町 富草 あかなぎさいのかみ？ 赤なぎ幸ノ神 406

天龍村 神原 あかなぎさわ アカナキ沢 4330-4331，4344-4346 163 283

阿南町 和合 あかのたわ あかのたわ 1919

阿智村 智里 あかばかま 赤袴 ２１５６～２１８７

阿智村 伍和 あかはぎ アカハギ ４５２４～４５２８

阿南町 富草 あかはぎ 赤はぎ 2134～2136

阿南町 富草 あかはぎ 赤萩 2925～2928，2938～2962

阿智村 伍和 あかはぎやま 赤ハギ山 ４２７５～４２８１

阿南町 富草 あかはけ 赤はけ 2155～2156

阿南町 旦開 あかはげ 赤はげ 2018～2021

喬木村 小川 あかはげ 赤ハゲ 8606

阿南町 旦開 あかはた 赤畑 2614～2615

高森町 出原 あかはた 赤ハタ ２２４－２２５ ８－９ 2

高森町 出原 あかはた アカハタ ２２８，２３３－２３５，４０５ノ２－４１５ ８－９ 2
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高森町 出原 あかはた 赤畑 ２３１－２３２ ８－９ 2

豊丘村 神稲 あかはた 赤畑 10848-10855 五－3 101

泰阜村 打沢 あかはた アカ畑 2054-2056,2062-2068 22 58

泰阜村 鍬不取 あかはた 赤畑 2759 38 58

阿南町 富草 あかばた 赤畑 146～149

大鹿村 大河原 あかはね 赤羽袮（根） 1430，1500～1530

大鹿村 大河原 あかはね 赤羽根 4563～4572

高森町 吉田 あかはね アカハネ 2817 　 2

高森町 吉田 あかはね 赤羽根
２６９９－２７１１，２７１５－２７１９，２８０７－２８１６，２８１８
－２９３０

７－１０ 2

豊丘村 神稲 あかはね 赤羽根 6174-6183,6496,6503-6510 五－5 116

泰阜村 南山 あかばね 赤羽根
7081,7083-7084,7099,7103,7111-7113,7978,8774-
8782,8797-8799,8803

72,73 117

天龍村 神原 あかばねちゃやま 赤羽根茶山 1962　，1977 179 218

大鹿村 大河原 あかはねひかげ 赤羽根日蔭 4573－

大鹿村 大河原 あかはねひかげ 赤羽根日蔭 4573－

天龍村 神原 あかばねひかげ
赤羽根日カ
ゲ

1974-1975 168 218

天龍村 神原
あかばねひかげりょう
むき

赤羽根日陰
両向

1976 168 219

大鹿村 大河原 あかはねひなた 赤羽根日向 4574～4577

天龍村 神原 あかばねひむき 赤羽根日向 1972-1973 168 218

天龍村 神原 あかばねひら 赤羽根ヒラ 1963-1971，1997-2011 168 218

阿智村 智里 あかほった 赤堀田 ４３５０イ

阿南町 大下条 あかほら アカホラ 3366，　3374

松川町 上片桐 あかほり 赤堀 ５２９－５３０，532，539－540，541ロ 6 3

阿南町 旦開 あかやしき 赤屋敷 2818～2821

松川町 生田 あかやすみ 赤休 ７６５１－７６５２ 59 59

阿南町 富草 あかやま 赤山 1329～1335

松川町 生田 あかやまきんござわ 赤山金吾沢 ３４４１ 59

下條村 睦沢 あがりと 上リ戸 ２４５０，　２４８４

泰阜村 南山 あきがり 秋刈 8134-8137 89 117

松川町 生田 あききれ 秋切 ８６０２－８６０８ 64 59

泰阜村 南山 あきづき 秋月 6241-6242 70 117

松川町 生田 あきながだいら 秋永平 ７２９０－７３２６ 59

根羽村 小戸名 あきのたいら 秋ノ平 3283～3288ｲ

阿智村 駒場 あきのだいら アキノ平 １６０６～

大鹿村 鹿塩
あきばしゃこんぴら
しゃ

秋葉社金比
羅社

789－

阿智村 駒場 あきばた アキ畑 １４０５～１４０６

豊丘村 神稲 あきばつるね 秋葉ツルネ ５５７４－

喬木村 加加須 あきゅうとぼらいり 阿きうと洞入 5387

天龍村 神原 あきょうのさわ アキヤウノ沢 4257，4268-4272 119 280

阿南町 大下条 あきわ アキハ 978～981

阿智村 伍和 あきわしゃ 秋葉社 ５１２４～

阿智村 伍和 あきわのたいらにし 秋葉ノ平西 ５１２５～５１２６
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阿智村 伍和 あきわもりした 秋葉森下 ５２５６，５３３０～

喬木村 加加須 あきんどぼら 商人洞 5416-5417

阿南町 富草 あくたれ アクタレ？ 8006～8008

高森町 吉田 あげ アゲ １７５４－１７５８ ８－１１ 2

根羽村 新井 あけがさわ 明ヶ沢 906

泰阜村 明島 あけじま アケシマ 5242 50 72

泰阜村 南山 あけど 明戸 8346 88 117

泰阜村 南山 あけとぐち 明戸口 6687-6688 72 117

阿南町 大下条 あけみ アケミ 1970～1973

阿智村 智里 あげみ 上見 ３８５～３８７

阿南町 富草 あげみ 上見 2267～2270

阿南町 大下条 あげみ アゲミ 2193～2195

下條村 陽皐 あげみ 上ゲ見 ２４５０～２４５４，２４７８～２４８２

根羽村 萸野 あげみ アケミ 2913～2916

根羽村 萸野 あげみ 上見 3047～3053

根羽村 小川 あげみ アゲミ 3779～3782

泰阜村 田野口 あげみ あげみ 5374,5385 33 107

阿南町 大下条 あけみぞ 上ミゾ 1912

阿南町 大下条 あげみぞ 上溝 1919

高森町 吉田 あげみぞ アゲミゾ １５５２－１５５３，１７５０－１７５３ ８－１０ 2

高森町 吉田 あげみぞ 上溝 １７２３－１７４５，１７４６－１７４９ ８－１０ 2

阿南町 大下条 あげみそう あげみそう 1913

阿南町 大下条 あげみぞみちうえ 上溝道上 1915～1918

阿南町 大下条 あげみぞみちした 上溝道下 1914

阿南町 大下条 あごみち アゴミチ 369～373

阿南町 大下条 あこやきば アコヤキバ 1612

阿南町 大下条 あごんたいら アゴン平 360～366

泰阜村 南山 あさか 安坂 8363 88 117

阿南町 富草 あさが 浅賀 8972～8987

下條村 睦沢 あざか 阿坂 ８８９９～８９０３，９３５５～９３５６，９３６０～９３６２

下條村 睦沢 あざか 阿坂

喬木村 小川 あざか 阿坂 8067,8072-8075,8079,8087

阿南町 富草 あさがだうえのきり 浅香田上ノ切 8988～8989

阿南町 富草 あさかだしたのきり 浅香田下ノ切 8993～8995

阿南町 富草 あさがなかのきり 浅香中ノ切 8990～8992

阿南町 富草 あさがほら 浅賀洞 8968～8969

阿南町 富草 あさかや 浅香屋 6688

阿南町 富草 あさかや 浅香屋 7340～7341

阿南町 富草 あさかや 浅香谷 7389～7393

天龍村 神原 あさかや アサカヤ 3492-3494 121 260

阿南町 富草 あさかやえだほら 浅香屋枝洞 7348

阿南町 富草 あさかやはたのうえ 浅香屋畑上 7349

下條村 陽皐 あさきやしき あさき屋敷？
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天龍村 神原 あさにつけば アサニツケバ 5513 90 306

阿南町 富草 あさのだ 浅の田 9220～9229

阿智村 智里 あさばた アサ畑 ３７２５～３７２７，３７２９

阿智村 浪合 あさばた 麻畑 ７２８イ～７４８

阿南町 大下条 あさばた アサバタ 1709

下條村 睦沢 あさばた 麻畑 ５３０７

下條村 睦沢 あさばた 浅畑 ５３０８

泰阜村 金野 あさばた あさ畑 526 1 1

阿智村 智里 あさばたみちうえ アサ畑道上 ３７２９イ

大鹿村 鹿塩 あざはら アザ原 2531，2533～2539

喬木村 大島 あさひ 朝日 9438-9440

豊丘村 神稲 あさひ 朝日 ５６１３－５６１７ 五－5 112

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

天龍村 神原 あざぶ アザフ 2912-2918 166 ,167 243

天龍村 神原 あさぶえぼしいわ
アサブヱボシ
岩

2923 166 ,167 243

阿南町 富草 あさまやま？ 浅間山 8302

大鹿村 鹿塩 あさやま 浅山 2445～2459

大鹿村 鹿塩 あさやま 浅山 2445～2459

高森町 吉田 あしあと アシアト 2968 　 2

天龍村 神原 あしあらいど アシアラヒド 4172-4173 119 276

阿南町 大下条 あしおだ 安正田 3294

阿南町 大下条 あしおどう 亜相堂 3297

松川町 生田 あしがさわ 芦ヶ沢 ３４８１ 59

豊丘村 神稲 あしかわ 芦川 １０９３２－１０９３５，１０９４０，１０９４７－１０９８７ 五－3 99

豊丘村 神稲 あしかわじり 芦川尻 １０９１０－１０９１４ 五－3 99

阿南町 富草 あしくち 芦口 45～47

高森町 牛牧 あしくばやし アシク林 2023 ５－１１ 3

豊丘村 河野 あしくら 足倉
４４１２，４４２８－４４３４，４４４５－４４５３，４４５５－４４５
６，４４５８－４４６３

五－4 144

豊丘村 河野 あしくらおざき 足倉尾崎 ４４０７－ 五－4 145

豊丘村 河野 あしくらぐち 足倉口 ４４１０－４４１１，４４１５－４４１８ 五－4 144

下條村 睦沢 あしげだ 足毛田 ７７１，７７６～７８３

喬木村 加加須 あしざか 芦坂 5332-5333

阿南町 大下条 あしざわ アシ沢
288，297～299，300～303，305～311，330～332，335～
352，358～359，1643～1649

喬木村 富田 あしざわ 芦沢 12848-12864 1 1

喬木村 富田 あしざわ 芦澤 15047-15048 1 1

天龍村 平岡 あしざわ 足沢 1741､1845-1847 ８２，８３ 62

泰阜村 金野 あしざわ あし沢 660-677,764-767,770-790 16 34

天龍村 神原 あしぜ アシゼ 6244，6254-6266，6270，6275-6301 80 328

下條村 陽皐 あしだ 芦田 １５８７

高森町 牛牧 あしたばやし アシタ林 2033 　 3

阿南町 富草 あしのくち あしの口 9401～9409

下條村 陽皐 あしのくち 芦ノ口 ４６３０
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泰阜村 左京 あしのくち 芦ノ口 5668-5674,5671-5676 53 96

天龍村 平岡 あしのぐち 足ノ口 1709-1713 71 59

喬木村 加加須 あしば アシバ 5512-5513ﾉ4

大鹿村 鹿塩 あしばさま 足場様 2938，2998－

大鹿村 鹿塩 あしばさま 足場様 1064～1090，1095～1097，1099～1100

下條村 陽皐 あしばた 足畑 １６０５～１６０６

下條村 陽皐 あしばたくぼた 足畑久保田 １６０２～１６０４

喬木村 小川 あしはら 芦原 6484-6490

喬木村 小川 あしはら 芦原 7755-7758,7760-7763,8102-8111,8113-8116

豊丘村 神稲 あしぶかわじり 足部川尻 ３１９５－３２５０ 二－3 5

豊丘村 河野 あしぶかわふち 芦部川縁 ８７６２－８７６４，８７７７，８７７９

喬木村 阿島 あじま 阿島 3754

下條村 睦沢 あじや アジヤ １９７９～１９８５

天龍村 神原 あしやきばた アシヤキ畑 5023-5034 145 ,146 296

阿南町 大下条 あしょうだ アショウ田 3114～3116，3136

泰阜村 打沢 あずきこなし アヅキコナシ 1898,1904-1907 21 53

泰阜村 南山 あずきなまれ 小豆ナマレ 7370 46,57 118

阿智村 浪合 あずきばた 小豆畑 １１３７ノ５

阿南町 和合 あずきばた 小豆畑 1145～1146

喬木村 氏乗 あずきばた あづき畑 11360-11376

阿南町 大下条 あせがくぼ アセガ久保 3319

阿南町 大下条 あせがくぼ アセガクボ 3087～3100

泰阜村 打沢 あせがほら アセガ洞 1651-1656,1658-1662,1664 22 51

阿南町 和合 あぜぎ あぜぎ 1155

阿南町 和合 あせくぼ アセ久保 323～326

阿南町 大下条 あぜぐり アゼグリ 1137～1139，1140～1144

下條村 睦沢 あせちはら アセチ原 ７８７０～７８７１

阿智村 清内路 あせぼだち アセボ立 ７６８～７６９

阿智村 春日 あせぼつるね アセボツルネ ２５６～　　　（ヤセツルネ）

天龍村 神原 あせもだち アセモ立 5934 54 318

阿南町 大下条 あそう（しお）だ？ 亜相田
3254～3257，3259，3261～3264，3294～3295，3302～
3305

喬木村 富田 あだか アダカ 12384-12392､14613-14620 １，４ 1

喬木村 小川 あだか 阿高 8043-8049,8063-8066

喬木村 伊久間 あだか 阿高 15521-15528,15840

阿南町 和合 あたごやま 愛宕山 2070

豊丘村 河野 あたごやま 愛宕山 ２５７－ 二－4 81

阿南町 大下条 あたごやました 愛宕山下 256～258

阿南町 大下条 あだしま アダシマ 2324～2339

阿南町 和合 あたらさわ あたら沢 1020～1022

阿南町 大下条 あたらさわ アタラ澤 1757，　1760

泰阜村 南山 あたらしや アタラシヤ 8397 89 118

阿南町 和合 あちがいと あち垣外 274

下條村 睦沢 あちばら アチ原 ７１９０～７１９３
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大鹿村 大河原 あったらぞうれ アッタラゾウレ5168－

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

阿智村 駒場 あっちこじょう アッチ古城 ６３９～６４０

泰阜村 打沢 あていしばやし アテ石林 2690-2697,2702-2708 41 81

泰阜村 打沢 あていしばやし 當石林 2698 41 81

下條村 陽皐 あと 後 １７８７～１７９０

泰阜村 金野 あとがほら 後ｹ洞 359-365 6 9

天龍村 平岡 あとぐち 後口 2629 156 ,171 109

豊丘村 河野 あとぐち 後口 ６６９７－６７５０ 五－4 135

天龍村 神原 あとしたかきばやし 後下柿林 53

天龍村 平岡 あとだ 後田 478 35 123

天龍村 平岡 あとぼら 後洞 461 ,648-649 35 123

下條村 睦沢 あとぼらうえ 後洞上 ２２４０

下條村 睦沢 あとぼらうえのきり 後洞上ノ切 ２２３９，２２４１～２２４２

天龍村 平岡 あとやぶ？ 後藪 780 14 129

天龍村 神原 あながたわ
アナカタワ
（郷戸ヒラノ
内）

226 57 145

阿南町 旦開 あながほら 穴ヶ洞 2965～2978，3000～3020

喬木村 富田 あなくぼ 穴久保 14755-14758 4 1

豊丘村 河野 あなくぼ 穴久保 ５８００－５８０２

天龍村 平岡 あなごや アナゴヤ 86 39 9

泰阜村 左京 あなじょう 穴城 5565 51 96

泰阜村 南山 あなじろ 穴城 6854-6855,6862-6864 72 96

高森町 出原 あなた アナタ ２５３－２５４ ８－９ 3

阿南町 旦開 あなだ アナ田 982，984－

阿南町 旦開 あなだ 穴田 983，985－

喬木村 富田 あなだ 穴田 14654-14658 4 1

喬木村 小川 あなだ 穴田 5843,6732-6734

喬木村 伊久間 あなだ 穴田 15796-15801,15895-15900,15902-15973

高森町 牛牧 あなだ 穴田 １８３２－１８３８ ５－１２ 3

高森町 山吹 あなだ アナダ ２４２９－２４３１ ７－７ 3

高森町 山吹 あなだ 穴田 ５０２６－、５０２７ノ２ １１－７ 3

高森町 吉田 あなだ 穴田 １６６１－１６９３ ７－１０ 3

豊丘村 神稲 あなだ 穴田 ７０８１－７０８２，７０９１－７０９２ 二－5 36，38

豊丘村 神稲 あなだ 阿奈田 ３５３１－３５３５ 二－5 14

松川町 大島 あなだ 穴田 １０２－１０８，２０６－２１０，２１６ 14，19 30

松川町 元大島 あなだ 穴田 １１８４－１１８７，１１８９－１１９１，１２１０ 37 30

豊丘村 神稲 あなだした 穴田下 ９１５０－９１５３，９３２９，９３３７ 二－7 109

高森町 牛牧 あなたひなた アナタ日向 2070 ５－１２ 3

天龍村 神原 あななぎ
アナヽキ（郷
戸ヒラノ内）

167-168 33 140

阿南町 和合 あなのた 穴ノ田 2306～2308

喬木村 加加須 あなのた 穴ノ田 5523-5525
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豊丘村 神稲 あなのた 穴ノ田 １０２９７－１０２９８ 五－6 15

天龍村 神原 あなのたいら アナノ平 6060 30 ,31 322

阿南町 和合 あなのたわ あなのたわ 407～409

泰阜村 南山 あなのたわ 穴ノタワ 7368 46 118

天龍村 平岡 あなのひら アナノ平 2578 141 ,156 107

阿智村 伍和 あなば 穴場 ５２６３～５２６９

天龍村 神原 あなば アナバ 6128 31 ,32 323

天龍村 平岡 あなばのひら アナ場ノヒラ 1761 97 64

天龍村 神原 あなぶし アナブシ 3499 107 ,121 260

根羽村 万場瀬 あなぼら 穴洞 1453～1502，1509ノ2

根羽村 万場瀬 あなぼらみちうえ 穴洞道上 1438～1457，1462

根羽村 万場瀬 あなぼらみちした 穴洞道下 1434～1437，1458

天龍村 平岡 あのうつ アノウツ 405 ４８，４９ 30

天龍村 平岡 あのうつ アノウツ 2690 156 ,171 30

豊丘村 神稲 あぶかわ 虻川 ７８９４，６７１１，９００９－９０１５ 二－5 20

豊丘村 神稲 あぶかわうず 虻川渦 ４９８０－ 二－5 24

豊丘村 神稲 あぶかわばた 虻川端 ６７１０－ 二－5 46

阿南町 大下条 あふご アフゴ 1045～1048，1053～1055，1066～1076

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

阿南町 旦開 あぶらめん 油免 2648

喬木村 富田 あぶらめん 油免 12222-12225 1 1

高森町 牛牧 あぶらめん 油免 １４２５－１４３０ ５－１３ 3

阿南町 富草 あぶらや 油屋 8242

大鹿村 鹿塩 あぶらやま あぶら山 4106～4109

阿南町 富草 あまがさばた？ 天笠（竺）畑 8010

阿南町 富草 あまがさばやし 天笠林 7943

阿南町 富草 あまかさやま？ 天笠（竺）山 7935

阿南町 旦開 あまがもり 天ヶ森 1975～1976，1978

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

豊丘村 神稲 あまさか 雨坂 １１６８６－１１６９２，８５２５，８５２７－８５３４ 五－2 47

豊丘村 神稲 あまさかじり 雨坂尻 １１７１３－１１７１６ 五－2 47

大鹿村 鹿塩 あまずつみ アマヅツミ 2467－

阿南町 大下条 あまつつみ アマツツミ 3332～3337

阿南町 富草 あまつつみ 雨堤 7236～7239

泰阜村 南山 あまつつみ アマツツミ 7393 46 118

阿南町 大下条 あまづつみ アマヅツミ 3034～3038

下條村 睦沢 あまはらび アマハラビ ７６６１，７６８９～７６９０

阿南町 富草 あまむろばやし？ 天室（宝）林？2905

下條村 睦沢 あまらび 天蕨 ２１２５，２２４４～２２４５，２２５１，２２５３，２２６８，２２５４

下條村 睦沢 あまらびうえ 天蕨上 ２２４６

下條村 睦沢 あまらびした 天蕨下 ２２４７～２２５０，２２５２

阿智村 清内路 あまわらび アマワラビ １７６８～１７８２

売木村 南部第二 あまわらび 甘蕨 １６６９～１７４４
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泰阜村 打沢 あまわらび アマワラビ 1892-1898 21 53

天龍村 神原 あまんばし アマンバシ 5190-5191 117 ,132 300

阿智村 智里 あみかけ 網掛 ２７９４～２７９６，２７９８，２８２８

下條村 陽皐 あみかけいわ 網懸岩 １５８５ロ

阿智村 智里
あみかけしゃしゅびき
ない

網掛社朱引
内

２７９７～

阿智村 智里 あみかけぼら 網掛洞 ２８１４～２８２６，２８２８ハ

高森町 牛牧 あみがさた アミガサタ 2125 ５－１２ 3

高森町 牛牧 あみがさだ アミガサ田 ２２２３－２２２５，２２２８－２２３１ ６－１３ 3

天龍村 神原 あみだ 阿弥陀 360 57 157

泰阜村 南山 あみだ 阿弥陀 8044 74 118

下條村 睦沢 あみだうしろ 阿弥陀後

阿智村 伍和 あみだざか 阿ミ陀坂 ３９６～４０４

豊丘村 河野 あみだした 阿弥陀下 ２２３－２２５，２１９，２２２－２２３，２２５ 二－4 4

阿南町 富草 あみだだいら アミダ平 6324～6325，6377～6379

松川町 元大島 あみだだいら 阿弥陀平 ４０４ 55 59

阿南町 富草 あみだどう アミダ堂 6332～6333

阿南町 富草 あみだどう 阿みだ堂 6372～6375

下條村 睦沢 あみだどう アミダドウ ９９５５

根羽村 田島 あみだのまえ 阿弥陀ノ前 108～112

高森町 出原 あみだはた アミタハタ 192 ８－９ 3

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

下條村 睦沢 あみだひら 阿弥陀平 ９６６９～９６７０

下條村 陽皐 あみだまえ 阿弥陀前 ２２７４～２２８６，２３６９～２３７１

下條村 睦沢 あみだまえ アミダ前 ９９２１，９９６１～９９６５

阿南町 旦開 あみはり あみはり 986～989

高森町 山吹 あみはり アミハリ 3623 ９－７ 3

阿南町 大下条 あみはりば アミハリバ 3227～3228，3245～3251，3253，3269～3270

大鹿村 鹿塩 あみはりば アミ張場 1889－

大鹿村 鹿塩 あみはりば アミハリ場 1373－

大鹿村 鹿塩 あみはりば アミハリ場 1374－

下條村 睦沢 あみはりば アミハリバ ７６６５

下條村 陽皐 あみはりば 網張場 １５３９，１５８３～１５８４

下條村 睦沢 あみはりば アミハリバ ３９７４，４００８，４２４５～４２４８

下條村 睦沢 あみはりば 網張場 ７５７０～７５７７

下條村 睦沢 あみはりば アミハリバ

泰阜村 金野 あみはりば あみはりバ 250 4,15 8

阿南町 富草 あみはりばた あみはり畑 7394

松川町 元大島 あめいし 雨石 ８１２－８１３ 46 59

天龍村 神原 あめがもり 天ガ森 6031 31 ,42 321

豊丘村 神稲 あめさかがしら 雨坂頭 １１６８１－１１６８５ 五－2 47

大鹿村 大河原 あめざわ 雨沢 4344－

喬木村 富田 あめざわ 雨沢 14492-14494

喬木村 氏乗 あめざわ 雨沢 10457-10458
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松川町 上片桐 あめざわ 雨沢 １５４３，１５４８－１５６６ 9 8

喬木村 氏乗 あめざわぐち 雨沢口 10439-10440

喬木村 氏乗
あめざわぐちのぼりか
わら

雨沢口登川原10441

大鹿村 大河原 あめざわにしひがし 雨沢西東 4345－

高森町 出原 あめだ アメタ ２４５－２４６ ９－９ 3

豊丘村 神稲 あめだ 雨田 ３０２５－３０３３，８０３１－８０３２ 二－5 12

天龍村 神原 あめふり 雨降 4171 119 276

根羽村 小戸名 あめふりさわ アメ振沢 3425，3428ｲ

阿南町 大下条 あめほり 雨ホリ 1582～1585，1597～1598，1713～1715，1729～1732

阿南町 大下条 あめほりみちうえ 雨ホリ道上 1586

阿南町 大下条 あめほりみちした 雨ホリ道下 1587

高森町 牛牧 あめや アメヤ ４８－４９，５１－５３，５５－５６ ６－１２ 4

高森町 牛牧 あめやうら 飴屋ウラ 37 ６－１２ 4

高森町 牛牧 あめやうら アメヤ裏 50 ６－１２ 4

高森町 牛牧 あめやうら アメヤウラ ３６，３８－４７，５７ ６－１２ 4

阿南町 富草 あやめくぼ 菖久保 923～927

松川町 生田 あゆどめいした 鮎留井下 １３６１－１３６３ 61，62 59

阿智村 伍和 あゆはた 鮎畑 ４１２５～

阿南町 大下条 あらい 新井 3419～3428，3446，3452，

大鹿村 鹿塩 あらい 新井 3290～3337，3385～3391

下條村 陽皐 あらい 新井 ５３５７

喬木村 小川 あらい 荒井 6478-6479

喬木村 大和知 あらい 新井 11733,11809-11812

高森町 牛牧 あらい アライ １７７－１８０ ６－１４ 4

高森町 牛牧 あらい 新井 １８１－１８７，１９０－１９６ ６－１４ 4

高森町 下市田 あらい 新井 ４２７４－４２７７，４２７９－４４４８ ６－１４ 4

天龍村 平岡 あらい 新井 1727 ７０，７１ 39

天龍村 平岡 あらい 新井 2359 153 39

天龍村 平岡 あらい 新井 284 47 39

天龍村 平岡 あらい 荒井 1259-1274,1355-1369 61 39

豊丘村 河野 あらい 新井 ６４８，６５３－６５８，６６１－６６９ 二－4 73

根羽村 新井 あらい 新井 469～471，1003ロ

泰阜村 鍬不取 あらい アライ 2848 38 58

泰阜村 怒田 あらい 新井 2883-2884,2887-2890,2892,2893 38 93

泰阜村 平島田 あらい 新井 3308-3326 39 93

泰阜村 南山 あらい 新井 7648,7650,7672-7674,7679 74,79 93

高森町 山吹 あらいかいと 新井垣外 3754-3758,３８７９－３８８８，３９６６－３９７０ １０－８ 4

高森町 山吹 あらいかいと アライカイト ３８７３－３８７４ １０－８ 4

高森町 山吹 あらいかいと アラ井垣外 ３８７５－３８７８ １０－８ 4

天龍村 平岡 あらいがいと 荒井垣外 1699-1704 70 39

高森町 上市田 あらいがわ 新井川 １３１－１３２，１５８，１６０－１６３ ６－１２ 4

根羽村 新井 あらいかわうえ 新井川上 637～638

根羽村 新井 あらいさか 新井坂 602～606，619
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根羽村 新井 あらいざか 新井坂 925ハ

泰阜村 南山 あらいさわ 洗沢（澤） 8830,8834-8836,8865,8868-8872 79 118

泰阜村 南山 あらいざわ 新井沢 8416,8425-8427 91 118

阿南町 富草 あらいし アラ石 8470，8503～8506，8510～8516

高森町 山吹 あらいしき アライシキ ３０９９－３１０３ ９－７ 4

豊丘村 河野 あらいした 新井下 ６４２－６４７ 二－4 75

下條村 陽皐 あらいだ 新井田 ２３３９～２３４５

松川町 元大島 あらいだ 新井田 １４５０－１４５１ 38 59

泰阜村 南山 あらいだ 新井田 8937ﾉ２ 79 118

天龍村 神原 あらいど アライド 4301-4302 119 281

泰阜村 南山 あらいど 新井戸 7586 74 118

下條村 陽皐 あらいばた 阿らい畑 ５３４８

泰阜村 南山 あらいばた 新井畑 8937ﾉ１ 79 118

高森町 下市田 あらいばら 新井原 ３１１－５１１，３９６３－４００１ ７－１３ 4

豊丘村 神稲 あらかいと 荒開土 ７０３，７０５，７０７－７３１，７６９－７７２，７７７，７８１－７８２ 二－3 8

豊丘村 神稲 あらかいと 荒垣外 ７０４，７０６，７１３ノ２，７１４ｲ、７３２－７３３ 二－3 8

泰阜村 南山 あらがいと 新垣外 7118,8444-8446 73,88 119

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

阿南町 旦開 あらき 阿ら木 1455

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

阿南町 旦開 あらき アラキ 286～288

阿南町 旦開 あらき 阿らき 288，289，1793－

阿南町 大下条 あらき アラキ 298～299

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

阿南町 旦開 あらき あらき 420，422－

阿南町 大下条 あらき アラキ 487～490

天龍村 神原 あらき アラ木 3479-3480,3488-3489,3503-3504 136 259

大鹿村 大河原 あらきざわ 荒木沢 4469～4470

天龍村 神原 あらきざわ アラ木沢 3500 121 260

阿南町 富草 さいのかみ サイノ神 8804

阿南町 旦開 あらくまやま？ 新熊山？ 2607～2608

高森町 山吹 あらこ 荒子 ８７２０－８７８３ １０－６ 4

高森町 山吹 あらこだ アラコダ ２６１１－２６１２ 　 5

阿智村 伍和 あらし 嵐 ６７８１～６７９０，６７９３～６７９５

阿南町 和合 あらし 阿らし 703

阿南町 和合 あらし アラシ 188～192

阿南町 和合 あらし アラシ 356～357，359

阿南町 大下条 あらし アラシ 456～470，481，861，863～867

下條村 睦沢 あらし 嵐シ ５５６４

下條村 睦沢 あらし 荒シ ５５６０，５５６５～５５７６

天龍村 神原 あらし アラシ 2217 179 226

天龍村 神原 あらし アラシ 3389-3390 93 226
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泰阜村 明島 あらし アラシ 5171-5174 50 72

泰阜村 打沢 あらし アラシ 2645-2650 41 27

阿南町 和合 あらしがほら あらしが洞 2600～2601

阿南町 和合 あらしした アラシ下 2297～2299

下條村 睦沢 あらしじり 嵐尻 ３２１２

泰阜村 打沢 あらしだいらほその 荒し平細野 2654 41 81

阿智村 清内路 あらしのうえ アラシノ上 ６５８～６５９

阿南町 大下条 あらしのさか アラシノサカ 1048

天龍村 平岡 あらしのひら アラシノ平 1661-1662 96 70

天龍村 平岡 あらしのひら 阿らしのひら 2099 111 ，112 78

松川町 生田 あらしばた あらし畑 ８４２１－８４２２ 62 31

阿南町 和合 あらしばち あらしばち 590

阿南町 和合 あらしやま 嵐山 2632，　2645

泰阜村 南山 あらそいまき アラソイ槇 7285 60,76 119

大鹿村 鹿塩 あらた 新田 3468～3484

下條村 睦沢 あらた アラタ ９７７９，　９８６２

高森町 牛牧 あらた アラタ １５６８－１５７２ ５－１２ 5

松川町 生田 あらた 荒田 3022－3046，3554，５９４２ 41，57 31

松川町 生田 あらた 阿ら田 ３５４３－３５５３，３５５９－３５６２ 43 31

松川町 生田 あらた 新田 ３５５８ 43 31

松川町 生田 あらた アラタ ５３２５－５３２６ 42 31

松川町 大島 あらた 新田 ２２６－２２８？，２３４ 14，19 31

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

高森町 山吹 あらだ アラ田 ３１５６－３１６６ ９－８ 5

松川町 生田 あらたひなた 荒田日向 ２９５５－２９５７ 31 31

松川町 生田 あらたひら 荒田平 ５９４３－５９４４ 50 31

松川町 生田 あらたびら アラタビラ ５３１５－５３２４，５３２７－５３２９ 42 31

大鹿村 鹿塩 あらたやま アラタ山 3485－

大鹿村 鹿塩 あらたやま 新田山 4122，4124，4126，4159～4163

豊丘村 河野 あらづか 荒塚 １３６１－

阿智村 智里 あらとこ 荒トコ ３１１５～３１２３，３１３６～３１７６

松川町 大島 あらどこ アラトコ ６１－６５，１９６－２０５ 14，19 30

大鹿村 鹿塩 あらなぎ あらなぎ 2420～2422

豊丘村 神稲 あらなぎ アラナギ １１３３２－ 五－3 95

下條村 睦沢 あらのなか アラノ中 ２８６７～２８７７

喬木村 富田 あらはた 新畑 14535-14542 ３，４ 2

松川町 生田 あらはた 新畑 ２７１１－２７３５ 31 31

高森町 山吹 あらばやし 新林 ８６４４－８６５８ ９－６ 5

根羽村 檜原 あらまわし アラ廻シ 1375

阿南町 大下条 あらみち アラ道 1204

下條村 睦沢 あらみち 荒道 ４３７

阿智村 伍和 あらや 新屋 ６１４５～

阿智村 清内路 あらや アラヤ ２６６５～２７２０，２７７１～２８０４
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阿南町 富草 あらや 新屋 5072

下條村 睦沢 あらや 新谷 １３６４

下條村 陽皐 あらや 新屋 ３３１２

泰阜村 明島 あらや 新ヤ 4991 36 19

泰阜村 黒見 あらや アラヤ 4490,4492, 33,35 19

泰阜村 左京 あらや 新屋 5634 53 19

泰阜村 南山 あらや 新屋 6587,7089,7093,7097-7098,7165,7173-7174,8575 56,73 19

阿南町 大下条 あらやうえ アラヤ上 1758

阿智村 伍和 あらやしき アラヤシキ ６１９４～６１９６

阿南町 大下条 あらやしき アラヤシキ 2025

下條村 睦沢 あらやしき アラヤシキ ６７７３

喬木村 小川 あらやしき 新屋敷 8200-8201,8216

喬木村 大和知 あらやしき 新屋敷 11785-11789

高森町 出原 あらやしき 新屋敷 １７３－１７６ ８－９ 5

高森町 牛牧 あらやしき アラヤシキ １０５８－１０５９, １４９５－１４９６ ４－１２ 5

高森町 山吹 あらやしき アラヤシキ ２４２０－２４２３，２４２５－２４２７ ７－６ 5

高森町 山吹 あらやしき アラ屋敷 ３０７２－３０７５ ９－７ 5

高森町 山吹 あらやしき 新屋敷 ３８３９－３８４３、３９２０－３９２１ １０－７ 5

高森町 山吹 あらやしき アラヤシキ ３８５３－３８５６ ４－１２ 5

高森町 吉田 あらやしき アラヤシキ １４９５－１５００ ７－７ 5

豊丘村 河野 あらやしき 新屋敷 ３７６２－３７６８，３７７０－３７７３ 二－2 154

松川町 大島 あらやしき 新屋敷 １０１１ 18 27

泰阜村 打沢 あらやしき 新屋敷 2720-2724 22，41 19

泰阜村 打沢 あらやしき アラヤシキ 2726-2729 25，41 19

泰阜村 柿野 あらやしき 新屋敷 3515-3520 37 19

泰阜村 唐笠 あらやしき 新屋敷 3946-3949 11，14 19

泰阜村 黒見 あらやしき 新屋敷 4331 33 19

泰阜村 南山 あらやしき 新屋敷
6171,6377,6386-6388,6392-6393,6988,6992-6993,6996-
6999,7006-7007,7061,7164

70,73 19

下條村 陽皐 あらやしき？ 新屋敷 ５００７～５００９

下條村 睦沢 あらやしき？ 新やしき

下條村 睦沢 あらやしき？ 新屋敷

高森町 牛牧 あらやしきひえだ 新屋敷冷田 1060 ５－１２ 5

泰阜村 南山 あらやしきひかげ 新屋敷日影 6989-6990,6994-6995 72 119

喬木村 小川 あらやぞい 新屋添 7997

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

下條村 睦沢 あらやま 新山 ３５５２～３５５３

天龍村 平岡 あらやま 荒山 2526-2528 155 100

天龍村 平岡 あらやま 新山 2443-2456 170 100

泰阜村 打沢 あらやま アラ山 1930,1934-1939,2193-2195,2231-2232 26，37 23

泰阜村 唐笠 あらやま 荒山 4107-4113,4119-4122,4125-4130 13，14 23

阿智村 伍和 あらやまえ アラヤ前 ６１４１～６１４４

泰阜村 打沢 あらやまぐち 荒山口 2233-2234 24，25 59
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泰阜村 打沢 あらやまぐち アラ山口 2229-2230 26 59

泰阜村 打沢
あらやまじりあおみだ
いら

荒山尻青見平2197-2200 25 60

泰阜村 打沢 あらやまにしがほら 荒山西が洞 2235-2236 25 60

下條村 睦沢 あらやまばた アラ山畑

阿智村 清内路 あらやむかい アラヤ向 ２７４９～２７５３

天龍村 平岡 ありいうとばやし アリユフト林 1896

泰阜村 打沢 ありきあい アリキ合 2414-2415 22 56

高森町 山吹 ありごづか アリコツカ ２３９３－２３９４ ７－７ 5

高森町 山吹 ありごづか アリゴツカ ２７４４－２７４６ ８－７ 5

豊丘村 神稲 ありごづか 蟻子塚 ９９０７－９９１０ 五－3 103

松川町 上片桐 ありだいら 有平 １５８３－１５８６，１６３５－１６８０，１７４１－１８２９ 9 8

阿南町 旦開 ありづか 阿りづか 689～692

下條村 睦沢 ありづか 蟻塚 ３２６４～３２６９，３２７４～３２７７

下條村 睦沢 ありづか アリヅカ

下條村 陽皐 ありづか 蟻塚

天龍村 神原 ありづか アリヅカ 5246 105 303

下條村 睦沢 ありまさわ アリマ沢 １０２０６，１０２３３～１０２３４

下條村 睦沢 ありまつるね アリマツル根 １０１０４～１０１０６

下條村 睦沢 ありまつるね アリマツル根 １０２３８～１０２３９

阿智村 駒場 あれた 荒田 １７５９～１７６４

阿智村 伍和 あれた 荒田 ４９７７～４９７８，５０４４，５０５１

下條村 睦沢 あれた アレ田

松川町 生田 あれた 荒田 １５５７－１５７３ 41，62 59

阿智村 伍和 あれだ 荒田 ３７２５～３７３２

阿南町 富草 あれだ 荒田 2470～2474，2479～2483，2487～2491

高森町 大島山 あれだ 荒田 １５８－１５９ ６－９ 44

天龍村 平岡 あれどおち 荒流土落 2323 154 93

阿智村 智里 あれはた 荒畑 ４２６７～４２６９

阿智村 伍和 あればたまえ 荒畑前 ６１２６～６１２８

天龍村 神原 あろうどばた アロウド畑 6180 67 ,79 ,80 326

阿南町 和合 あろうどばた？ アロードバタ？1807～1808

阿南町 和合 あろどばた あろど畑 1810～1811

天龍村 神原 あろどばやし アロド林 450 57 162

阿南町 大下条 あわごさわ アワゴ沢 1453～1454，1456，1505～1552

阿南町 大下条 あわごだ アワゴダ 289～296

阿南町 富草 あわのはら 粟野原 3066～3071，3096～3119

阿智村 浪合 あわばた 粟畑 ７１９～７２５

下條村 陽皐 あわはら 粟原
７２２～７３２，７３５～７６５，７６８～７８１，７８４～７９９，８５
６

天龍村 神原 あわよつじ 粟世辻 4599　,4602 ,4597 145 ,160 288

阿智村 伍和 あんこあわ アンコ沢 ２２９３～２２９４

大鹿村 大河原 あんこぼら アンコ洞 4475－

松川町 大島 あんずばた 杏畑 ５２７－５４３ 13 18
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天龍村 平岡 あんば アン場 1916 96 73

阿南町 大下条 あんばかいと 番場開土 1999～2001

天龍村 神原 あんばのくぼ
アンバノ久保
（郷戸ヒラノ
内）

220 68 145

天龍村 神原 いいしぼとけやま 石佛山 1542-1546，1694 138 ,152 205

豊丘村 神稲 いいぬまだいら？ 飯沼平 ４１０４－４１０５，４１１０－４１２１，４４８０－４５５３ 二－5 17

阿智村 春日 いえ 家 ３１８１ノ１，３１８５～３１８７ノ２

天龍村 神原 いえいまわり 家居回り 4116,4128　,4273 105 275

天龍村 神原 いえいまわり 家居回リ 5838 79 275

松川町 生田 いえいまわり 家居廻リ ５１９８－５１９９ 41，42 60

阿智村 春日 いえうえ 家上 ３８０～

阿智村 浪合 いえうえ 家上 ９６２～

阿南町 富草 いえうえ 家上 6828

阿南町 富草 いえうえ 家上 5608～5609

下條村 陽皐 いえうえ 家上 ４０８７，４１５７～４１５８，４１９７～４１９８，４２０６～４２０９

高森町 牛牧 いえうえ 家上 １３５８－１３５９ 5

泰阜村 稻伏戸 いえうえ 家上 1419-1420 20 10

阿南町 富草 いえうしろ 家後 58846013

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

下條村 陽皐 いえうしろ 家後 ３７８５

阿智村 春日 いえうら 家裏 ３７６～

阿智村 駒場 いえうら 家裏 １１９２～１１９５，１２０２

阿智村 駒場 いえうら 家ウラ ４９５～

阿智村 伍和 いえうら 家裏 ５６０２～５６０４，５９３９

阿南町 大下条 いえうら 家ウラ 1948，　2010

高森町 山吹 いえうら 家うら 3945 １０－８ 6

松川町 大島 いえうら 家裏

８２０－８２２，８２６，８３３，８４０－８４１，８４４，８４７，８５
１－８５８，８６０－８７１，８７３－８７４，８８０－８８１，１１６９
－１２０７，１２１０ノ３－１２１０ノ５，１１５９－１１６５，１１６９
－１２０７，１２１３－１２１５，１７８９－１７９０，１８１３，２０４
７，２０４９，２０５２－２０５３，２０５６－２０５７，２２００－２２
０３，２２０８－２２１２，２２１４

18，19 57

松川町 大島 いえうら 家ウラ
８１５－８１７，８１９－８２９，８３６－８３９，８４３，８４５－８４
６，８４８－８４９，８５９，８７２，８７７－８７９，８８２，1156－
1158，1795

18 57

松川町 大島 いえうら 家うら
８３０，８４２，８５０，８７５－８７６，１７８６－１７８８，１７９１
－１７９６，１８１４－１８３５，２０２８－２０４６，２０４８，２０２
５－２０５１，２０５４－２０５５，２０５８－２０６１

18，19 57

泰阜村 南山 いえがいと 家垣外 6817 56,72 119

高森町 山吹 いえきた 家北 3852 １０－７ 6

阿南町 富草 いえした 家下 5779

阿南町 大下条 いえした 家下 1326～1336

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

阿南町 富草 いえした 家下 5356，　5648

阿南町 大下条 いえした 家下 656，665～667，962，967～968

阿南町 富草 いえした 家下 6783～6786

阿南町 富草 いえした 家下 7620～7622
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下條村 陽皐 いえした 家下 ４６２１

下條村 陽皐 いえした 家下
１５１～１５４，１５９，１７３，２２６，３０６，３３３～３３５、４８
３，８１５，８７７～８７８，９３７～９４０，９６８

下條村 陽皐 いえした 家下
３９３８～３９３９，３９４１，３９５３，３９６４，４０４４～４０４
５，４１２５，４１３４，４１６７～４１６９４１８４，４１９９，　４２５
５

天龍村 神原 いえした 家下 1885 167 39

天龍村 神原 いえした 家下 527,531-532 69 39

天龍村 神原 いえした 家下 718 94 39

天龍村 神原 いえした 家下 3337,3339-3347 80 39

天龍村 神原 いえした 家下 4755 146 39

豊丘村 河野 いえした 家下 ４２２９，４８４２－４８４３，７４２４

根羽村 横畑 いえした 家下 4616

泰阜村 稻伏戸 いえした 家下 1433,1453-1454 20 10

下條村 陽皐 いえしたこだ 家下小田 ４６１９

天龍村 平岡 いえしたばやし 家下林 958 6 ,13 134

喬木村 伊久間 いえぞい 家添
15475,16395,16400,16406,16414-16416，16430-
16431,16464-16470

喬木村 伊久間 いえぞい 家添 16513-16518,16521-16524

松川町 元大島 いえぞい 家添 １８１３ 28 60

松川町 元大島 いえつかばた 家塚畑 61 54，55 60

天龍村 平岡 いえにし 家西 120-121,184-185,270,301 47 115

阿南町 大下条 いえのあと 家ノアト 1404

下條村 睦沢 いえのあと 家ノ後 ４５

天龍村 平岡 いえのあと 家ノ後 805 34 39

天龍村 神原 いえのいまわり 家ノ居廻リ 6084，6106-6107 31 322

阿智村 春日 いえのうえ 家上 ３１８１ノ１，３１８５～３１８７

阿智村 春日 いえのうえ 家上 ４９７～５００

阿智村 伍和 いえのうえ 家ノ上 ３９９１～３９９３，４３８１

阿智村 伍和 いえのうえ 家ノ上 ４８４８，４８９０～

阿智村 伍和 いえのうえ 家ノ上
５１８４～５１８７，５２１２～５２１７，５２１９～５２２０，５２２７
～５２２８，５５２４

阿智村 伍和 いえのうえ 家上 ６１３５～６１３７

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

阿智村 清内路 いえのうえ 家ノ上 ２１１９～

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

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 514～５１５，519

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 742～748

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 889～890

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 1293

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 17181846

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 1883

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

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上（後）？ 3173～3179

阿南町 和合 いえのうえ 家ﾉ上 1204

阿南町 大下条 いえのうえ イエノ上 2217
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阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 5306

阿南町 富草 いえのうえ 家之上 9424

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 1155～1156，1164～1165

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 140～141，1106～1107，1109～1111，1275

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 1469，　2193，2219，2230

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 1615，1625～1626

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 1718，1749，1757，1763～1764

阿南町 和合 いえのうえ 家ノ上

174，185～187，219，223，238，247，266，271～273，
311，353，358，439，441，485，513～514，609，631～
634，675，677，872～874，1203，1205，1213，1216，
1220，1248，1296～1297，2101，2103～2104，2111，2115
～2116，2125～2127，2132，2275，2745～2746，2811，
2814

阿南町 大下条 いえのうえ イヱノ上 195，　324

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 2024～2025，2139～2142

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 2110～2113

阿南町 大下条 いえのうえ 家の上 2248～2249

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

阿南町 大下条 いえのうえ 家の上 2425，2444，2446～2449

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 2790～2791，2808，2959～2962，3105～3106

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 3109，3170，3300，3146～3151

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 3359，　3361，3386，3817

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 3791～3792，3835～3836

阿南町 大下条 いえのうえ 家ノ上 457，　471

阿南町 富草 いえのうえ 家の上
4648，4663～4667，4674，4685～4686，4688～4689，4758
～4759，4761，4766，4802

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 5053～5060，5059～5060

阿南町 富草 いえのうえ 家の上 5081～5084

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

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 5912～5913，6014

阿南町 富草 いえのうえ 家の上 6362～6364

阿南町 富草 いえのうえ 家の上 6450～6452

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 7144～7143，7155～7156，7380，7649～7650

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

阿南町 和合 いえのうえ 家の上
９４２，９４３，９４５，９４７，９７４，１４１１，１４４７，１４８６～
１４９４，１５４０，１７８３，１７８４，１９３６，１９３７，１９８４，
１９８６，２２６４

阿南町 富草 いえのうえ 家ノ上 9425～9430

阿南町 和合 いえのうえ 家ノ上

阿南町 和合 いえのうえ 家ノ上

阿南町 和合 いえのうえ 家上

阿南町 和合 いえのうえ 家ノ上

下條村 陽皐 いえのうえ 家ノ上 ２１３０

下條村 陽皐 いえのうえ 家ノ上 ６２９４

下條村 陽皐 いえのうえ 家ノ上 ７１７８

下條村 陽皐 いえのうえ 家ノ上
１７０，２２４，２６０，２９４，３０１～３０５，３０８，３３７？，３２
６～３２８，４９０～４９１，５４４～５４５
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下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 １８４０～１８４２，２２１８，２３２２～２３２３

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 ２４８７，　２４８９

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 ２７６０，２７６５，３０４６～３０４７，３２８４～３２８５

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上
３１～３２，４３～４４，４６，１４１～１４２，１７１～１７２，２３
８，２４２，２７７，２７９～２８１

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

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 ４４７０，　４４７３

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

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上
５４１６，５４８８～５４８９，５５０８，５５３９，５５５５，５５５７
～５５５８，５８４４，５９６０

下條村 陽皐 いえのうえ 家ノ上
５４７～５４８，８６５，８６８～８７２，８７６，９１２～９１３，９１
７，９２２，９６１～９６３，１１２８

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 ５６２，１４１６，１４３５，　１４３７

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

下條村 睦沢 いえのうえ 家ン上
６７３７，６７４０，６７９５～６７９６，７２２８，７２３５，７３５７，
７３６８～７３７１

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上
７７４９，７７５３，７７７１～７７７２，７７８６～７７８７，７８５９
～７８６２，７８６８～７８６９，９６５２～９６５４

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上 ９６７５，９８１７，　９８１９

下條村 睦沢 いえのうえ 家ノ上
９９２５，１０１０７～１０１０８，１０１１４～１０１２３，１０１２７
～１０１２８，１０１５３

喬木村 加加須 いえのうえ 家ノ上 5238,5267,5361,5393ﾉ1,5445-5450

喬木村 加加須 いえのうえ 家ノ上 5453-5458,5462ﾛ-5462ﾊ､5542,5667,5715

喬木村 加加須 いえのうえ 家ノ上 5717-5718,5722

喬木村 小川 いえのうえ 家ノ上 5810,5813-5819,5962-5969,6001-6002

喬木村 小川 いえのうえ 家ノ上 6058-6064,6084-6089,6155-6156,6178-6179，6296-6298

喬木村 小川 いえのうえ 家ノ上
7955-7956,7985-7986,7989,7999-8000，8002，8015-
8019，8022-8024

喬木村 氏乗 いえのうえ 家ノ上 9933-9934,10072-10075,10084-10097，10227-10233

喬木村 大和知 いえのうえ 家ノ上 11484,11689-11690

喬木村 大和知 いえのうえ 家ノ上 11912-11923

喬木村 伊久間 いえのうえ 家ノ上 16291,16385,16391,16407-16414

高森町 牛牧 いえのうえ 家ノ上 1361 ５－１３ 5

高森町 山吹 いえのうえ 家ノ上 ６００３，　６０１５ １２－８ 5

天龍村 平岡 いえのうえ 家ノ上 1657-1658 70 39

天龍村 平岡 いえのうえ 家ノ上 282-283 47 39

豊丘村 河野 いえのうえ 家ノ上

４８７－４８８，６４９，８０２，１２７２，１２７９，１５７４－１５７
５，１５７８－１５７９，７３８２，７３８５－７３９２，７４０４，６３
１８，５７０３，５６００，４８６２－４８６３，５２４３－５２４６、５
２４８－５２４９，５２５２－５２５８

二－4 56，58

豊丘村 神稲 いえのうえ 家ノ上

４０３４，４０７３，４１０２－４１０３，４１３５，３８２６－３８４
５，４７２５－４７２８，４８２７－４８２８，４８３１－４８４０，５０
８１，５０８４，５１０６－５１２３，５７９０－５７９２，５８０１、５
８４１－５８４２，６４８５－６４９５

二－5 16.56

根羽村 田島 いえのうえ 家ノ上 256273，367

根羽村 新井 いえのうえ 家ノ上 856～896

根羽村 黒地 いえのうえ 家ノ上 2309～2314，2534

根羽村 向黒地 いえのうえ 家ノ上 2654～2657，2702

根羽村 萸野 いえのうえ 家ノ上 2812ﾉ1，3193ｲ

根羽村 小戸名 いえのうえ 家ノ上 3217ﾛ，3339
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根羽村 老平 いえのうえ 家ノ上 3567～3571

根羽村 小川 いえのうえ 家ノ上 3693～3723，4127ﾉ3

根羽村 一之瀬 いえのうえ 家ノ上 4809，4904

根羽村 高橋 いえのうえ 家ノ上 4936

松川町 生田 いえのうえ 家の上
８７－９２，１５４－１５５，１８７－１８８，１９０－１９１，２６０，
１１５６，１１６６－１１７１，１２１１

48，56 60

松川町 生田 いえのうえ 家ノ上 ７４８５－７４９４ 60

松川町 元大島 いえのうえ 家ノ上 １９７９ 28 60

泰阜村 打沢 いえのうえ 家ノ上 1694-1698,1698-1700,1703,2423 22 10

泰阜村 門島 いえのうえ 家ノ上 4683 31，32 10

泰阜村 金野 いえのうえ 家ノ上 12-20,565-570 6 10

泰阜村 黒見 いえのうえ 家ノ上 4344,4496-4497,4541 33,35 10

泰阜村 黒見 いえのうえ 家の上 4356,4370,4530-4531 30 10

泰阜村 鍬不取 いえのうえ 家ノ上 2865 22 10

泰阜村 左京 いえのうえ 家ノ上 5822-5824,5826-5828 53 10

泰阜村 高町 いえのうえ 家ノ上 1019,1050,1066-1070,1074ｲ,1072 8,19 10

泰阜村 南山 いえのうえ 家（ノ）上
6633,6673,6675-6676,6678-6679,6681，
6684,6755,7095,7100

74 10

泰阜村 南山 いえのうえ 家ノ上
7576-7581,7817-7820,8023,8761-8762,8766,8881-
8882,8884-8886

56 10

下條村 陽皐 いえのうえ？ 家上 ５７７３イ

根羽村 老平 いえのうえどころ 家ノ上所 3573～3575

阿南町 大下条 いえのうえはかした 家ノ上ハカ下 2445

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

阿智村 春日 いえのうしろ 家後 ３１５５～３１７７，３１９３

阿智村 伍和 いえのうしろ 家後 ４５８０～

阿智村 伍和 いえのうしろ 家ノ後 ５２７６，５５８６，５６００～

阿智村 伍和 いえのうしろ 家後 ７０５～

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 2147～2149，2159～2160

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 2240～2248，2350～2352

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 3057～3060

阿南町 和合 いえのうしろ 家ノ後 557

阿南町 大下条 いえのうしろ 家ノ後 1672

阿南町 大下条 いえのうしろ 家の後 2020

阿南町 富草 いえのうしろ 家の後 5187

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 5305

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 8080

阿南町 大下条 いえのうしろ 家ノ後 1342～1343

阿南町 大下条 いえのうしろ 家後 3786，　3812，3855

阿南町 富草 いえのうしろ 家の後 4642～4643

阿南町 富草 いえのうしろ 家ノ後 7170～7172

下條村 陽皐 いえのうしろ 家ノ後 ９１４

下條村 陽皐 いえのうしろ 家ノ後 １７９７

下條村 睦沢 いえのうしろ 家ノ後 ３１１４～３１１５，３８６９

下條村 睦沢 いえのうしろ 家ノ後 ３５３３，３５５９，３５６１，３５６７～３５６８，３６０８
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下條村 陽皐 いえのうしろ 家ノ後 ３９３７，３９４６、　３９６５，４１５９

下條村 陽皐 いえのうしろ 家ノ後ロ ３９５７，　３９７１，３９８０

下條村 睦沢 いえのうしろ 家ノ後 ４７２４～４７４１

下條村 陽皐 いえのうしろ 家後 ５０８２～５０８６

下條村 陽皐 いえのうしろ 家ノ後
５１０９，５１２５，５１２７，５２１０，５３５６，５３８２，５４１２～
５４１３，５６２０，５６６０～５６６１

下條村 睦沢 いえのうしろ 家ノ後
５４４５，５９０９，６０８０～６０８１，６１９１，６１９５，６２３５
～６２３８，６２６３，６４１８～６４１９，６６３３，６６６２～６６６
３

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

喬木村 氏乗 いえのうしろ 家ノ後 10065-10067,10225

喬木村 大和知 いえのうしろ 家ノ後 11546,11634,11711-11712

喬木村 大和知 いえのうしろ 家ノ後 11870-11874

天龍村 神原 いえのうしろ 家ﾉ後 1902 167 40

天龍村 神原 いえのうしろ 家ノ後 2346 178 40

天龍村 神原 いえのうしろ 家ノ後 2587 177 40

松川町 生田 いえのうしろ 家ノ後ロ ２５０４－２５０５ 23 39

松川町 生田 いえのうしろ 家ノ後 ２５１０ 23 39

泰阜村 金野 いえのうしろ 家後 2-3 6 11

泰阜村 高町 いえのうしろ 家の後 1076-1077 19 11

泰阜村 南山 いえのうしろ 家ノ後 7797,7853-7854 74,88 11

喬木村 小川 いえのうち 家ノ内 7987

喬木村 大和知 いえのうち 家ノ内 11906-11911

阿智村 伍和 いえのうら 家ノ裏 ４０１４，４０４４～４０４５

阿智村 伍和 いえのうら 家ノ裏 ４１４，１２３１，１７１９～

阿智村 伍和 いえのうら 家ノ裏 ４５８９～４５９０

阿智村 伍和 いえのうら 家ノ裏 ５９６０～

阿南町 大下条 いえのうら 家ノウラ 2008

阿南町 大下条 いえのうら イエノウラ 2218

阿南町 大下条 いえのうら 家ノウラ 1911，2196～2198，2229

阿南町 大下条 いえのうら イエノウラ 1915,　1934

阿南町 大下条 いえのうら 家のウラ 2424，　2441

阿南町 大下条 いえのうら 家ノウラ 2799，2967，　3145

下條村 睦沢 いえのうら 家ノ後 ６２７８

下條村 陽皐 いえのうら 家ノ裏 ３１４５～３１５０

下條村 陽皐 いえのうら 家ノ裏 ７１３６，７１６０，７２０２～７２０３

下條村 睦沢 いえのうら 家ノ裏

喬木村 加加須 いえのうら 家ノウラ 5442

喬木村 加加須 いえのうら 家ノウラ 5719

喬木村 大和知 いえのうら 家ノ裏 11545,11989-11992

高森町 牛牧 いえのうら 家ノウラ １７２２－１７２３，１７３６，１７４１，２１３０ ５－１２ 6

高森町 山吹 いえのうら 家ノ裏 5542 １１－７ 6

豊丘村 河野 いえのうら 家ノ浦 ５６２１－ 五－5 130

根羽村 田島 いえのうら 家裏 182～186，194

根羽村 新井 いえのうら 家ノ裏 497～499，756
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根羽村 小川 いえのうら 家ノ裏 3923～3924

松川町 生田 いえのうら 家の浦 ３３１３，３７１０－３７１７ 43 28

松川町 生田 いえのうら 家ノ裏 ３５０６ 44 28

松川町 生田 いえのうら 家のウラ ３７３３，３７４８ 43，44 28

松川町 上片桐 いえのうら 家ノ裏 3986 15 28

松川町 元大島 いえのうら 家の裏 １６５９ 28 28

泰阜村 稻伏戸 いえのうら 家ノ裏 1381 20 47

泰阜村 打沢 いえのうら 家ノウラ 1705 22 47

泰阜村 南山 いえのうら 家ノ浦 7653,7821-7822 74 47

阿智村 伍和 いえのうらぐち 家ノ裏口 ５２１８～

阿智村 伍和 いえのうらぐち 家ノ後口 ５５９９～５６０１

松川町 生田 いえのうらひかげ 家の浦日影 3749 44 60

阿智村 伍和
いえのうらよりたけば
やしまで

家ノ裏より竹
林迄

５０６７～

下條村 睦沢 いえのかわはら 家河原 ７８０８

阿智村 浪合 いえのき 家軒 １１１３～

高森町 牛牧 いえのき 家ノキ ２０８８，２２２０－２２２１ ６－１３ 6

高森町 牛牧 いえのき 家軒 ６６８－６７０ ５－１３ 6

天龍村 神原 いえのき 家軒 635 ,637 81 1

天龍村 神原 いえのき 家軒 805 ,941 94 1

天龍村 神原 いえのき 家軒 1060,1081-1083 82 1

天龍村 神原 いえのき 家軒 3647-3648,3738-3739,3972-3973 ,4008-4009，4129，4182 105 1

天龍村 神原 いえのき 家軒
4757-4758，4819-4823，4843-4844 ,4936-4937，5012，
5113，5162

146 1

天龍村 神原 いえのき 家軒 5752 91 1

天龍村 神原 いえのき 家軒 6052　，6127 31 1

天龍村 平岡 いえのき 家軒 326 47 1

天龍村 平岡 いえのき 家軒 645 24 1

泰阜村 柿野 いえのき 家ノキ 3592 37 70

阿南町 和合 いえのきた 家の北 518

高森町 牛牧 いえのきた 家ノ北 １７９８，　２４０７ ５－１２ 6

天龍村 平岡 いえのきた 家ノ北 1650-1656 70 58

松川町 元大島 いえのきた 家ノ北 ３７１８－３７１９ 37 60

松川町 元大島 いえのきた 家の北 ４０２９ 46 60

高森町 牛牧 いえのきひかげ 家軒日カゲ 675

豊丘村 河野 いえのくぼ 家久保 ５６９９－５７００ 五－4 148

豊丘村 河野 いえのくぼ 家ノ久保 ５７０１－５７０２，５７０４－５７３１，５７３５，６２１４－６２１９ 五－5 154

阿南町 大下条 いえのこし 家ノコシ 3363

泰阜村 怒田 いえのこし 家のこし 2996 - -

松川町 生田 いえのさわ 家ノ沢 １８６１，１８６７－１８６８，１８７０－１８７４，１８８２－１８８５ 58 53

松川町 生田 いえのさわきたひら 家ノ沢北ヒラ １８７５－１８８１ 58 53

松川町 生田 いえのさわでぐち 家ノ沢出口 １８８７，１８９１－１８９２，１８９６ 50 53

阿智村 春日 いえのした 家下 ２４３３～２４３４

阿智村 春日 いえのした 家下 ３１７８，３１８９～３１９１
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阿智村 駒場 いえのした 家下 １３０４～１３０５，１３５８

阿智村 駒場 いえのした 家下
１４９７～１５０１，１５１９～１５２０，１５３４，１５８３～１５８
７，１６１８～１６１９，１８３３～１８３４，１９９３

阿智村 伍和 いえのした 家下 ２５８，７０７，１４６４～

阿智村 伍和 いえのした 家下
３９９９ノ１，４０１５～４０１８，４０２７～４０２８，４０４６～４０
５０，４２３１～４２３２，４５６５，４５６７

阿智村 伍和 いえのした 家ノ下 ４５８１～４５８８

阿智村 伍和 いえのした 家ノ下
５１４１～５１４３，５２２４～５２２６，５５１０，５５４４，５５４８
～５５５０

阿智村 伍和 いえのした 家下 ５５８９，５６９５～

阿智村 伍和 いえのした 家下 ６１３３～

阿智村 伍和 いえのした 家下 ６３６５～

阿智村 伍和 いえのした 家ノ下
９２４～９２６，１５０６，１７０６～１７０７，１７１４～１７１５，１
７２０～１７２３

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 133

阿南町 富草 いえのした 家の下 377

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 899～901

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 1895～1899

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 2082～2084

阿南町 富草 いえのした 家ノ下？ 2585

阿南町 富草 いえのした 家の下 3025～3030

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 3050～3055，3122～3123，3125～3160

阿南町 和合 いえのした 家ノ下 2347

阿南町 和合 いえのした 家ノ下 　

阿南町 大下条 いえのした 家の下 1161，1241～1246，

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 1191～1197

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 1338～1339

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下
1606～1610，1612～1613，1632～1633，1635～1636，
1662

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 161～162，211，561，574，958～959，971～973

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下
1661，1713～1715，1725～1726，1824～1825，1920，
2026，2195，2210，2217，2227

阿南町 大下条 いえのした 家の下 1970～1972

阿南町 大下条 いえのした イエノ下 2092～2095

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

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 2203,　2215,2345

阿南町 大下条 いえのした 家下 2421～2422，2442，2564～2568

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 2704，　3804

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 3900，3911～3913

阿南町 富草 いえのした 家の下 4636～4638，4646，4657～4661，4668～4669

阿南町 富草 いえのした 家下 5118～5121，5128～5131

阿南町 富草 いえのした 家の下 5170，5205,　520,　55360，5567～5569

阿南町 大下条 いえのした イヱノシタ 532，　638

阿南町 大下条 いえのした 家ノ下 538～540

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 6215～6276
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阿南町 和合 いえのした 家ノ（の）下

64～66，123～124，155～157，215～216，225，227，322，
429，431～432，452，461，468～469，488，555，559，
602，779，844，910～914，916～918，1417，1424，1432～
1434，1516，1583，1678，1712，1762，1763，2086，2090～
2091，2110，2138～2139，2347，2721，2722

阿南町 富草 いえのした 家の下 7157～7158

阿南町 富草 いえのした 家ノ下 7703，　8055

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家ノ下

阿南町 和合 いえのした 家下

下條村 陽皐 いえのした 家ノ下 １７６７

下條村 陽皐 いえのした 家ノ下 ６１０６

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
１０～１７，６６～６７，７９，８７～９３，９８～９９，２３２～２３
４，２２９，５５９，１３１６，１３１８，１３５１，１３５６，１３７６～
１３７７，１３８６，１７９８，２３６，２５３～２５４

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

下條村 睦沢 いえのした 家ン下 ２０６，２５３～２５４

下條村 陽皐 いえのした 家ノ下 ２９９３～２９９６，２８０４～２８０５

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
３１１１，３１１３，３２９８～３２９９，３３０２，３８１１～３７１
２，３５６０，３５７８

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

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下 ４４４５，４４７５，　４８１５

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
５４０３，５４０６，５８８３，５９５７，５９６１，５９７７，６０９４～
６０９５，６０９７，６１３０，６１３６～６１３９

下條村 陽皐 いえのした 家ノ下
５９０６～５９０９，５１０６～５１０７，５１１１，５２１１，５４１
０，５５８９～５５９３，５５９６～５５９７，５５９９～５６００

下條村 睦沢 いえのした 家下
６２０５，６２４０～６２４２，６３５４～６３５５，６３９３，６６４４
～６６４７，６６５８，６６９２～６６９４，６７３９，６７４５，６７７
５，６７９０，６９９２

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

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
７２３０～７２３１，７３６６，７４０９～７４１３，７４１５～７４１
６，７４２６

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
７７５６，７７８３～７７８４，７７８８，７８０６～７８０７，７８８
２，７９３７～７９３８，７９４６，９８１８

下條村 睦沢 いえのした 家ノ下
９９３９，９９７１～９９７２，１０１１３，１０１３０，１０１３８，１０
１４８～１０１４９，１０１５１

喬木村 加加須 いえのした 家ノ下 5268-5270,5389,5438-5439,5451

喬木村 加加須 いえのした 家ノ下 5750ﾛ

喬木村 小川 いえのした 家ノ下 5989-5992

喬木村 小川 いえのした 家ノ下 6,210,621,362,186,320

喬木村 小川 いえのした 家ノ下 6955-6956,6980-6984,7016-7018,7049-7053，7321

喬木村 小川 いえのした 家ノ下 7887-7889,7950-7952,7962,8027-8029，8188，8325-8327

喬木村 氏乗 いえのした 家ノ下 10139

喬木村 大和知 いえのした 家ノ下 11554

喬木村 大和知 いえのした 家ノ下 11924-11925

喬木村 伊久間 いえのした 家ノ下
15864-15865,15868-15869,15876,16427-
16429,15874,16460



26

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 1703 ,1901 167 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 3045 137 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 291 44 39

天龍村 神原 いえのした
家ノ下（中組
平内）

730 94 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 1304-1306 124 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 3901,3907-3909 106 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 5592 90 39

天龍村 神原 いえのした 家ノ下 6227 80 39

天龍村 平岡 いえのした 家ノ下 2559 156 39

天龍村 平岡 いえのした 家ノ下 130,142-143,153 27 12

天龍村 平岡 いえのした 家ノ下 222-223,265,268,339,375,508 47 39

天龍村 平岡 いえのした 家ノ下 1298　,2180 60 39

豊丘村 河野 いえのした 家ノ下 ７４４０－７４４１，７４４４ 五－2 148

豊丘村 神稲 いえのした 家ノ下 ８５３８－ 二－5 92

根羽村 田島 いえのした 家ノ下 332～333

根羽村 新井 いえのした 家下 709

根羽村 向黒地 いえのした 家ノ下 2688～2694

根羽村 萸野 いえのした 家ノ下 2955～2957，3097

根羽村 老平 いえのした 家ノ下 3564

根羽村 小川 いえのした 家ノ下 4116～4119

根羽村 取手 いえのした 家下 4741，4769

根羽村 一之瀬 いえのした 家下 4810～4813

根羽村 高橋 いえのした 家ノ下 4932，5017

松川町 生田 いえのした 家下 ３２４６ 43 51

松川町 生田 いえのした 家ノ下 ３５０５，３５１３－３５１４ 43 51

松川町 生田 いえのした 家の下 ４９５３－４９５８ 42，43 51

松川町 生田 いえのした 家ノ下 ５４５６，５６１８－５６２９ 41 51

松川町 元大島 いえのした 家の下 １３５１ 38 51

泰阜村 明島 いえのした 家下 5241 50 10

泰阜村 稻伏戸 いえのした 家ノ下 1429 20 10

泰阜村 打沢 いえのした 家ノ下 1702,1711-1714,1716 22 10

泰阜村 怒田 いえのした 家の下 2998，3000-3001,3004-3006 41 10

泰阜村 万場 いえのした 家ノ下 3776 37 10

泰阜村 南山 いえのした 家下 8027-8029,8040,8141 74 10

泰阜村 南山 いえのした 家ノ（の）下
6437,6477,6452,6553,6683,6709,6714,6777-6778,6789-
6790,6805

70 10

泰阜村 南山 いえのした 家ノ下
6175,6233,6252,6553,6563-6564,7568,7571-
7572,7666,7775-7776,7812-7814,7827,7851-
7852,7870,8351-8355,8369-8370,

56,72 10

泰阜村 高町 いえのしたがいと 家の下垣外 1062-1063 8,19 17

天龍村 神原 いえのしたかきばやし 家ノ下柿林 1909 167 215

阿南町 大下条 いえのしたかわばた 家ノ下川端 1190

下條村 睦沢 いえのしたかわはら 家下河原 ８８８４

下條村 睦沢 いえのしたひゃくめ 家ノ下百目 ２３１９
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阿南町 大下条
いえのしたもとやしき
ばた

家ﾉ下元屋敷
畑

1634

阿南町 大下条 いえのすえさわばた 家ノ末沢バタ 1712

阿南町 和合 いえのそと 家の外 1206，1606～1607

阿南町 和合 いえのそと 家ノ外

天龍村 神原 いえのそと 家外 3867，3967-3968， 105 270

豊丘村 神稲 いえのた 家ノ田 ５７９８－５８００

阿南町 和合 いえのと 家のと

泰阜村 南山 いえのとびら 家ノ扉 7762-7764 74 119

阿南町 和合 いえのにし 家西 520

高森町 牛牧 いえのにし 家の西 ７４６，２４２８－２４２９ ５－１２ 6

高森町 山吹 いえのにし 家ノ西 6063 １３－８ 6

天龍村 神原 いえのにし 家ノ西 2584-2585 177 234

根羽村 黒地 いえのにし 家ノ西 2234～2243，2521

松川町 生田 いえのにし 家ノ西 ２６２１－２６２４ 30 60

阿南町 大下条 いえののき 家ノ軒 130

阿南町 和合 いえののき 家ののき 941

阿南町 大下条 いえののき 家ノノキ 2807，2966，3026，　3131

高森町 牛牧 いえののき 家ノノキ ２２１８－２２１９ ６－１３ 6

高森町 牛牧 いえののき 家ノ軒
６７１，７４９－７５１，８５８－８６３，１０６１，１０８０－１０８
１，１４５３－１４５４

４－１３ 6

高森町 牛牧 いえののき 家ノヽキ ６７２，　１４５４ 6

天龍村 神原 いえののき 家ノ軒 2479　，2481 178 1

天龍村 神原 いえののき 家ノ軒 3016-3020 152 1

天龍村 平岡 いえののき 家ノ軒 104,109-116,136-137,140,154,437 27 1

天龍村 平岡 いえののき 家ノ軒 18 1 1

天龍村 平岡 いえののき 家ノ軒
192,226,369,509,555,616,624-628,685，765，776，783-
784，825-826

47 1

天龍村 平岡 いえののき 家ノ軒 831,849-851,868-870 22 ,25 1

天龍村 平岡 いえののき 家ノ軒 1353 61 1

根羽村 初入 いえののき 家ノ軒 5262

泰阜村 柿野 いえののき 家ノ軒 3593 37 70

泰阜村 平野 いえののき 家ののき 4588 33,35 70

泰阜村 南山 いえののき 家軒 7678,7680,7704-7708 74 70

泰阜村 南山 いえののき 家ノ軒
6145-6146,6235,6689,6859-6861,8018,8021,8322,8374-
8375,7804-7805,7807-7808,7823,8544

55,88 70

高森町 牛牧 いえののきひかげ 家ノ軒日カゲ 639 6

高森町 牛牧 いえののきひかげ 家ノヽキ日カゲ６７５ノ３ ５－１３ 6

高森町 牛牧 いえののきぼたした 家ノ軒ボタ下 １８４４，１８４６－１８４９ 6

下條村 陽皐 いえののぼり 家ノ上り ４０３４

阿智村 浪合 いえのひがし 家東 ９７７～９８１

下條村 陽皐 いえのひがし 家東 ３９４０

高森町 牛牧 いえのひがし 家ノ東 １８６８，１９３８－１９３９，２４７１ ５－１１ 6

高森町 山吹 いえのひがし 家ノ東 ２３９９－２４００，２５７５ ７－７ 6

高森町 山吹 いえのひがし イエノヒガシ ３８６７－３８６８ １０－８ 6

天龍村 神原 いえのひがし 家ﾉ東 1616 208
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天龍村 神原 いえのひがし 家ノ東 2489　，2081

根羽村 小戸名 いえのひがし 家ノ東 3313

松川町 生田 いえのひがし 家ノ東 ２５１１ 23 60

天龍村 神原 いえのひがしみちうえ 家ﾉ東道上 1606ﾁ 152 208

天龍村 神原 いえのひがしみちした 家東道下 1606ﾍ 152 208

阿南町 大下条 いえのひら 家ノ平 1884

松川町 生田 いえのひら 家の平 ３５９５ー３５９８，３６０１－３６０３ 43 60

喬木村 大和知 いえのほら 家ノ洞 11674-11679,11746ﾉ1

阿南町 大下条 いえのまい イエノマイ 204

阿南町 大下条 いえのまい イエノマイ 133，　135，140

天龍村 神原 いえのまい 家ノ前 3055 137 39

天龍村 神原 いえのまい 家ノ前 3599　,3642,3686 106 39

天龍村 神原 いえのまい 家ノ前 3866 39

天龍村 神原 いえのまい 家の前 4151-4152 105 39

天龍村 神原 いえのまいばた 家ノ前畑 3046 137 247

阿智村 春日 いえのまえ 家前
２６２８～２６３２，２６３６～２６４６，２６５０～２６５１，２６８
５，２７１５

阿智村 春日 いえのまえ 家前 ３１６０，３１７９，３１８２～３１８４

阿智村 伍和 いえのまえ 家ノ前 １７１１～１７１３

阿智村 伍和 いえのまえ 家ノ前 ３９６８～３９６９，３９７２

阿智村 伍和 いえのまえ 家ノ前 ４５４９～４５５１，４５９１～４５９３

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

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

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 134

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 1432～1434

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 1560～1564

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 2605～2609

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 3040～3046，3188～3191

阿南町 大下条 いえのまえ 家の前 1967

阿南町 富草 いえのまえ 家の前 5649

阿南町 富草 いえのまえ 家の前 6449

阿南町 大下条 いえのまえ 家ノ前
131～132，134～135，136，138，140，141～142，495，628
～629

阿南町 大下条 いえのまえ 家ノ前 1920～1921

阿南町 大下条 いえのまえ 家の前 1999，2016，2021～2022

阿南町 大下条 いえのまえ 家の前 2084，2101，2107，2919，2935，2969～2972

阿南町 大下条 いえのまえ 家ノ前 3132～3133

阿南町 和合 いえのまえ 家ノ前 434，

阿南町 富草 いえのまえ 家の前 4649～4651

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

阿南町 富草 いえのまえ 家の前 5189～5195，5202～5203，5364～5366

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 5368～5372

阿南町 富草 いえのまえ 家之前 6279～6280

阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 7992，　8056
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阿南町 富草 いえのまえ 家ノ前 8040～8043

阿南町 富草 いえのまえ 家の前 9593～9594

下條村 睦沢 いえのまえ 家の前 １７３

下條村 陽皐 いえのまえ 家ノ前 ７１４１

下條村 睦沢 いえのまえ 家の前 １０１４３

下條村 陽皐 いえのまえ 家ノ前 ２８００，３００１～３００３

下條村 睦沢 いえのまえ 家ノ前 ３２８８～３２８９，３２９２～３２９３，３３０７，３３０９

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

下條村 睦沢 いえのまえ 家ノ前
３４９３～３４９６，３５７２，３５７５～３５７６，３５８０，３５８
５，３５９０～３５９３３６０９～３６１０

下條村 陽皐 いえのまえ 家ノ前
４０４７～４０５０，４０５２，４０７８，４１２３～４１２４，４１４
５，４１５０～４１５３，４１６１

下條村 睦沢 いえのまえ 家ノ前 ４６４６，　４７１９

下條村 陽皐 いえのまえ 家ノ前
５８０９～５８９２，５３４９～５３５２，５３６５～５３６８，５４０１
～５４０２，５４０７，５４１６～５４１８，５４２０，５６０１

下條村 陽皐 いえのまえ 家ノ前 ９１５～９１６

喬木村 加加須 いえのまえ 家ノ前 5391,5395-5406

喬木村 加加須 いえのまえ 家ノ前 5794

喬木村 小川 いえのまえ 家ノ前 5903-5904,5996-5998,6007

喬木村 小川 いえのまえ 家ノ前 6227,　6230

喬木村 大和知 いえのまえ 家ノ前 1,155,311,685

高森町 牛牧 いえのまえ 家の前
７４０－７４１，７４３－７４４，７８８－７９０，８５７，９２２，１３
５６，１３９４，１３９８－１３９９，２１１０，２１１２－２１１８，２
３７３

５－１２ 6

高森町 山吹 いえのまえ 家の前 2573 6

高森町 山吹 いえのまえ 家ノ前
２３９１－２３９２，２３９５－２３９８、２４８７、２５０７, ２５７６
－２５８３，5344

７－７ 6

豊丘村 河野 いえのまえ 家ノ前 ４２３１，６３２２－６３２４，７３０９，７４０５－７４０７ 五－1 141

豊丘村 神稲 いえのまえ 家ノ前 ６０８０－６０８２，１０３６２－１０３６６ 五－3 119

根羽村 萸野 いえのまえ 家ノ前 3058～3064，3183

根羽村 小戸名 いえのまえ 家ノ前 3230，3320

根羽村 中野 いえのまえ 家ノ前 4272，4421

根羽村 一之瀬 いえのまえ 家ノ前 4907

根羽村 高橋 いえのまえ 家ノ前 4941

松川町 生田 いえのまえ 家の前 ６８５－６８８ 46，48 28

松川町 生田 いえのまえ 家ノ前 ５４３４，５４５７－５４６３ 46 28

松川町 大島 いえのまえ 家の前 ２６３－２６５，２６８ 14 28

松川町 元大島 いえのまえ 家ノ前
１２５９，１５５５，１５５９－１５６３，１９８３－１９８４，3619，３
７０７－３７０８，３８１３－３８１４，４１９７，４２４１

28 28

松川町 元大島 いえのまえ 家の前
１５３８，１６５７，１６６１，３５３５，３５６９－３５７３，３６０４
－３６０５，３６１５－３６１７，３６１９，４０２５－４０２６，４０２
５－４０２６，４０３７

30，37 28

泰阜村 門島 いえのまえ 家ノ前 4685-4686 32 10

泰阜村 金野 いえのまえ 家ノ前 10-11 6,16 10

泰阜村 黒見 いえのまえ 家ノ前 4585-4586 - 10

泰阜村 黒見 いえのまえ 家の前 4375-4376,4378 - 10

泰阜村 怒田 いえのまえ 家の前 3028 41 10

泰阜村 平野 いえのまえ 家の前 4589 33 10
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泰阜村 南山 いえのまえ 家ノ前

6170,6177,6347-6348,6258,6715,6724-6726,6510,6512-
6514,6516,6523,6537，6571,6695,6715,6724-
6726,6775,6791,6856-6857,6865-
6867,6947,7114,7235,7582，7584，7667，7670-7671，
8041-8042，8559，8888

70,74 10

阿南町 大下条 いえのまえばた 家ノ前畑 1665

高森町 牛牧 いえのまえぼたした 家ノ前ボタ下 1845 6

豊丘村 河野 いえのまえみなみだいら家ノ前南平 ７３０９ー

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

阿智村 伍和 いえのまわり 家ノ廻リ
７５１～７５６，１２５９，１２６１，１４５５～１４５８，１４６３～１
４６４，１５２２，１５２７～１５２９

阿南町 富草 いえのまわり 家ノ廻リ 521

阿南町 大下条 いえのまわり イヱノマワリ 539

阿南町 大下条 いえのまわり 家の廻り 1110

下條村 睦沢 いえのまわり 家ノ廻りリ ２１６２

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

下條村 睦沢 いえのまわり 家ノ廻リ ２７４８～２７５３，３２８７

下條村 睦沢 いえのまわり 家の廻 ４５５，４５８～４５９，４６２，４７０，５０９～５１１

天龍村 神原 いえのまわり 家ﾉ廻 1606ｲ，ﾛ，ﾊ，ﾆ 152 208

天龍村 神原 いえのまわり 家ノ廻リ 2480　，2583 178 208

阿智村 伍和 いえのみなみ 家の南 ６４０９～

高森町 山吹 いえのみなみ 家ノ南 3207－3208，３９５３－３９５５，３９５７，5491 ８－８ 6

高森町 山吹 いえのみなみ 家の南 5270－5271，２５４４－２５４９ ７－７ 6

豊丘村 河野 いえのみなみ 家ノ南 ８３６－８３７ 二－4 68

松川町 元大島 いえのみなみ 家ノ南 ３５７４ 37 61

阿南町 和合 いえのむかい 家ノ向
572～573，576～578，776，1034から037，1269～1272，
1416，1677，1688，1707，1731～1733，1798～1799，1936

阿南町 富草 いえのむかい 家ノ向 7704～7705

阿南町 和合 いえのむかい 家ノ向

阿南町 和合 いえのむかい 家の向

阿南町 和合 いえのむかい 家ノ向

下條村 睦沢 いえのむかい 家ノ向 ５５５６

下條村 睦沢 いえのむかい 家ノ向 ７３３１

下條村 陽皐 いえのむかい 家ノ向 ４１３０，４２５３～４２５４

喬木村 大和知 いえのむかい 家ノ向 11541,11798-11802

天龍村 平岡 いえのむかい 家ノ向 2669 171 111

泰阜村 高町 いえのむかい 家ノ向 1018 19 106

下條村 睦沢 いえのむかい？ 家ノ向 ７７４１，　７７８２，７７２２

豊丘村 神稲 いえのむかい？ 家ノ向 ６０５３－ 五－5 119

阿智村 伍和 いえのむこう 家ノ向 ４５９４～

阿南町 富草 いえのむこう 家の向 4762

阿南町 大下条 いえのむこう 家ノ向 364，　368

阿南町 富草 いえのむこう 家ノ向 8143～8144

阿南町 和合 いえのむこう 家の向

下條村 睦沢 いえのむこう 家ノ向 １７９２

下條村 睦沢 いえのむこう 家ノ向 ６６４３，　７４２７
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下條村 陽皐 いえのむこう 家ノ向

天龍村 神原 いえのむこう 家ﾉ向フ 1510-1511，1513-1514，1519，1521 122 111

松川町 生田 いえのむこう 家ノ向 ６１５６ 42 61

泰阜村 平島田 いえのむこう 家ノ向 3355 39 106

下條村 陽皐 いえのむこう？ 家の向 ５７７０イ,５７７４イ

天龍村 神原 いえのむこうばやし 家の向林 1686 152 209

下條村 睦沢 いえのもと 家ノ本

泰阜村 金野 いえのもと 家ノ元 1 6 89

泰阜村 南山 いえのもと 家ノ本 6245 70 89

阿南町 大下条 いえのよこ 家の横 1663

阿南町 和合 いえのよこ 家の横 1953，2124，2130，2136～2137

下條村 睦沢 いえのよこ 家ノ横 １４６～１４８

下條村 睦沢 いえのよこ 家ノ横

天龍村 神原 いえのよこ 家ノ横 37

天龍村 神原 いえのよこ 家ノ横 273-274，289 44 149

天龍村 神原 いえのよこ 家ﾉ横 1191，1349，　1373 82 149

根羽村 萸野 いえのよこ 家ノ横 2963～2965，3128

阿南町 大下条 いえのよこいど 家ノ横井戸 1665～1666

天龍村 神原 いえのよこした 家ﾉ横下 1193 82 149

高森町 牛牧 いえのわき 家ノワキ １３８０，１３８３－１３８５ ５－１３ 6

天龍村 神原 いえのわき 家ﾉ脇 1917 167 216

泰阜村 平野 いえのわき 家の脇 4600-4602,4609 35 10

泰阜村 南山 いえのわき 家ノ脇 6716 72 10

天龍村 平岡 いえひがし 家東 106-107,217,272-273,319-321 47 115

阿智村 春日 いえまえ 家前 ２０５５～２０６０

阿南町 和合 いえまえ 家前 2119

豊丘村 河野 いえまえ 家前 ４２２３－４２２６，７４１６－７４１７ 五－4 154

松川町 大島 いえまえ 家前
１５３－１５７，２２３－２２５，１０１５－１０１７，１０２１－１０
２７

14，18 61

下條村 陽皐 いえまえかわばた 家前川端 ３７５３

阿智村 伍和 いえまわり 家廻リ ４０２１～４０２２，４０８２，４０９２

高森町 山吹 いえみなみ 家南 3951 １０－８ 6

天龍村 平岡 いえみなみ 家南 620

豊丘村 河野 いえみなみ 家南 ４１９－４２２ 163

阿智村 伍和 いえむかい 家向 ７０９～７１２

阿南町 大下条 いえむこい 家向 3834

下條村 睦沢 いえむこう 家向 ２３１０

天龍村 神原 いえむこう 家向 811 94 111

天龍村 神原 いえむこう 家向 5633-5637 90 111

天龍村 神原 いえむこう 家向 6043 31 111

下條村 睦沢 いえもんまえだ 伊右エ門前田６７６５

天龍村 神原 いえよこ 家横 835 ,846 ,858 81 149

天龍村 神原 いえよこ 家横 1084 ,1089 ,1178 ,1230 ,1381 82 149

根羽村 中野 いえよこ 家横 4486
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天龍村 神原 いえよこうえ 家横上 1192，　1197 82 149

天龍村 神原 いえよこはた 家横畑 1122 82 149

天龍村 神原 いえよこみちうえ 家横道上 842-843 81 180

天龍村 神原 いえわき 家脇 1614 152 208

豊丘村 河野 いおうした 井王下 ８９５－

阿南町 富草 いがいと 居垣外 6702～6703，6720，6825～6826

阿南町 富草 いがいと 居垣外 6921～6923，7417～7418

下條村 陽皐 いがいと 居垣外 ７３２３

下條村 睦沢 いがいと 居垣外 ７４１９

下條村 陽皐 いがいと 居垣外
１５６～１５８，１６０～１６３，１７１～１７２，１７４，２２３，２５
８～２５９，２６３，２８９～２９０

下條村 睦沢 いがいと 居垣外 １８２４，１８２６，１８２５８，１８３０～１８３２，１８３４～１８３５

下條村 睦沢 いがいと 居垣外 １８３７，１８３９，１８４５～１８４６，１８４９

下條村 陽皐 いがいと 居垣外

２９２，２９５～３００，３２５，３２９～３３２，３３６，５６７，８３
５～８３６，８４２，８４４，８５０，８５２～８５５，８６６～８６７，
８７９～８８０，８８８～８９０，９１１，９１８～９２１，９２３，９２
８～９２９，９４１，９４３，～９４４，９４６～９４８，９５１～９５
２，９５６，９５９，９６４～９６５，９６９～９７０，９７４～９７５，
１０７６，１０８６

松川町 生田 いがいと 居垣外 ８４８９，８５０６ー８５２４ 63 61

泰阜村 門島 いがいと 居垣外 4677-4679 31 28

泰阜村 唐笠 いがいと 居垣外 4141-4143 14 28

下條村 陽皐 いがいとみちした 井垣外道下 ８８１～８８２

豊丘村 河野 いかだ 筏 ３５３６－３６６９，３６７２－３６７５ 二－2 154

豊丘村 河野 いかだおき 筏沖 ９８８６－９８９１

豊丘村 河野 いかだおち 筏落 ３４７５，３４７８－３４８２ 二－2 154

豊丘村 河野 いかだした 筏下 ８２１２－８２１３ 二－2 154

高森町 山吹 いかだば 筏場 ５８０１－５８０７，５８１５－５８２１ １１－８ 7

下條村 陽皐 いがつか 伊賀塚 ３０４３～３０４６

大鹿村 大河原 いかづきさわ イカ月沢 4715～4716

大鹿村 大河原 いかづきさわ イカ月沢 4715～4716

大鹿村 大河原 いかづきざわひかげ イカ月沢日影 4689～4690

大鹿村 大河原 いかづきざわひかげ イカ月沢日影 4689～4690

下條村 陽皐 いがみ 井上 ７０８８～７０９１

泰阜村 鍬不取 いかるとや イカルトヤ 2816-2822 38 51

阿智村 智里 いきつき イキツキ ２２４９～

喬木村 小川 いぐいした 井杭下 8294-8295

泰阜村 左京 いくいだ 井杭田 5853,5979-5982 53 96

高森町 山吹 いぐいだ 井グイ田 ３６０４－３６１０ １０－８ 7

喬木村 大島 いくち イクチ 9787

阿智村 智里 いぐち 井口 １５４９～１５５３，１５９３

阿智村 智里 いぐち 井口 １９３～

阿南町 和合 いぐち イグチ 2610

下條村 陽皐 いぐち 井口 ４９４９

下條村 陽皐 いぐち 井口 ２４６２～２４６５
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下條村 睦沢 いぐち 井口
２８４，４２６～４２８，５２０，７７０，７７２～７７５，７８５，１１
７６

下條村 睦沢 いぐち 井口 ８９２６～８９２７

下條村 睦沢 いぐち 井口 ９９５８，　１００８６

高森町 山吹 いぐち 井口 ２３７３－２３７９ ７－６ 7

豊丘村 河野 いぐち 井口 ４８５－４８６，４９３－４９６ 二－4 66

豊丘村 神稲 いぐち 井口 ２２７８－２２８０，８０８２－８０８８，９００１－９００５ 二－5 21

泰阜村 打沢 いぐち 井口 2509-2510,2528 25，26 62

泰阜村 南山 いぐち 井口 6631 56 62

豊丘村 河野 いぐちいわうえ 井口岩上 ４４０８－ 五－4 146

阿南町 富草 いぐちうえ 井口上 2518～2519

豊丘村 河野 いぐちうえ 井口上 ４８９－４９０ 二－4 66

阿南町 富草 いぐちや 井口屋 5505

喬木村 伊久間 いくま 伊久間
1506ﾉ
2,15065,15861,16161,16235,16247,16365,16352,16464,1648
5

泰阜村 南山 いくめ イクメ 7593-7595 74 119

下條村 陽皐 いくらやま い久ら山 ４７１６～４７１７，４７１９

天龍村 神原 いけ 池 3653　，3670 106 268

泰阜村 南山 いけうえ 池上 8253 89 119

松川町 生田 いけがさわ 池ヶ沢 ５９３５－５９３９ 58 61

松川町 生田 いけがさわでぐち 池ヶ沢出口 ５９４０ 58 61

豊丘村 神稲 いけがさわやま 池ｹ沢山 １２５３０－

阿智村 伍和 いけがほら 池ヶ洞 １６２０～１６４４

松川町 生田 いけがみこうち 池上耕地 ５２１５－５２４４ 42 61

阿南町 大下条 いけくぼ 池窪 1105

阿南町 大下条 いけくぼ 池久保 1106～1113

阿南町 大下条 いけくぼ 池窪 1488～1492

阿南町 富草 いけくぼ 池久保 4773～4791，4862～4863

阿南町 富草 いけくぼ 池久保 6222～6229

天龍村 神原 いけした 池下 41ﾛ

天龍村 神原 いけじま 池島 5159

阿智村 春日 いけじり 池尻 ２１４５～２１４８

阿智村 駒場 いけじり 池尻 １５４６～

大鹿村 大河原 いけじり 池尻 1561～1590

大鹿村 大河原 いけじり 池尻 4589～4592，4599～4600，4613

大鹿村 大河原 いけじり 池尻 1561～1590

大鹿村 大河原 いけじり 池尻 4589～4592，4599～4600，4613

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

泰阜村 明島 いけじり 池尻 5004 36 72

泰阜村 南山 いけじり 池尻 8499 - 72

天龍村 神原 いけしろ イケシロ 4239-4241 134 239

天龍村 神原 いけじろ 池城 2731,2736-2744 164 ,165 239

阿南町 大下条 いけた イケタ 268～294，298～301，303～304，306，308～311

阿智村 智里 いけだ 池田 ５０１３～５０１４，５０１６，５０２４～５０３２
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阿南町 富草 いけだ 池田 66～72

阿南町 大下条 いけだ 池田 307

阿南町 大下条 いけだ イけ田 2749

阿南町 大下条 いけだ 池田 1028～1034，1037～1038

阿南町 大下条 いけだ 池田 3661～3663，3878

阿南町 富草 いけだ いけだ 5535，5540～5542，5548～5549

阿南町 富草 いけだ 池田 5687，5690～5700

阿南町 旦開 いけだ 池田 656～666，2739～2741，2748～2752

下條村 睦沢 いけだ 池田 ４７９６～４８０３，４８４０

泰阜村 怒田 いけだ 池田 2937 38 109

泰阜村 南山 いけだ 池田 6505-6506 72 109

喬木村 小川 いげた 井桁 8383

喬木村 氏乗 いげた 井げた 11127-11137

泰阜村 明島 いげた 井ケタ 5333-5334, 50 62

阿南町 旦開 いけだいみょうじん 池大明神 1212～1213，1225～1274

下條村 陽皐 いげたうえ 井桁上 ２８３９～２８４０

下條村 睦沢 いげたうえ 井桁上 ６７７２～６９９７

喬木村 小川 いけだがいと 池田垣外 7794

喬木村 小川 いけだがいと 池田垣外 8349

豊丘村 河野 いげたさわ 井桁沢
２０９０－２０９６，２１１５－２１５４，２１６５－２１７８，２１８
０，２１９６－２２００

二－2 142

阿南町 富草 いげたした 井桁下 6

阿南町 大下条 いげたした 井桁下 1664

下條村 陽皐 いげたした 井桁下 ２７５３

下條村 陽皐 いげたした 井桁下 ３８６３～３８６９

下條村 睦沢 いげたした 井桁下 ５６３４～５６３７

喬木村 小川 いげたした 井桁下 8378-8379

泰阜村 打沢 いげたした 井ケタ下 2505-2506 25 63

下條村 陽皐 いげたしたほそぼら 井桁下細洞 ３８７０～３８７２

阿南町 大下条 いけだだいら 池田平 1012～1027

下條村 陽皐 いげたばた 井桁端

高森町 牛牧 いげたばた 井桁畑 17 ６－１２ 7

阿南町 大下条 いけたひかげ 井ケタヒカゲ 1005

阿南町 富草 いけだみちした いけだ道下 5543～5546

阿智村 伍和 いげたむかい 井桁向 ６６３０～６６３２

高森町 山吹 いけのあと 池ノ跡 ７１２７－７１５８ ７－６ 7

阿南町 大下条 いけのいり 池ノ入 2778

阿南町 大下条 いけのいり 池ノ入 2065～2069，2115～2116

阿南町 富草 いけのうえ 池ノ上 1437～1439

阿南町 富草 いけのうえ 池ノ上 1545～1548

阿南町 大下条 いけのうえ イケノ上 92

阿南町 大下条 いけのうえ イけノ上 2751

阿南町 富草 いけのうえ 池の上 5116～5117

阿南町 大下条 いけのうえ 池ノ上 97～98
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大鹿村 大河原 いけのうえ 池の上 5367～5368

大鹿村 大河原 いけのうえ 池の上 5367～5368

下條村 陽皐 いけのうえ 池ノ上 １８１５～１８２２

喬木村 氏乗 いけのうえ 池ノ上 10098

泰阜村 打沢 いけのうえ イケノ上 2411 25 65

大鹿村 大河原 いけのうえ？ 池ノ上？ 5369－

大鹿村 大河原 いけのうえ？ 池ノ上？ 5369－

天龍村 神原 いけのかわら 池ノ川原 2918-2920 167 243

豊丘村 神稲 いけのくぼ 池ノ久保 ２４３７－２４５０，５６６５－５６７４ 五－5 21

阿智村 春日 いけのさわ 池ノ沢 ２１１～２１４

下條村 陽皐 いけのさわ 池ノ沢 １１４５～１１６４

喬木村 加加須 いけのさわ 池ノ沢 5431-5432

阿南町 大下条 いけのした イけノ下 2750

下條村 睦沢 いけのした 池ノ下 ２８９６～２９００

泰阜村 南山 いけのした 池ノ下 6431,6453-6454 70 119

阿南町 和合 いけのしま 池ノ島 76

天龍村 神原 いけのしま 池ノ島 4794-4799 132 292

阿智村 智里 いけのしり イケノシリ ３４３６～３４４２

下條村 睦沢 いけのた 池ノ田 ８３９～８４０

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

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

喬木村 大和知 いけのたいら 池ノ平 11500-11501

豊丘村 河野 いけのたいら 池ノ平 ３１３８－３１６６ 二－2 85

根羽村 小戸名 いけのたいら 池ノ平 3420～3423

根羽村 池ノ平 いけのたいら 池ノ平 6292

泰阜村 南山 いけのたいら イケノ平 7459 72 34

大鹿村 大河原 いけのだいら 池ノ平 4533－

大鹿村 大河原 いけのだいら 池ノ平 5184～5185

豊丘村 神稲 いけのだいら 池ノ平 ２２０１－２２２７ 二－4 85

根羽村 中野 いけのだいら 池ノ平 4417

大鹿村 大河原 いけのだいらかめくぼ 池平亀久保 4534－

大鹿村 大河原
いけのだいらよりかめ
わりまで

池ノ平より亀
割迄

4526－

阿南町 大下条 いけのはた イケノハタ 533

喬木村 小川 いけのはた 池ノ端 6211

阿南町 大下条 いけのほら 池ノ洞 932

下條村 睦沢 いけのほら 池ノ洞 ２２４ノ１～２８

喬木村 大和知 いけのほら 池ノ洞 11498-11499

阿南町 大下条 いけのほらとなりぼ 池ﾉ洞トナリボ932ﾛ

根羽村 向黒地 いけのま 池ノ間 2768～2773，2781

天龍村 神原 いけのもと 池ノ本 497-498 69 67

天龍村 平岡 いけのもと 池ノ本 1769 83 67

泰阜村 明島 いけのもと 池ノ元 4779,4781-4783 35 72
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泰阜村 門島 いけのもと 池の本 4664-4665 31 72

泰阜村 左京 いけのもと 池の本 5785 53 72

阿智村 駒場 いけはた 池はた １３８０～１３８１，１３８３～１３８４

阿南町 大下条 いけばた イケバタ 1993～1996

喬木村 大和知 いけばた 池端 11737-11740

天龍村 神原 いけばた 池畑 41ｲ

阿南町 大下条 いけぼら イケボラ 1284

泰阜村 金野 いけんていら 池ノ平 700-701,703,709-720 16 34

松川町 元大島 いざるだ いざる田 １２３５－１２４０，1260 38 56

阿智村 伍和 いさわ 井沢 ５７７２～５７７４，５７７９～５７８０，５８０５，５８０７～５８６５

根羽村 小川 いさわ イ沢 3939ﾊ

根羽村 小川 いさわ 井沢 4128～4142，4119

根羽村 平 いさわ 井沢 5821～5841

根羽村 小川 いさわいり 井沢入 4168～4169

根羽村 小川 いさわのくち 井沢ノ口 4127

根羽村 小川
いさわほらぐちみちう
え

井沢洞口道上4143～4145

阿南町 富草 いしあら 石阿ら 4760

売木村 長下 いしあら 石あら １０６～１２１、１３３～

泰阜村 万場 いしあらだ 石荒田 3795 34 115

阿南町 和合 いしあらばた 石阿ら畑 1160～1162

阿南町 和合 いしあらばた 石あら畑 1163～1164

阿南町 富草 いしあらばた 石阿ら畑 4750～4751，4754～4756

豊丘村 神稲 いしありた 石有田 ７００４－７０１１，７０１３ 二－5 37

阿智村 駒場 いしあれ 石アレ １０１７～１０１９

松川町 生田 いしかくぼ 猪鹿久保 ５４６６－５４７８ 41 62

阿南町 大下条 いしがくぼ 石ヶ久保 2979～2983，2991～2995

豊丘村 神稲 いしがつか 石ヶ塚 ３９１１－３９１２，５４４９－５４５０，５４６２－５４６６ 二－5 15，52

下條村 睦沢 いしがつぼ 石ヶ坪 ４９８３～４９８５，４９８７～４９９１

泰阜村 打沢 いしがのき イシガノ木 2117-2120 22 65

阿智村 浪合 いしがみ 石神 ５３５～５３９

阿南町 旦開 いしがみじり 石上尻 3714

松川町 生田 いしがみどう 石神道 2369，2435 30 62

松川町 生田 いしがみどういした 石神道井下 2370－2371 30 62

松川町 生田 いしがみほらい 石神洞井 ８７７８ 62

泰阜村 打沢 いしがめ 石亀 2400 25 81

阿南町 大下条 いしかんのん 石観音
1207，1209～1221，1225～1233，1289～1290，1293～
1296

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

阿智村 駒場 いしきょう 石キャウ １３６０，１３６３，１４０２～１４０４

阿智村 春日 いしぎょう 石行 １６８８～１６９１，１７０７

阿智村 伍和 いしぎょう 石経 １９６６～１９６７

阿智村 伍和 いしぎょう 石経 ６６１４～６６１９

阿智村 浪合 いしぎょう 石経 ９９１ノ１～９９５ノ２
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下條村 睦沢 いしぎょう 石行
９４５３～９４６１，９４６３～９４６４，９４６６～９４６７，９４６
９，９４７１，９４７４～９４７７，９５６０～９５６１

高森町 吉田 いしこ イシコ １２２４－１２３６ ８－１１ 7

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

阿南町 和合 いしこすりば 石こすりば 767

高森町 山吹 いしこんづき 石コンヅキ 4324，４３４４－４３５３，４３５６ １０－７ 7

天龍村 神原 いしじのね 石ジノネ 3584 120 266

阿智村 伍和 いしぞね 石曽根 １３６２～

阿南町 富草 いした 井下 1555，1565～1569

阿南町 大下条 いした 井下 215

阿南町 大下条 いした イシタ 1874～1876

阿南町 富草 いした 井下 5748～5750，5782，5820～5825，5834～5835

下條村 陽皐 いした 井下 ５０８１

下條村 陽皐 いした 井下 ４０９８，４１０２～４１０３

下條村 睦沢 いした 井下 ８５０９～８５１２，８５１５～８５１７，９３５２

下條村 陽皐 いした 井下

喬木村 小川 いした 井下 7983　,7988,7991

高森町 牛牧 いした 井下
６８４－６８５，６８９－６９２，７１３，７１９，１０８３－１０８９，
１１５２－１１５３，１２１０，２４５４－２４５５，２４９２，２４９５

５－１１ 8

高森町 山吹 いした 井下 4024 １０－９ 8

豊丘村 河野 いした 井下 ９９６－１０１１

松川町 大島 いした 井下 ５１３－５２６ 13 56

松川町 元大島 いした 井下 ６７６－６７７，６７９ 46 56

泰阜村 南山 いした 井下 8050 74 109

阿智村 春日 いしだ 石田 ２３４３～２３６１

阿南町 旦開 いしだ いし田 901

阿南町 旦開 いしだ 石田 857～882，900，951～954

喬木村 富田 いしだ 石田 14951-14953 4 2

豊丘村 河野 いしだ 石田 ６２９３－６３０８ 五－4 141

松川町 大島 いしだ 石田 １３１－１３４，１０８５－１０８７，１０９０－１１０６ 14 62

松川町 元大島 いしだ 石田 ４４６０－４４６１，４４６３－４４７１ 37 62

根羽村 小戸名 いしだたら 石田タラ 3276

下條村 陽皐
いしたつまごうしきざ
わ

石たつま郷
敷沢

５９９０

下條村 陽皐 いしたつました イシタツマ下 ５９９０

高森町 牛牧 いしづか 石塚 ２７８－２８２，２８４，２８７－２８９，９１３－９１４ ４－１２ 8

高森町 吉田 いしづか 石塚 ７７９－７８７，８４７－８９７ ７－１１ 8

阿智村 伍和 いしづきはら 石搗原
７４２０，７４２２，７４２４～７４２９，７４３１～７４４０，７４５２
～７４６５

阿智村 伍和 いしづきはらみちした 石搗原道下 ７５２１～

阿南町 大下条 いしとび 石飛 871～883

松川町 上片桐 いしとび 石飛 ７９１－８１５，８１９－８２２ 7 7

豊丘村 河野 いしとよ 石樋 １０１２－１０１４ 二－4 80

阿南町 和合 いしなぎ イシナギ

阿南町 和合 いしならし 石なら志 1062

天龍村 神原 いしぬくさわ イシヌクサワ 1224 95 195
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阿南町 富草 いしのくち 石ノ口 7604

下條村 睦沢 いしはし 石橋 ７３４９～８３５３

下條村 陽皐 いしばし 石橋 ２６２１～２６２２

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

喬木村 富田 いしばし 石橋 13651

高森町 山吹 いしばし 石橋 ２７９８－２８００ ８－８ 8

天龍村 神原 いしばし 石橋 2549　,2558 177 233

根羽村 田島 いしばし 石橋 156～158

根羽村 檜原 いしばし 石橋 1174

松川町 大島 いしばし 石橋 ２２８７，２３３３－２３３７ 26 62

松川町 大島 いしばし 石はし ２３２８－２３３２，２３３８－２３４０ 26 62

根羽村 萸野 いしはた 石畑 2937

阿南町 大下条 いしばた 石畑 961

根羽村 小戸名 いしばた 石畑 2219～2220

阿智村 駒場 いしはら 石原 ６５２～

阿智村 伍和 いしはら 石原 ２５５３～２５５５，２５８２～２５９４

阿智村 伍和 いしはら 石原 ４０７～４１０

阿智村 伍和 いしはら 石原 ４３９０～４３９５，４４０２～４４０８

阿智村 智里 いしはら 石原
４２７０，４２７６～４２８０，４２８３～４２９２，４２９８～４３０
１，４３３８～４３４３

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

阿南町 大下条 いしはら イシハラ 1994～1995,2123,2132～2133,2138～2141

下條村 睦沢 いしはら 石原 ７５０８，７５１０～７５１３

喬木村 大和知 いしはら 石原 11667-11672

高森町 牛牧 いしはら 石原
５９４－６０４，６０８－６０９，９１７，１１８２－１１８３，２６８０
－２６８１

５－１４ 8

高森町 上市田 いしはら 石原 ５５４－６０２ ７－１１ 8

高森町 下市田 いしはら 石原 ２７１３－２７２２ ７－１２ 8

高森町 山吹 いしはら 石原 ２３４９－２３６８ ６－６ 8

天龍村 神原 いしはら 石原 5138 116 299

根羽村 向黒地 いしはら 石原 2631～2653

松川町 生田 いしはら 石原 ２９１１－２９１２ 30 32

松川町 大島 いしはら 石原 １３５－１３６ 14 32

泰阜村 稻伏戸 いしはら 石原 1473-1480,1484-1485,1500,1509-1512 20，22 29

泰阜村 黒見 いしはら 石原 4170-4173,4186，4209-4212,4218-4219,4229,4279-4280, 14 29

松川町 大島 いしはらくぼ 石原久保 １７２６－１７６２ 19 32

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

阿南町 富草 いしはらだ 石原田 8383，　8404

下條村 睦沢 いしはらだ 石原田 ４５２５

下條村 睦沢 いしはらだ 石原田 ２８２９～２８３４

喬木村 富田 いしはらだ 石原田 12212-12214 １，２ 2

喬木村 小川 いしはらだ 石原田 6925-6926,6932,7008-7015

喬木村 大和知 いしはらだ 石原田 11624-11625

喬木村 伊久間 いしはらだ 石原田 1,576,115,775
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高森町 牛牧 いしはらだ 石原田
２７３－２７７，１２２３－１２２４，１２３９－１２４０，１２４５－
１２４９，１２５３－１２５６，１３４９－１３５１，２３２７

５－１２ 8

高森町 山吹 いしはらだ 石原田 １９５１－１９６６，２０１２－２０３６ ９－８ 8

高森町 吉田 いしはらだ イシハラタ ２１－４１，６１－６４ ７－１１ 8

高森町 吉田 いしはらだ 石原田 ４２－６０，６７－１０４ ７－１１ 8

豊丘村 神稲 いしはらだ 石原田 １２０５４－１２０７７，８９１７，８９２０－８９２１ 二－7 43

松川町 元大島 いしはらだ 石原田 ２３７７－２３８３、２３９０－２３９４，２５１６－２５２０ 38 62

泰阜村 黒見 いしはらだ 石原田 4175-4176,4247-4249 17 29

高森町 牛牧 いしはらだみょうせい 石原田明清 １３５２－１３５３ ５－１３ 9

阿南町 和合 いしはらばた 石はら畑 1165

喬木村 氏乗 いしはらばた 石原畑 10408-10417,11433-11434

喬木村 大和知 いしはらばた 石原畑 11646

泰阜村 打沢 いしはらばた 石原畑 2069,2080-2085 22 29

泰阜村 黒見 いしはらばた 石原畑
4177,4187-4189,4191-4192,4202-4204,4206-4208,4213-
4214,4219-4220,4238-4242，4247，4252，4257，4259-
4261，4266-4275，4277

14 29

根羽村 万場瀬
いしはらぼらもりのこ
し

石原洞森ノコシ1533～1534

天龍村 平岡 いしぶつ 石佛 2211 124 88

阿智村 伍和 いしぼとけ 石仏 ２６３１～２６７０

阿南町 大下条 いしぼとけ 石仏 2270

阿南町 大下条 いしぼとけ 石仏 1030～1033

阿南町 和合 いしぼとけ 石佛 38～40

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏 ２２２３

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏 ４３８５

下條村 陽皐 いしぼとけ 石仏 ２９９４～２９９６，３００６～３０１１

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏 ３４９１，４０１０～４０１２，４３２３

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏 ７９３～８１３，１１４９～１１５７

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏
９０２５～９０７６，９０８３～９０９３，９０９８～９１０１，９１０３
～９１１７，９１２０～９１３３

下條村 睦沢 いしぼとけ 石仏
９１４１，９１４３～９１５０，９１５２～９１７２，９１７４～９１７
７，９１８１～９２１６，９２４２，９８２０～９８２２

喬木村 小川 いしぼとけ 石佛 7782,7784-7787

喬木村 小川 いしぼとけ 石佛 8311

高森町 大島山 いしぼとけ 石佛 ４８７－４９２ ７－１１ 9

高森町 山吹 いしぼとけ 石仏 8843，５９６１－５９７３，５９８４－５９９４ １２－８ 9

豊丘村 河野 いしぼとけ 石仏 ７０３５－７０４５，７０５９－７０７７ 五－4 135

豊丘村 神稲 いしぼとけ 石佛 五－5 117

松川町 元大島 いしぼとけ 石佛 ３２２２－３２４０，３２４２－３２４６ノ1 20 34

泰阜村 打沢 いしぼとけ 石佛 2464-2465 22 57

泰阜村 南山 いしぼとけ 石佛 7479-7481 72,74 57

阿南町 大下条 いしぼとけかみ 石仏上 1034

下條村 睦沢 いしぼとけよこみち 石仏横道 ２２２１

高森町 牛牧 いしぼり 石堀 907 ４－１３ 9

泰阜村 打沢 いしまくざわ 石幕沢 2126-2127,2130,2132-2133,2150,2158-2176，2178-2179 22 50

天龍村 神原 いしまぐさわ 石マグサワ 558 69 166

阿南町 和合 いしまんざわ 石万沢 768～770，772～773，775
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豊丘村 河野 いしみず 井清水 ３７７４－

豊丘村 神稲 いしみね 石峯
５８８３－５８９０，５８９４，５９０２－５９１２，５９８４－５９９
２，６０１１－６０１２，６０２０

五－5 114

豊丘村 神稲 いしみねすわしゃ 石峯諏訪社 ６１６０－ 五－5 115

高森町 牛牧 いしみょうごう 石名号 ３１－３５，２５２８－２５４０ ６－１２ 9

高森町 下市田 いしみょうごう 石名号 １０４２－１０４３ ８－１４ 9

高森町 山吹 いしみょうごう 石妙号 ４９３２－４９３７ １１－７ 9

阿南町 大下条 いしや イシヤ 531

大鹿村 大河原 いしやすみ 石休ミ 4494－

豊丘村 神稲 いしやすみ 石休 １０４８６－１０４８７，１０４９１ 五－3 163

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

下條村 陽皐 いしやすみど 石休土

天龍村 神原 いしやすみど 石ヤスミド 5855 78 314

阿南町 大下条 いしやすんど 石休戸 1000～1001

泰阜村 平島田 いしやすんど 石安戸 3134，3462 28,40 70

泰阜村 平島田 いしやすんど 石休戸 3132,3168,3182-3186 26,38 70

大鹿村 鹿塩
いしやづくりよりにじゅ
たらまで

石屋作より二
十平まで

2415－

大鹿村 鹿塩
いしやづくりよりにじゅ
たらまで

石屋作より二
十平まで

2415－

阿南町 旦開 いしやま 石山 2305～2310，2353

大鹿村 鹿塩 いしやま 石山 2497～2509，2574～2575，2661～2700

泰阜村 門島 いしやま 石山 4638-4639,4642-4645 32，49 86

高森町 吉田 いしょく イショク １７０４－１７１６ ７－１０ 9

阿南町 富草 いしわり 石割 530

天龍村 平岡 いずか イヅカ 340-341,349 ２６，３７ 27

阿南町 大下条 いずぼざわ イズ（ヌ）ボ沢 2209,2309～2311

下條村 睦沢 いずみ 泉 ５５５３

泰阜村 左京 いずみ イヅミ 5689ﾛ 53 96

泰阜村 南山 いずみ イヅミ 8413-8414 91 96

泰阜村 南山 いずみほった 泉掘田 6073ﾛ2､3､4 55 119

下條村 睦沢 いずみほら 泉洞 2561

高森町 山吹 いずみぼら 和泉洞 ６０－６６ 9

高森町 吉田 いずみぼら 泉洞 ２４８２－２４８３ ８－１０ 9

阿南町 大下条 いずみや イツミヤ 2423

喬木村 富田 いずみや 和泉屋 12313-12314 　

下條村 陽皐 いずみやしき 泉屋敷 ２８８７～２８９１，２９０５～２９１０

下條村 陽皐 いずみややしき 和泉屋屋敷

下條村 睦沢 いずもと 以寿元 １８３３

下條村 睦沢 いせがいと 伊勢垣外 ７２～７４

下條村 陽皐 いせじだ 伊勢治田 ７２５１

喬木村 大和知 いせまちだ 壱畝町田 11953-11959

阿南町 大下条 いせや 伊勢屋 2980

阿南町 大下条 いせや 伊勢屋 1055～1056

下條村 陽皐 いせやはた 伊勢屋畑 ７２８６～７２８７
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喬木村 小川 いせんじ 医泉寺 7281

泰阜村 黒見 いそだ 五十田 4286-4291,4314-4315 14 91

下條村 陽皐 いそや 伊曽屋 ５６５９

阿智村 駒場 いだ 井田 ４７１～

高森町 出原 いだ 井田 252 ９－９ 9

高森町 出原 いだ イダ １３７，１６２，　３４６ ８－９ 9

喬木村 氏乗 いたあな 板穴 11264-11267

根羽村 向黒地 いたおろしま？ 板（坂）ヲロ島？2593～2594ｲ，2598

泰阜村 南山 いたがいと 板垣外 9028 - －

豊丘村 神稲 いたがほら 板ｹ洞 １１９１９－

喬木村 氏乗 いたきざわ 板木沢 10905-10929

泰阜村 高町 いたきざわ 板木沢 757 16,19 35

喬木村 氏乗 いたきざわぐち 板木沢口 10947

泰阜村 稻伏戸 いたぐりや 板グリヤ 1211-1275 23，25 58

泰阜村 稻伏戸 いたぐりやじり 板ぐリヤ尻 1203-1206 23 58

天龍村 神原 いたちごつは イタチゴツハ 5039-5040，5091 115 ,130 296

阿智村 智里 いたどりばた イタドリ畑 ３６８５ロ

下條村 陽皐 いたとりぼら 板取洞 ４９２４～４９３３

下條村 睦沢 いたのすわ 板ノスワ ５００３～５００４，５０１１～５０１４，５０１９

阿智村 智里 いたばし 板橋 ４４４７～４４５０

阿南町 和合 いたばし いたばし 822

阿南町 和合 いたばし イタバシ 823

泰阜村 高町 いたみがさわ いたみか沢 791-793 16 12

阿南町 富草 いためん 板免 41～42

天龍村 神原 いたやました 板山下 6137 43 324

泰阜村 南山 いたりざわ 至り沢 6927,7261-7262 73 119

泰阜村 南山 いたりざわ 至り澤 7470,7472-7474 47 119

松川町 元大島 いちうちはた 市内畑 ３７０６ 37 62

天龍村 平岡 いちかいと 市開土 227 47 119

天龍村 神原 いちさくづくり 市作作リ 5946 41 ,54 319

天龍村 神原 いちざわつじ 市沢辻 4598 145 289

高森町 牛牧 いちざわひかげ 市沢日カゲ ２８５２，　２８５５ ４－１２ 9

高森町 牛牧 いちざわひなた 市沢日向 ２８４２－２８４４ 10

豊丘村 河野 いちせまちだ 市畝町田 １４４１－１４５０，１３１１ 五－1 64

松川町 元大島 いちせまちだ 壹畝町田 １２７８－１２７９ 38 62

天龍村 平岡 いちなみ 一浪 289 36 25

阿智村 浪合 いちのかや 一ノカヤ ８５７ロ１

阿智村 浪合 いちのかやの 一ノ萱野 ９６８～１５０７

喬木村 氏乗 いちのきど 一ノ木戸 11204ｲ

天龍村 平岡 いちのくら 一ノ倉 35 １７，２６ 3

阿智村 駒場 いちのさわ 一ノ沢
１３７９，１３８２，１３８５，１３９２，１３９４～１３９９，１４２３，
１４３１，１４３４，１４４３，１４４６～１４５０，１４５４，２２０８
～２２０９

阿智村 駒場 いちのさわ 一ノ沢 １４９０～
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高森町 大島山 いちのさわ 一ノ沢 ５０，１１４－１２２，１３３，１３５ 10

高森町 山吹 いちのさわ 市ノ沢 ３５３４－３５４２，３５５４－３５８２，3624－3629 ５－１４ 10

高森町 吉田 いちのさわ 市ノ沢 2958 10

高森町 吉田 いちのさわ イチノ沢 ２８８８－２８９８ ６－９ 10

豊丘村 河野 いちのさわ 市ノ沢 ３３５３，２９９０－２９９８，５９０１－５９１６，５９３３ 二－2 63

豊丘村 河野 いちのさわ 一ノ沢 ３３５４－３３７４，２９９９－３０２１ 二－2 157

根羽村 萸野 いちのさわ イチノ沢 2996

松川町 生田 いちのさわ 一ノ沢 １２０５－１２０６，１２３４－１２３９ 56 62

泰阜村 明島 いちのさわ 壱ノ澤 5136-5140,5143 36 73

松川町 生田 いちのさわでぐち 一ノ沢出口 １２４０－１２４１ 56 62

高森町 牛牧 いちのさわひかげ 一ノ沢日カゲ ２８５３－２８５４ 10

高森町 牛牧 いちのさわひなた 一ノ沢日向 ２８３７－２８３８，２８４０－２８４１ 10

阿智村 清内路 いちのせ 市ノ瀬 １３３７～１３４４

阿智村 浪合 いちのせ 一ノセ ２９５～２９６

阿南町 旦開 いちのせ 市之瀬 2811～2817，2754～2870

喬木村 富田 いちのせ 一ノ瀬 14327-14330 3 2

喬木村 加加須 いちのせ 市瀬 5385

喬木村 氏乗 いちのせ 一ﾉ瀬 10711-10714

天龍村 神原 いちのせ 一ノセ 813 81 ,94 178

豊丘村 神稲 いちのせ 市ノ瀬 ８８８－８９２，８９６－９００ 二－4 12

根羽村 新井 いちのせ 一ノ瀬 1019～1033

根羽村 一之瀬 いちのせ 一ノセ 4807，4908

根羽村 新井 いちのせおおみちうえ 一ノ瀬大道上 1028～1029

根羽村 新井 いちのせみちうえ 一ノ瀬道上 1012～1018，1030

喬木村 大和知 いちのたろ 壱ノタロ 11595 壱ノ名

喬木村 大和知 いちのたろ 一ノタロ 11603-11610

高森町 下市田 いちのつぼ 市ノ坪 ７０３－８３８ ７－１２ 10

松川町 元大島 いちのつぼ 市ノ坪 １６０２，１６０８－１６１１，１６３６ 28 45

松川町 元大島 いちのつぼ 一ノ坪
１６０３－１６０７，１６１２－１６１３，１６１８－１６３５，１７２９
－１７４５，１７４８，１７５２－１７５７，１７６１－１７６２，１７８
８－１７９１

28 45

大鹿村 大河原
いちのはんばよりすみ
いしまで

上蔵山の内
一の半場より
角石迄

4827－

下條村 陽皐 いちのほら 一ノ洞 ４７５７～４７６４

阿智村 浪合 いちのまた 一ノ又 １１２８ノ３～１１３８ハ２

阿智村 浪合
いちのまたかのわむ
かい

一ノ又川ノ向

天龍村 神原 いちのみや 一ﾉ宮 1051-1052 70 189

阿智村 清内路 いちば 市場 ６２～６４，７９～９８，３０４～３４０，３８９～３９０

阿南町 旦開 いちば 市場 396～407,555？～580,1023

大鹿村 鹿塩 いちば 市場 354～357，395～411，418，462

下條村 睦沢 いちば 一バ ５９６２

下條村 睦沢 いちば 市場 ９５０５，９５０８～９５１０

喬木村 富田 いちば 市場 13652 1 2
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喬木村 伊久間 いちば 市場 16417-16426

高森町 下市田 いちば 市場 ３５－７２，８３９－９１３，４２４５－４２７４，４２７８ ７－１４ 10

豊丘村 神稲 いちば 市場 ９－３０，２１７－２４７，１６３－１８７ 二－3 5

泰阜村 南山 いちば 市場
6872-6873,6877-6888,6890-6893,6897-6909，6913-
6914,6916-6924,6928-6930,6932-6940,6942，
7184,7207,7210-7218,7224,7263-7265,7270,7276-7277

70,72 120

松川町 元大島 いちばかいと 市場垣外 １７７３ 28 46

豊丘村 神稲 いちばさんのう 市場山王 １５９－１９７ 二－5 164

大鹿村 鹿塩 いちばた 市畑 2430～2431

泰阜村 南山 いちばとや 市場トヤ 7292 72 120

泰阜村 南山 いちばどや 市場どや 7446 76 120

阿南町 富草 いちばや 市場屋 5071

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

阿南町 旦開 いちばやしき 市場やしき 639～642

泰阜村 南山 いちばやま 市場山 7268-7269 70,72 120

阿南町 富草 いちひらた（へいだ） 市平田 7440～7444

大鹿村 鹿塩 いちまいばた 一枚畑 2343－

阿南町 富草 いちみち 市道 1918～1921，1939～1954，1956～1957

下條村 睦沢 いちみち 市道
１５６，１５９～１６５，１６９～１７０，１７４～１７５，１７８～１８
４，１９４～２１２，２２０

豊丘村 神稲 いちみち 市道 五－5 114

泰阜村 高町 いちみち 市道 1131-1132 8,20 15

下條村 睦沢 いちみち？ 市道 ２４８６，　２４９０

阿南町 富草 いちみちね 市道根 2019

阿南町 和合 いちめいぞれ いちめいぞれ 1140～1141

阿南町 和合 いちめいぞれうえ いちめいぞれ上1138

阿南町 大下条 いちりづか 一里塚 2194

下條村 陽皐 いちりづか 壱里塚 ６１４３

高森町 山吹 いちりづか 一里塚 １－８ 10

天龍村 神原 いちりづか 壱里塚 2840-2841,2851 165 241

松川町 大島 いちりづか 一里塚 ８１４ 19 57

高森町 山吹 いちりょうがいと 一両垣外 5458，５４６１，５４７８－５４９０ １１－７ 10

阿智村 浪合 いちろうべえのき 市郎平軒 ２４４～

豊丘村 河野 いっかんがいと 壱貫垣外 ５５９５－５５９６ 五－4 136

阿南町 富草 いっかんめ 一貫目 2973～2982

阿南町 大下条 いっかんめ 壱メ目 116～117

阿南町 富草 いっかんめ 壱貫目 6663～6664

下條村 睦沢 いっかんめ 壱貫目 ２９９８～３００２，３００６～３０１０

泰阜村 高町 いっかんめ 一メ目 920-922 17 36

泰阜村 南山 いっこくばた 一石畑 8393 89 150

阿南町 富草 いっこくめ 壱石目 1055～1058

喬木村 小川 いっさくづくり 市作作り 6278-6279,6308-6311

喬木村 小川 いっさくづくり 市作作り 7446

喬木村 大和知 いっしょうまき 壱升蒔 11728-11732

松川町 元大島 いっせまちだ 壹畝町田 ４２６３ 38 62
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喬木村 小川 いっせんばた 一せん畠 8562-8564,8584

喬木村 富田 いったんだ 一反田 12393

下條村 陽皐 いっぱいしみず 一杯清水 ５８７９

下條村 陽皐 いっぱいしみず 一パイ清水 ５７９１～５７９３

喬木村 小川 いっぱいしみず 一杯清水 8400-8401,8403

高森町 牛牧 いっぱいしみず 壱盃清水 ２７９２－２７９４ ４－１２ 10

松川町 生田 いっぱいしみず 一盃清水 ８３８８－８３９３，８３９５－８３９８，８４０７－８４１１ 62 7

松川町 上片桐 いっぱいしみず 一盃清水 ８１６－８１８，８２３－８２４ 7 7

大鹿村 鹿塩 いっぱいみず 一盃水 1175～1176，1178

天龍村 神原 いっぱいみず 一ﾂ杯水 353 57 37

天龍村 神原 いっぱいみず 一ッパイ水 1157 95 37

天龍村 平岡 いっぱいみず 一杯水 1068 48 37

天龍村 平岡 いっぱいみず 一ぱい水 2190 110 37

根羽村 町 いっぽんがほら 一本ヶ洞 2113ﾊ

根羽村 町 いっぽんがまつ 一本ヶ松 2113ｲ，2114

阿智村 春日 いっぽんぎ 壱本木 １６７５～１６７６

阿智村 智里 いっぽんぎ 壱本木 ４６４７～４６４８，４６９４～４６９９

阿南町 富草 いっぽんぎ 一本木 6098～6105，6152～6154，6157～6161

大鹿村 鹿塩 いっぽんぎ 一本木 275－

大鹿村 鹿塩 いっぽんぎ 一本木 275－

喬木村 大和知 いっぽんぎ 一本木 11970-11971

豊丘村 神稲 いっぽんぎ 一本木 １１０２３－１１０２４ 五－3 98

阿南町 富草 いっぽんぎおおた 一本木大田 6162

天龍村 平岡 いっぽんぐり 壱本栗 1737､1905 ８３，９６ 62

阿南町 和合 いっぽんとち 壱本とち 1800

天龍村 神原 いっぽんとち 一本杤 2710 177 153

天龍村 神原 いっぽんとち 一本杤 320 44 153

天龍村 神原 いっぽんとち 一本杤 1221-1222，1252，1418 95 ,96 153

阿智村 伍和 いっぽんまつ 壱本松 ２１４９～２１７２，２５２３～２５２６

阿智村 伍和 いっぽんまつ 一本松 ７０７０～

阿南町 和合 いっぽんまつ 一本松 786

阿南町 富草 いっぽんまつ 壱本松 9608

阿南町 和合 いっぽんまつ 壱本松 1601～1604

阿南町 大下条 いっぽんまつ 壱本松 1646～1647，1684

阿南町 富草 いっぽんまつ 壱本松 7260～7262

下條村 睦沢 いっぽんまつ 一本松 ２５１１，２５１４～２５１９

下條村 睦沢 いっぽんまつ 壱本松 ４１１０～４１１７，４１２８，４１３０，４１４５

下條村 睦沢 いっぽんまつ 一本松 ４３３４～４３３５

下條村 睦沢 いっぽんまつ 一本松 ７１５９～７１７７

喬木村 小川 いっぽんまつ 一本松 7509

喬木村 小川 いっぽんまつ 一本松 7933-7935,7954

高森町 山吹 いっぽんまつ 一本松 ４３３７－４３３９ １０－７ 10

高森町 吉田 いっぽんまつ 一本松 ２５０７－２５０８ ８－１０ 10
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天龍村 神原 いっぽんまつ
一本松（大久
名平ノ内）

434 70 25

天龍村 神原 いっぽんまつ
壱本松（天竜
川向ﾉ内）

1027 70 25

天龍村 平岡 いっぽんまつ 壱本松 274 36 25

天龍村 平岡 いっぽんまつ 壱本松 1556 59 25

豊丘村 神稲 いっぽんまつ 一本松 ２３２０－２３２１，２３２５－２３２６ 五－2 57

平谷村 合川 いっぽんまつ 一本松（栂） １４８０－１５０８

泰阜村 平野 いっぽんまつ 壹本松 4623-4625 31 114

下條村 睦沢 いっぽんまつほんぼら 一本松本洞 ２５０４～２５１０

下條村 睦沢 いっぽんまつまたほら 一本松又洞 ２５０３

松川町 生田 いっぽんまつみちした 一本松道下 ３３４９－３３５０ 43 63

阿南町 富草 いと 井ト 5732～5733

阿南町 和合 いど 井戸 2096

阿南町 大下条 いど 井戸 1198，　1200

天龍村 神原 いど 井戸 1600 152 207

天龍村 神原 いど 井戸 2581 177 207

天龍村 神原 いど 井戸 3959 106 207

阿智村 伍和 いどいり 井戸入 ５２７７～

阿智村 清内路 いどいり 井戸入 ８４１～８７１

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

阿南町 和合 いどいり イドイリ 2763～2764

阿南町 和合 いどいり 井戸入 299，303～305，2057，2124，2633～2636，2845～2846

阿南町 富草 いどいり 井戸入
5420～5450，5460～5465，5470～5489，5561～5565，
5570～5578

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

阿南町 富草 いどいり 井戸入 7681～7683，7686

阿南町 和合 いどいり 井戸入

売木村 中央 いどいり 井戸入 １３８４～１３８８

大鹿村 大河原 いどいり 井戸入 4482－

大鹿村 大河原 いどいり 井戸入 2634－

大鹿村 大河原 いどいり 井戸入 3497～3498，3596～3600

大鹿村 大河原 いどいり 井戸入 3601～3610

大鹿村 鹿塩 いどいり 井戸入 233～234

下條村 陽皐 いどいり 井戸 ６０７４

下條村 睦沢 いどいり 井戸入 １００９８，１０１００～１０１０３

下條村 睦沢 いどいり 井戸入 １７６４～１７６６

下條村 睦沢 いどいり 井戸入 １８５０～１８５９

下條村 陽皐 いどいり 井戸入
４６９３，４６９９～４７００，４７０５～４７０７，４７０９，４７２５
～４７２９，４７３１～４７４３，４８２１，４８２３～４８３０４８３２
～４８３３，４８３６～４８４８，４８５６，４８５４～４８６４

下條村 睦沢 いどいり 井戸入 ５２９７～５３０１

喬木村 大島 いどいり 井戸入 9272,9331-9341

喬木村 氏乗 いどいり 井戸入 10234-10238
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高森町 牛牧 いどいり 井戸入 2806 ４－１２ 10

天龍村 神原 いどいり 井戸入 2337　，2341 179 183

天龍村 神原 いどいり 井戸入 946 82 183

天龍村 神原 いどいり 井戸入 5147-5148 131 183

天龍村 神原 いどいり 井戸入 6057-6058 31 183

天龍村 平岡 いどいり イド入 238 ６３，７５ 20

豊丘村 神稲 いどいり 井戸入 ６１６８，６６５２－６６５３ 五－5 115

根羽村 小戸名 いどいり 井戸入 3269～3271

根羽村 小川 いどいり 井戸入 3755

根羽村 中野 いどいり 井戸入 4270，4298

根羽村 高橋 いどいり 井戸入 5023～5030

泰阜村 明島 いどいり 井戸入 4865-4869，5175 34 42

泰阜村 鍬不取 いどいり 井戸入 2776-2779,2788,2790-2798,2860-2862 38 42

泰阜村 高町 いどいり 井戸入 1052 19 42

泰阜村 田野口 いどいり 井戸入 5398-5399 33 42

泰阜村 田野口 いどいり 井戸入 5452-5453,5455 33,34 42

泰阜村 南山 いどいり 井戸入 8284，8617 89,90 42

根羽村 高橋 いどいりうえのはた 井戸入上ノ畑 5031～5035

阿南町 富草 いどいりばた 井戸入畑 7679～7680

泰阜村 南山 いどいりひかげ 井戸入日影 7022 56,59 42

阿南町 富草 いどいりぼら 井戸入洞 7673～7678，7700～7701，7708～7709

阿南町 富草 いどいりぼらなかね 井戸入洞中根7710～7714

高森町 牛牧
いどいりみなみはぶち
うえ

井戸入南ハ
ブチ上

1064 ４－１２ 10

高森町 牛牧 いどいりみなみもりち 井戸入南森地1065 ４－１２ 10

大鹿村 鹿塩 いとう 伊藤 880～930，1104

大鹿村 鹿塩 いとう 伊東 1144～1149

阿南町 和合 いどうえ 井戸上 871，　984

下條村 陽皐 いどうえ 井戸上 ２４５９～２４６１

天龍村 神原 いどうえ 井戸上 2087　，2096 168 163

天龍村 神原 いどうえ 井戸上 468476 57 163

天龍村 神原 いどうえ 井戸上 3601　,3658 ,3998 105 163

天龍村 神原 いどうえ 井戸上 5690 90 163

豊丘村 神稲 いどうえ 井戸上 １０８２２－１０８２５，１０８２７－１０８２９ 五－3 102

根羽村 黒地 いどうえ 井戸上 2173～2174

根羽村 小戸名 いどうえ 井戸上 3233ｲ，3252ｲ

松川町 生田 いどうえ 井戸上 ８２０７－８２１３ 63 63

泰阜村 明島 いどうえ 井戸上 5175,5205,5208-5209,5214 50 42

泰阜村 南山 いどうしろぐち 井戸後口 7869 74 42

阿南町 大下条 いどおり 井通リ 2705

阿智村 駒場 いどがさわ 井戸ガ沢 ２２１２～２２１５

松川町 生田 いどがさわ 井戸ヶ沢 ２７３６－２７３９ 31 63

豊丘村 神稲 いどがしら 井戸頭 １０８２６－ 五－3 102

阿南町 富草 いどがみ 井戸神 6916～6917，7002～7007
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阿智村 伍和 いとがりくぼ？ 猪トガリ久保 ６２９２～６２９４，６２９８～６３０４

天龍村 神原 いどきし 井戸キシ 2175 168 224

天龍村 平岡 いどぎり 井戸切 261-262 47 119

天龍村 神原 いどぎれ 井戸切 848 81 119

天龍村 神原 いどぎれ 井戸切 1077-1078 82 119

天龍村 神原 いどぎれ 井戸切 3911 ,4.38 106 119

阿南町 和合 いどぐち 井戸口 2480，2672～2674

阿南町 和合 いどぐち 井戸口

天龍村 神原 いどぐち 井戸口 3705 106 269

天龍村 神原 いどぐち 井戸口 4469-4471 ,4776 132 269

天龍村 神原 いどぐち 井戸口 5157 132 269

根羽村 一之瀬 いどぐち 井戸口 4894

阿南町 和合 いどくぼ 井戸久保 1716

阿南町 和合 いどくぼ 井戸久保 777～778

天龍村 神原 いどくぼ 井戸久保 1595 152 158

天龍村 神原 いどくぼ 井戸久保 395 57 158

天龍村 神原 いどくぼ 井戸久保 878 81 158

天龍村 神原 いどくぼ 井戸久保 1187 82 193

天龍村 神原 いどくぼ 井戸久保 3687 106 268

天龍村 平岡 いどくぼ 井戸久保 613

松川町 生田 いどくぼ 井戸久保 ５２７２，5267－5271，3583－3589，6662－6669 42，52 60

泰阜村 南山 いどくぼ 井戸久保 6222，7124，7374，7934-7937，8783，8785，9033 47,92 42

松川町 生田 いどくぼひがし 井戸久保東 ５２６７－５２７１ 42 60

松川町 生田 いどくぼひがしひら
井戸久保東
ヒラ

3593－3594 43 138

松川町 生田 いどくぼひなた
井戸久保日
向

３５９０ 43 63

阿南町 富草 いとざわ いと沢 2161～2163，2169～2188，2236～2237

阿智村 智里 いどさわ 井戸沢 １３８３～１３８６，３０２５，３２１４～３２２１，３３３７～３３６４

阿智村 智里 いどさわ 井戸沢 ３８８９ノ３

阿南町 大下条 いどさわ 井戸澤 1781

天龍村 神原 いどさわ 井戸沢 3199-3200 80 251

豊丘村 神稲 いどさわ 井戸沢 １０６０１－

根羽村 小川 いどさわ 井戸沢 4099

松川町 生田 いどさわ 井戸沢 １２０７－１２０９，3231－3242，3245，3257 43，56 63

阿南町 和合 いどざわ 井戸沢 1954，2098～2100，2123

下條村 睦沢 いどざわ 井戸沢 ７１１９～７１３４，７１４４～７１４６

喬木村 氏乗 いどざわ 井戸沢 10801

天龍村 神原 いどざわ 井戸沢 4596 145 251

平谷村 合川 いどざわ 井戸沢 １９９－２１１，２１６

泰阜村 南山 いどざわ 井戸沢 8576 103 42

大鹿村 大河原 いどさわうえひなた
井戸沢上日
向

4254～4255

阿智村 伍和 いどさわぐち 井戸沢 ２４５９～２４６５，２６１１～２６１３
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阿智村 浪合 いどさわぐち 井戸沢口 ２３３ハ～２４１ロ

阿智村 浪合 いどさわぐち 井戸沢口 ９４３ロ～１６０７

喬木村 氏乗 いどざわぐち 井戸沢口 10803

阿智村 智里 いどさわしもだいら 井戸沢下平 ３９２９～３９３０

阿南町 和合 いどさわじり 井戸沢尻 2078

大鹿村 大河原 いどさわじりひなた
井戸沢尻日
向

4255－

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

大鹿村 大河原 いどさわのうえ 井戸沢ノ上 4250～4253

天龍村 神原 いどさわばやし 井戸沢林 595 68 167

松川町 生田 いどさわひかげ 井戸沢日陰 １２２７ 56 63

松川町 生田 いどさわひかげ 井戸沢日影 ３２４３－３２４４ 43 63

松川町 生田 いどさわひなた 井戸沢日向 １２２６，１２２８－１２３３，３２４７－３２５６ 43，56 63

阿南町 大下条 いどした 井戸下 1196～1213

阿南町 和合 いどした 井戸下 214，　232，553～554

喬木村 大和知 いどした 井戸下 11539-11540

天龍村 神原 いどした 井戸下 552 57 125

天龍村 神原 いどした 井戸下 596 68 ,69 125

天龍村 神原 いどした 井戸下 3704 106 125

天龍村 平岡 いどした 井戸下 611-612,622,828,835 22 125

天龍村 平岡 いどした 井戸下 835 34 125

松川町 生田 いどした 井戸下 ４９７０－４９７１ 42 63

阿南町 富草 いどじり 井戸尻 1543～1544

阿南町 富草 いどじり 井戸尻 1892～1894

阿南町 大下条 いどじり 井戸尻 2263

阿南町 大下条 いどじり 井戸尻 3888

阿南町 大下条 いどじり 井戸尻 3187～3188

阿南町 大下条 いどじり 井戸尻 670，674～675，992～993

阿南町 大下条 いどじり 井戸尻 827～863，1723，1741～1746、1825～1826

下條村 睦沢 いどじり 井戸尻 ３７２７，３７９２～３７９８

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

下條村 陽皐 いどじり 井戸尻 ６２７８～６２７９

喬木村 小川 いどじり 井戸尻 6725

喬木村 大和知 いどじり 井戸尻 11665-11666

高森町 出原 いどじり イドジリ １７７－１７９ 10

高森町 山吹 いどじり 井戸尻
５６９１－５６９３，５７３１－５７３３，6199－6213，6337－
6341

１１－８ 10

天龍村 神原 いどじり 井戸尻 2089 168 118

天龍村 神原 いどじり 井戸尻 783 94 118

天龍村 神原 いどじり 井戸尻 4141　,4148 105 118

天龍村 平岡 いどじり 井戸尻 215 47 118

豊丘村 河野 いどじり 井戸尻 ５５４－５６７ 二－4 71

松川町 生田 いどじり 井戸尻 ７４０６－７４０８ 63

松川町 元大島 いどじり 井戸尻 52 54 63
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泰阜村 明島 いどじり 井戸尻 5170 50 42

泰阜村 高町 いどじり 井戸尻 1054 19 42

泰阜村 怒田 いどじり 井戸尻 2974-2976 38 42

泰阜村 南山 いどじり 井戸尻 7760 74 42

高森町 牛牧 いどすそ イドスソ １３７０－１３７２ ５－１３ 10

豊丘村 河野 いどせまち 井戸畝町 ４２２１－４２２２ 五－1 163

阿南町 大下条 いどた 井戸田 1～5，20～30

阿南町 大下条 いどた 井戸田 1128，1130～1133

阿南町 旦開 いどだ 井戸田 776

天龍村 神原 いどだ 井戸田 1371 124 201

阿智村 智里 いどだいら 井戸平 ５８～６３

阿南町 大下条 いどだみちした 井戸田道下 1219～1223

天龍村 平岡 いどどち
イドドチ（西
山ﾉ内）

26 45 ,46 113

下條村 陽皐 いどなぎ 井戸なぎ ６８４７～６８４９

阿南町 大下条 いどのいり 井戸ノ入リ 3239

阿南町 大下条 いどのいり 井戸ノ入 3460～3466

阿南町 富草 いどのうえ 井戸ノ上 125～126

阿南町 富草 いどのうえ 井戸の上 153

喬木村 加加須 いどのうえ 井戸ノ上 5262-5263

喬木村 加加須 いどのうえ 井戸ノ上 5716

喬木村 小川 いどのうえ 井戸ノ上 7990

根羽村 萸野 いどのうえ 井戸上 2909，2912

泰阜村 門島 いどのうえ 井戸の上 4684 31 42

天龍村 神原 いどのき 井戸軒 3699 106 268

阿智村 伍和 いどのさわ 井戸ノ沢 ２２９５～２２９８

根羽村 小戸名 いどのした 井戸ノ下 3254～3258

根羽村 小川 いどのした 井戸ノ下 3910～3913

泰阜村 南山 いどのした 井戸ノ下 7858 74 43

天龍村 神原 いどのたいら 井戸ノ平 3624 92 267

根羽村 小川 いどのほら 井戸ノ洞 3726～3728

泰阜村 南山 いどのまえ 井戸ノ前 7652 74 43

天龍村 平岡 いどのむかい 井戸ノ向 1742 83 62

天龍村 平岡 いどのむかい 井戸ノ向 2204 139 62

根羽村 新井 いどのむかいぼら 井戸ノ向洞 665～668

天龍村 平岡 いどのむかいみちした 井戸ノ向道下 1742 83

泰阜村 万場 いどのもと 井戸ノ元 3826-3828,3832-3836 34 43

泰阜村 南山 いどのもと 井戸ノ本 7655-7656 74 43

根羽村 向黒地 いどはた 井戸畑 2687

阿南町 和合 いどばた 井戸ばた 936

阿南町 和合 いどばた 井戸畑 125～126，492～494

阿南町 大下条 いどばた 井戸畑 3381～3382

阿南町 大下条 いどばた イドバタ 644～652，664



50

阿南町 富草 いどばた 井戸端 6775～6776

下條村 睦沢 いどばた 井戸端 ３１１６～３１１７

高森町 山吹 いどばた 井戸端 6099 １３－９ 10

松川町 生田 いどばた 井戸端 ８２４８ 63 63

天龍村 神原 いどばね 井戸バネ 126 33 173

阿南町 大下条 いどばやし 井戸林 1103

天龍村 神原 いどばやし 井戸林 281 44 151

阿南町 大下条 いどひら 井戸平 1953～1957

阿南町 大下条 いどひら 井戸平 1983～1984

松川町 生田 いどひら 井戸平
６９７２－６９７８，7046，７４０９－７４１２，８２４３－８２４４，
８２４７－８２５２

51，63 64

阿南町 大下条 いどぶち 井戸淵 1786，1799～1800

阿南町 和合 いどぶち 井戸ぶち 1932～1933

阿南町 大下条 いどぶん 井戸分 1188～1190，1222～1224？

阿南町 富草 いどほら 井戸洞 1052

阿南町 富草 いどほら 井戸洞 1109

阿南町 大下条 いどほら 井戸洞 3140，3196～3197，3229～3232，3682

下條村 睦沢 いどほら 井戸洞 ５２１０～５２１２，５２１５～５２２９

松川町 生田 いどほら 井戸洞
３６０４－３６０８，４２８９－４３３０，4332－4386，４３８８－４
３８９，４４３６－４４３７，５５７３－５５７７，７４６１－７４６２，
８２３４－８２４２

44，50 64

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

阿智村 智里 いどぼら 井戸洞 ４１～４３，５０～５１，５３～５６

阿智村 浪合 いどぼら 井戸洞 ９０４ロ

阿南町 大下条 いどぼら 井戸洞 570

阿南町 大下条 いどぼら 井戸洞 621

阿南町 大下条 いどぼら 井戸洞 19～27，30～32，34～39，93～96，815～817

阿南町 旦開 いどぼら 井戸洞 2150～2157

阿南町 大下条 いどぼら 井戸洞 2590～2594

阿南町 富草 いどぼら 井戸洞 5859～5862

阿南町 大下条 いどぼら イドボラ 633～637

阿南町 富草 いどぼら 井戸洞 6393～6396

阿南町 富草 いどぼら 井戸洞 9243～9248

売木村 長下 いどぼら 井戸洞 １－４～７

下條村 睦沢 いどぼら 井戸洞 １６２２，１６３０，１６５１～１６５２

天龍村 神原 いどぼら 井戸洞 304 44 118

天龍村 神原 いどぼら 井戸洞 1316，　1413 123 118

天龍村 神原 いどぼら 井戸洞 3693 106 118

天龍村 平岡 いどぼら 井戸洞 204 ,240 47 118

豊丘村 河野 いどぼら 井戸洞
６２２０－６２２４，６０９６－６１１４，６１１９－６１２９，６１３２
－６１３４，６１４０－６１４２

五－4 138

豊丘村 河野 いどぼら 井土洞 ４８７６－４８７７

根羽村 新井 いどぼら 井戸洞 473

根羽村 黒地 いどぼら 井戸洞 2244～2520，2552

根羽村 萸野 いどぼら 井戸洞 2910
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根羽村 小戸名 いどぼら 井戸洞 3314

泰阜村 明島 いどぼら 井戸洞 5339-5340 50 43

泰阜村 稻伏戸 いどぼら 井戸洞 1532-1533,1603-1606,1625-1627,1633-1634 20，21 43

泰阜村 柿野 いどぼら 井戸洞 3608-3611 37 43

泰阜村 鍬不取 いどぼら 井戸洞 2851-2859 38 43

泰阜村 左京 いどぼら 井戸洞 5687 39,53 43

泰阜村 南山 いどぼら 井戸洞 7529 74 43

阿南町 大下条 いどほらうえ 井戸洞上 619

阿智村 浪合 いどぼらぐち 井戸洞口 ９１９～９１９ロ

天龍村 神原 いどまい 井戸前 2088 168 221

阿南町 和合 いどみち 井戸道 2095

喬木村 小川 いどみち 井戸道 7741-7742

天龍村 神原 いどみち 井戸道 5509-5511,5616 90 68

天龍村 平岡 いどみち 井戸道 1797 83 68

阿南町 和合 いどみちうえ 井戸道上 294～296

天龍村 神原 いどみちうえ 井戸道上 127-128,570 ,118 33 173

天龍村 神原 いどみちうえ 井戸道上 715-716 94 173

天龍村 神原 いどみちうえ 井戸道上 3988-3989 105 173

天龍村 神原 いどみちうえ 井戸道上 4859-4860 131 173

阿南町 大下条 いどみちした 井戸道下 541

天龍村 神原 いどみちした 井戸道下 101

天龍村 神原 いどみちした 井戸道下 639-641 81 169

天龍村 神原 いどみちした 井戸道下 3338 80 253

天龍村 神原 いどみね 井戸峯 3061-3065 137 248

天龍村 神原 いどむかい 井戸向 99 ,100

根羽村 田島 いどむかい 井戸向 175

根羽村 新井 いどむかい 井戸向 661～664，669～670

根羽村 萸野 いどむかい 井戸向 3132～3135，3141

根羽村 小戸名 いどむかい 井戸向 3260

阿南町 和合 いどむこう 井戸向 2058～2059

天龍村 神原 いどむこう 井戸向 798か799 94 177

阿南町 和合 いどむこうした 井戸向下 2072～2073

阿南町 大下条 いどもと 井戸本 1667，1724～1725

下條村 睦沢 いどもと 井戸本

阿南町 富草 いどやぶ 井戸籔 7944，7951～7953

阿南町 富草 いどやぶ 井戸籔 8141～8142

天龍村 神原 いどやま 井戸山 719 94 173

天龍村 神原 いどわき 井戸脇 4032-4033，4143 105 273

高森町 吉田 いなだがひら 稲田ガ平 １０５－１０７ ７－１１ 10

高森町 吉田 いなだがひら 稲田ガヒラ ６５－６６ ７－１１ 10

阿南町 富草 いなのうえ 伊奈上 6801～6805

阿智村 春日 いなば 稲場
１６１２ノ２，１６９２～１７０６，１７０８～１７０９ノ２，１７３４～
１７４７，２０２５～２０３０
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阿智村 伍和 いなば 稲葉
１３８２，１３８６～１３９８，１４３４～１４４４，１５３２～１５３
８，１５４０～１５７５

阿智村 伍和 いなば 稲葉 ５１２７～５１３２

阿智村 伍和 いなば 稲葉 ６３３９～６３４０

阿智村 伍和 いなば 稲葉
６５～６６，１４８，１５０～１６７，９３７～９４１，９７５～９９６，
９９８～１０００

阿智村 智里 いなば 稲葉 ２１３６～２１４５，２１５５

阿南町 富草 いなば いなば 1900，1911～1913

阿南町 富草 いなば イナバ 1924～1927

阿南町 富草 いなば 稲場 6446

阿南町 富草 いなば 稲場 7665

阿南町 富草 いなば いなば 8626

阿南町 大下条 いなば イナバ 1139～1141，1144～1149，1151～1152

阿南町 大下条 いなば 稲場 1377～1390

阿南町 大下条 いなば イナバ 213，512，527，541～543，545，554～560，563

阿南町 大下条 いなば 威名場 2456～2459

阿南町 大下条 いなば イナバ 3165～3167，3189

阿南町 富草 いなば いなば 5656～5661

阿南町 富草 いなば いなば 5961～5963，5966～5967

阿南町 大下条 いなば イナバ 60～61，65～66

阿南町 富草 いなば 稲場 7179～7182，7625～7626

阿南町 大下条 いなば 稲場 744～746

阿南町 富草 いなば いな場 7477～7480

阿南町 富草 いなば 稲葉、いなば 7627～7628，7642～7646

阿南町 富草 いなば 稲葉 8082～8083

阿南町 富草 いなば いなば 9332～9333

下條村 陽皐 いなば イナバ ４６２３

下條村 陽皐 いなば イナバ ４９８９

下條村 陽皐 いなば 稲葉 ５００２

下條村 睦沢 いなば 稲葉 ９７２８

下條村 睦沢 いなば イナバ １０１６９～１０１７３，１０１７８～１０１７９

下條村 陽皐 いなば イナバ １７４７，２１６６～２１６８

下條村 睦沢 いなば イナバ ２７３７～２７３８

下條村 陽皐 いなば 稲葉 ３１８０～３１８２

下條村 陽皐 いなば 稲場 ６２２０～６２２３

下條村 睦沢 いなば イナバ ６６５０～６６５１

下條村 陽皐 いなば 稲葉

喬木村 小川 いなば 稲葉 8633-8634

高森町 牛牧 いなば 稲葉 1267 ５－１２ 10

高森町 牛牧 いなば イナバ
１２５９，１２６８，１２７２，１２８３－１２８４，１２９３－１２９
８，１３０３－１３２４

５－１２ 10

豊丘村 河野 いなば 稲場 １７５１－１７５３ 二－2 161

豊丘村 神稲 いなば いなば ４４２８－４４３４ 二－6 91

豊丘村 神稲 いなば イナバ ５８９５，　５９０１

豊丘村 神稲 いなば 稲葉 ５８９５－５９０１，９９８９，９９９２－９９９８ 二－2 120
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泰阜村 稻伏戸 いなば 稲葉 1565-1568,1577,1614-1616 20，21 19

泰阜村 打沢 いなば イナバ 1687-1689 22 19

泰阜村 打沢 いなば 稲葉 2446-2447 21 19

泰阜村 打沢 いなば イナバ 2453-2458 22 19

泰阜村 柿野 いなば 稲葉 3617 37 19

泰阜村 唐笠 いなば イナバ 3950-3954 11 19

泰阜村 黒見 いなば イナバ 4385-4390 30 19

泰阜村 左京 いなば イナバ 5752-5756,5775 53 19

泰阜村 怒田 いなば 稲葉 3012-3013 37 19

泰阜村 平島田 いなば イナバ 3367 39 19

泰阜村 南山 いなば 稲葉 6236-6237,6240,6360-6362 72 19

泰阜村 南山 いなば いなば 6357 72 19

泰阜村 南山 いなば 稲葉 7191 70,72 19

泰阜村 南山 いなば イナバ 7468，8317-8321,8323 72 19

阿南町 大下条 いなばうえ イナバ上 1153

阿南町 富草 いなばじり 伊那場尻 9213～9214

下條村 睦沢 いなばじり 稲葉尻 ８３１，８３４，８３６～８３８，８４１～８４３，１１４１～１１４２

阿南町 大下条 いなばとうげ イナハ峠 206～210，212

阿南町 大下条 いなばとうげ イナバ峠 214～221，256～257

豊丘村 河野 いなばにしがいと 稲場西垣外 １７５４－１７５５ 二－2 161

豊丘村 河野 いなばにしのたいら 稲場西ノ平 １７４３－１７５０，１７５６－１７５７ 二－2 161

下條村 睦沢 いなばばやし 稲葉林 ４３９３

下條村 睦沢 いなばほら 稲葉洞 ８４４～８４９，８５２～８７２，９０４

下條村 睦沢 いなばぼら 稲葉洞 ７５５６

下條村 睦沢 いなばほらまたほら 稲葉洞又洞 ８５０～８５１

豊丘村 神稲 いなはら 稲原 ８８５３－８８６３

阿南町 大下条 いなふし イナフシ 1849～1850，1865，1875

高森町 山吹 いなほしば イナホシバ 2634 ７－７ 12

阿南町 和合 いならし イナラシ 228～230

高森町 吉田 いなり イナリ １３０５－１３２２ ８－１１ 12

根羽村 中野 いなりいり 稲荷入 4367～4368

阿南町 富草 いなりうえ 稲荷上 513

豊丘村 神稲 いなりざか 稲荷坂 １５８５－

阿南町 富草 いなりした 稲荷下 553～554，561～562

阿南町 大下条 いなりした イナリ下 1758

阿南町 大下条 いなりした イナリシタ 2253

喬木村 富田 いなりつるね 稲荷ツルネ 12628-12629 1 2

下條村 睦沢 いなりばやし 稲荷林 ５６４～５６５

高森町 上市田 いなりまえ 稲荷前 643 ６－１２ 12

根羽村 中野 いなりまえ 稲荷前 4369～4371

阿南町 富草 いなりやま いなり山 2126～2127

阿南町 富草 いなりやま 稲荷山 8084

下條村 睦沢 いなりやま 稲荷山 ４２
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下條村 睦沢 いなりやま 稲荷山 ８５０１～８５０８

高森町 牛牧 いなりやま 稲荷山 799 ５－１３ 12

阿南町 大下条 いなりよこ 稲荷横 1571

平谷村 ムク沢 いぬい 戌亥 ５０１－

阿南町 富草 いぬおくりば 犬送場 5801～5802

阿智村 伍和 いぬごし 犬越し ７３３３～７３３６

天龍村 神原 いぬたらじろ イヌタラジロ 4324-4325 134 282

喬木村 富田 いぬのくそびら 犬ノクソビラ 14857-14866 4 3

天龍村 神原 いぬのじごく
犬ノシゴク
（郷戸ヒラノ
内）

195 32 ,43 143

阿智村 伍和 いぬのほえいわ 犬のホヘ岩 ４６８４～

阿南町 大下条 いぬぼら イヌボラ 990～992，994～995

松川町 元大島 いぬやまだ 犬山田 １２６６－１２６７ 38 64

豊丘村 河野 いねつけ 稲付 ６４３８－６４４５ 五－4 137

下條村 陽皐 いねなぎ イネナギ ３７５５～３７５８

豊丘村 河野 いねや 稲弥 ６４３８－６４４４

根羽村 小川 いのいり 井ノ入 4170ｲ，4172ﾛ

泰阜村 稻伏戸 いのいり 井ノ入 1492 20 49

根羽村 小川 いのいりさわ 井ノ入沢 4170ﾛ～4172ｲ，4172ﾊ

阿智村 駒場 いのうえ 井ノ上 １４４６，１４５１～１４５３

阿智村 駒場 いのうえ 井ノ上
７８５～７９３，７９５～７９６，２０８０～２０８２，２０９４～２０
９５

阿智村 伍和 いのうえ 井ノ上 １３７２～１３７５

阿智村 伍和 いのうえ 井上 ４７４９～４７５２

阿智村 智里 いのうえ 井ノ上 ３６～３９

阿南町 富草 いのうえ 井ノ上 632～642

阿南町 富草 いのうえ 井ノ上 2584

阿南町 大下条 いのうえ 井ノ上 528

阿南町 大下条 いのうえ 井ノ上 1853,　1877,1940

阿南町 富草 いのうえ 井ノ上 7423～7427

大鹿村 大河原 いのうえ 井ノ上 4283－

下條村 陽皐 いのうえ 井ノ上 ７１７７

下條村 陽皐 いのうえ 井ノ上 ２７５４～２７５５

下條村 陽皐 いのうえ 井ノ上 ４９８６～４９８７

下條村 睦沢 いのうえ 井ノ上 ５０７８，５０９４～５１０１，５１０６，５１１３

下條村 睦沢 いのうえ 井ノ上 ８０２９～８０３０

下條村 睦沢 いのうえ 井上 ９９５９～９９６０

喬木村 小川 いのうえ 井ノ上 5980,6090　,6180

高森町 牛牧 いのうえ 井ノ上
１１５５－１１５９，１１６２，１１７１－１１７３，１６３４－１６３
５，１６３７，１６３９

５－１２ 12

高森町 吉田 いのうえ イノ上 １７７８－１７８４ ７－１０ 12

高森町 吉田 いのうえ 井ノ上 １８７８－１８８３，２５４６－２５５６ ５－１２ 12

豊丘村 河野 いのうえ 井上 ４１６５，４３６３ 五－2 62
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豊丘村 神稲 いのうえ 井ノ上
１９０９－１９１０，１９２０－１９２２，１９５８，１９６２－１９７
７，２１６１－２１６５，１０８１６－１０８２０，１０８２７－１０８２
９

二－6 102

根羽村 田島 いのうえ 井ノ上 222～227，231

根羽村 万場瀬 いのうえ 井ノ上 1582

根羽村 黒地 いのうえ 井ノ上 2528～2540，2553

根羽村 萸野 いのうえ 井ノ上 3042～3046

根羽村 小戸名 いのうえ 井ノ上 3233ﾊ，3305

根羽村 老平 いのうえ 井ノ上 3590

根羽村 中野 いのうえ 井ノ上 4286～4291，4465

松川町 元大島 いのうえ 井ノ上 ２５００ 39 57

豊丘村 河野 いのうえぼら 井上洞

豊丘村 神稲 いのうえやしきぞえ 井ノ上屋敷添 ７７９－

豊丘村 神稲 いのうえやしきぞえ 井ノ上家敷添 ９６９－９７０

高森町 牛牧 いのうえやぬき 井ノ上矢抜 １１７４－１１７５ ５－１２ 12

大鹿村 鹿塩 いのかやうえ いのかや上 2436－

大鹿村 鹿塩 いのかやうえ いのかや上 2436－

大鹿村 鹿塩 いのかやさわむかい
いのかや沢
向

2438－

大鹿村 鹿塩 いのかやさわむかい
いのかや沢
向

2438－

泰阜村 明島 いのきば イノ木バ 5269-5272 52 73

阿智村 伍和 いのくち 井口 ６４５６～６４５８

阿智村 伍和 いのくち 井ノ口 ８８２～８９３，８９９，９２１～９２３

阿南町 富草 いのくち 井ノ口 760

阿南町 富草 いのくち 井ノ口 2783～2788

阿南町 富草 いのくち 井の口 9212

阿南町 富草 いのくち 井の口 5264～5265

阿南町 大下条 いのくち 井ノ口 625～643

大鹿村 鹿塩 いのくち 井ノ口 1116－

下條村 睦沢 いのくち 井ノ口
５０４６～５０５１，５０５３，５０６９～５０７１，５０７９～５０８
４，５１５１～５１５２

喬木村 富田 いのくち 井ノ口 13583-13590

根羽村 黒地 いのくち 井ノ口 2526～2527

根羽村 萸野 いのくち 井ノ口 3137～3138

松川町 生田 いのくち 井ノ口 １８４８－１８５５ 58 10

松川町 上片桐 いのくち 井ノ口 ２０２６－２０５０，２１３５－２１４６ 10 10

阿南町 富草 いのぐち 井ノ口 3006～3010

阿南町 和合 いのぐち 井ノ口 771

阿南町 大下条 いのぐち 井ノ口 1337，1440～1441

阿南町 富草 いのぐち 井ノ口 5349～5351

喬木村 氏乗 いのぐち 井ノ口 10020,｡10114-10116

豊丘村 神稲 いのぐち 井ノ口 １８４６，３７００－３７１０，３７３０－３７３１ 二－4 19

泰阜村 柿野 いのぐち 井ノ口 3511-3514 37 62

泰阜村 南山 いのぐち 井ノ口
6652,6664,6685-6686,6721,6731,6707-6809,6810-
6816,6818-6819,6822-6825

56,72 62
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喬木村 氏乗 いのぐちさわ 井ノ口沢 10773-10774

泰阜村 南山 いのくちやま 井ノ口山 7267 56,72 120

豊丘村 神稲 いのくぼ 井ノ久保 ４０９７－４０９８，４９８１－４９９１ 二－5 47，93

喬木村 氏乗 いのこくら いのこくら 11152-11161,11173

喬木村 大島 いのこぼら イノコ洞 9620

松川町 元大島 いのこま いのこま １３９４，１３９７－１３９８，１４００，１４０７－１４０８ 28，38 49

阿智村 伍和 いのさわ 井ノ沢 ５０７４～５０７８

阿智村 清内路 いのさわ 井ノ沢 ４４０～４５１

天龍村 神原 いのさわ 井ノ沢 882 69 ,81 181

根羽村 中野 いのさわ 井ノ沢 4294～4295，4314

阿智村 清内路 いのさわやま 井ノ沢山 452～

阿智村 春日 いのししぼら 猪洞 ３６４～３６９

阿智村 春日 いのした 井ノ下 １９８７～１９９６

阿智村 駒場 いのした 井ノ下 ８５１，８５４～

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

阿智村 伍和 いのした 井下 ４６８７～４６８９

阿智村 伍和 いのした 井下 ６３６８～６３７３，６４１６～６４２０

阿智村 伍和 いのした 井下 ８９，９２～９３，１２７～１３３，１３５

阿南町 富草 いのした 井之下 501

阿南町 大下条 いのした 井ノ下 1858～1860

阿南町 富草 いのした 井ノ下 4692～4695

阿南町 富草 いのした 井ノ下 6750～6752

下條村 睦沢 いのした 井ノ下 １００５０～１００５３

下條村 睦沢 いのした 井下 ５０１５，５０１８，５０８６～５０９２

下條村 陽皐 いのした 井ノ下 ６０７１～６０７３，６０７５

喬木村 小川 いのした 井下 6694-6695

喬木村 小川 いのした 井下 8945-8947,8964,8974,8976,9080-9081

高森町 山吹 いのした 井ノ下
５７６９－５７７２，５７７４－５７８４，５７８６－５７８８，６００６
ノ１，６００７－６００８

１１－７ 13

豊丘村 河野 いのした 井ノ下 ５８８０－ 二－4 79

豊丘村 神稲 いのした 井ノ下 ７８９５，３６９１－３６９４，１０７２１－１０７２６ 二－5 18

根羽村 田島 いのした 井ノ下 236～250

根羽村 万場瀬 いのした 井ノ下 1561～1565，1646

根羽村 萸野 いのした 井ノ下 3040～3041

根羽村 老平 いのした 井ノ下 3528～3530，3593

根羽村 中野 いのした 井ノ下 4433

泰阜村 怒田 いのした 井下 2876 38 109

泰阜村 高町 いのしたがいと 家ノ下垣外 1004 19 10

根羽村 万場瀬 いのしたみちした 井ノ下道下 1566

豊丘村 河野 いのしたよこやま 井ノ下横山 4263 五－1 149

豊丘村 河野 いのしみず 井ノ清水 ３７７９－３７８４，３７８６－３７８９，３８０１－３８０５ 二－2 156

豊丘村 神稲 いのしみず 井ノ清水 ３３１－３４６ 二－3 11

下條村 睦沢 いのじり 井ノ尻 ５１２～５１９

下條村 睦沢 いのしんでん 亥ノ新田 １０３９～１０４０，１０５８～１０６０
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泰阜村 南山 いのたひら イノ平 8088,8101-8103 89 120

松川町 生田 いのね 井ノ根 ７２５８－７２６３ 64

根羽村 老平 いのほら 井ノ洞 3577～3583

阿智村 伍和 いのみなみ 井南 ４７２６～４７２８，４７３９

阿南町 大下条 いのやま 猪野山 2520

喬木村 富田 いば 井バ 12407-12409

松川町 元大島 いはく 井伯 １９５２１９５８，１９６３，１９６７－１９６８ 29 50

阿智村 伍和 いばた 井端 ７２２～７２６

下條村 睦沢 いばた 井端

喬木村 小川 いばた 井端 6107-6109

喬木村 小川 いばた 井はた 6267-6271,6277

喬木村 小川 いばた 井はた 8975

高森町 牛牧 いばた 井バタ 2563 13

高森町 山吹 いばた 井バタ 2780－2782，３９４１－３９４４，３９４６－３９４７ ８－８ 13

松川町 大島 いばた 井バタ ４１－４２，936 18，19 20

松川町 大島 いばた 井ハタ ９３７－９３８ 18 20

松川町 大島 いばた 井端 ９３９－９４２ 18，36 20

松川町 上片桐 いばた 井端 ３９０４－３９３９ 15 20

松川町 元大島 いばた 井端 ３５８３－３５８６，４２５６－４２５７，４６１６－４６１８ 37，46 20

下條村 睦沢 いばたうら 井端後 ６２４９～６２５０

下條村 睦沢 いばただ 井端田 ４５１２

阿智村 伍和 いはば 井幅 ５０６６，５１４６，５２６１～

下條村 陽皐 いはば 井巾？ ６０７８

阿智村 伍和 いはばよりあなばまで
井幅より穴場
迄

５２６１～

阿智村 伍和 いばやし 井林 ７０４８～７０５２

阿南町 和合 いばやし 居林 870

阿南町 旦開 いばやし 井林 675～676，746～747

天龍村 神原 いばやし 居林 438441 57 162

豊丘村 神稲 いばやし 井林 ２２６８－ 二－6 89

喬木村 伊久間 いふくめ 衣福米
15870-15873,15875,15877-15879,15883-15892，16270-
16278,16292-16302,16365-16366

阿南町 和合 いへいがいと 伊平垣外 542543

阿南町 大下条 いぼいし イボイシ 1410～1412

阿南町 和合 いぼいし いぼ石 276，　278

天龍村 神原 いぼいし イボ石 3401-3402 107 255

天龍村 平岡 いぼみず イボ水 1768 83 67

喬木村 氏乗 いまいいのくち 今井井口 9915-9916

阿南町 富草 いまいば 今井場 3166～3171

大鹿村 鹿塩 いまぞうづくり 今蔵作 2338－

阿南町 大下条 いまぼら 今ボラ 78～79

阿南町 富草 いまぼら 今洞 9039，9100～9104

阿南町 富草 いまぼらだ 今洞田 9097～9099

阿南町 富草 いまぼらやま 今洞山 9080
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阿智村 駒場 いまみや 今宮 １２０６～

大鹿村 鹿塩 いまんじお 伊満塩 3025～3026，3031，3263～3270

大鹿村 鹿塩 いまんじお イマンジヲ 1034～1039，1109～1110

天龍村 神原 いみず 井水 2514 177 231

天龍村 神原 いみずいり 井水入 4472-4473 132 ,147 284

天龍村 神原 いみずいり 井水入 4785 132 292

大鹿村 大河原 いみち 井道 4909，4914－

大鹿村 大河原 いみちうえ 井道上 4913－

下條村 陽皐 いめん 井免 ２３１３～２３１８

阿智村 智里 いもう イモウ ６０３～６０８，７５０～７５４，１８５１～１８５２

天龍村 神原 いもう イモウ 27,38

下條村 陽皐 いもがいと 芋垣外 ５５３９～５５４１

下條村 陽皐 いもくぼ 芋久保 ５５９８

阿南町 大下条 いもざか イモ坂 2490～2491

松川町 元大島 いもじ いもじ １８９２－１８９３，１８９６－１９０３，１９２６，１９３６ 28 48

阿南町 大下条 いもじがとうげ イモシガ峠 3171～3176

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

高森町 牛牧 いもじだ イモジ田 ４４５－４５２ ５－１３ 13

阿南町 富草 いもじなぎ いもじなき 2047～2057，2068～2071

阿南町 富草 いもじなぎ いもぢなぎ 6986～6987

阿智村 春日 いもじばた イモジ畑 ３２３１～３２３５

下條村 陽皐 いもだ 芋田 ４６０５

豊丘村 河野 いもだ 芋田 ４０６，４０９－４１０ 二－2 68

松川町 元大島 いもだ 芋田 50 54 64

阿智村 清内路 いもだいら 芋平 １７１０～１７１１

阿南町 大下条 いものくぼ 芋久保 1638～1639，1641～1644

天龍村 神原 いものくぼ
イモノ久保
（郷戸ヒラノ
内）

193 44 143

天龍村 神原 いものたいら イモノ平 5841 78 ,79 314

阿南町 和合 いもはた 芋畑

阿南町 和合 いもばた 芋畑

大鹿村 大河原 いもばた 五百畑 4496－

豊丘村 神稲 いもばた 芋畑 五－3

松川町 上片桐 いもばた 荢畑 ５２４－５２５ 4 2

下條村 睦沢 いもぼりほら 芋掘洞 ４４１１

阿南町 大下条 いもよこて イモヨコテ 886～871，876～878

大鹿村 大河原 いもり 居森 5443～5444，5446～5456

松川町 大島 いもり 居森 ４９６－５１２ 13 18

大鹿村 大河原 いもりひかげ 居森日影 4198～4200

大鹿村 大河原 いもりひかげ 居森日蔭 5467～5470

大鹿村 大河原 いもりひなた 居森日向 5457～5464，5466

阿南町 大下条 いもりまつ イモリ松 884

豊丘村 河野 いもんだ 衣紋田 ６０９，６１１，７９８－８０１，８４０ 78
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天龍村 神原 いもんたわ イモンタワ 5136-5137，5163 116 299

下條村 睦沢 いやしき 居屋敷

大鹿村 大河原 いらくぼ 伊良窪 342～351

大鹿村 大河原 いらくぼひがしのくぼ
伊良クボ東ノ
クボ

4212－

大鹿村 大河原 いらくぼもとばたぐち
伊良久保本
畑口

4213－

泰阜村 明島 いらのさわ イラノ沢 5136 36 73

天龍村 神原 いらのそうれ イラノソフレ 4339，4341-4342，4353-4354 133 ,148 283

喬木村 小川 いらはた いら畑 6454-6455,6458-6464

喬木村 小川 いらはた いら畑 7496

阿智村 伍和 いり 入 ５１８８～５１９５

阿南町 旦開 いり 入り 465

阿南町 大下条 いり イリ 1782

阿南町 富草 いり 入 5566

阿南町 大下条 いり イリ 1186～1188

阿南町 大下条 いり イリ 1847～1848

阿南町 大下条 いり イリ 2231～2232

阿南町 大下条 いり イリ 2757～2768，2796

阿南町 和合 いり イリ
2783，2786～2790，2806～2807，2810，2812，2815，2817
～2818，2852～2854，2857

阿南町 和合 いり いり 2792～2798，2800

阿南町 和合 いり 入 2801～2805，2816，2855～2856

阿南町 旦開 いり いり 460，464－

下條村 睦沢 いり 入 ３３４３～３３４６

喬木村 富田 いり 入 12419-12424 4 3

天龍村 神原 いり 入 1314 124 200

平谷村 ムク沢 いり 入リ ８３５－８３６，８３９，８５０，８７７

平谷村 ムク沢 いり 入 ８３７－８３８，８４０－８４１，８５１，８５５，９３３

平谷村 ムク沢 いり イリ ８４２－８４９，８５２，８５４，８５６－８６３，８６５－８７６

泰阜村 打沢 いり 入リ 2669-2670,2671,2679-2680 41 19

泰阜村 唐笠 いり 入 4080 17 19

泰阜村 唐笠 いり 入リ 3941-3945,3956-3962 11，14 19

泰阜村 南山 いりあいばやし 入會林 7025 56,59 120

阿智村 智里 いりおおだいら 入大平 ４５６７～４５７３

天龍村 神原 いりかいと 入開土 4926-4927，4929 11 ,146 294

阿南町 旦開 いりがいと 入開土 3631～3636

高森町 牛牧 いりくち 入口 1163 ４－１２ 13

根羽村 檜原 いりぐちみちした 入口道下 1341ノ1

大鹿村 大河原 いりくら 入倉 4472～4473

松川町 生田 いりくら 入倉 ２７４１，２７４３－２７４６，２７６３－２７７９，２７８９－２８０２ 31 64

松川町 生田 いりくらはら 入倉原 ２７４０，２７４２，２７８０ 31 64

阿南町 大下条 いりさか 入坂 2168～2174，2176～2184

阿南町 大下条 いりさか 入坂 2427～2435
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豊丘村 神稲 いりさか 入坂 １１８４３－１１８４４ 二－5 23

大鹿村 鹿塩 いりさわい 入沢井 2120～2271

阿南町 富草 いりた 入田 6560～6569

阿南町 富草 いりた 入 6945～6956

大鹿村 鹿塩 いりたに 入谷 4350－

高森町 山吹 いりのかいと 入ノ垣外 ６０７１－６０７２，６０７５－６０８８ １３－８ 13

高森町 山吹 いりのかいと 入ノ垣土 ６３５８－６３８５ １３－９ 13

松川町 元大島 いりのがいと 入ノ垣外 １－１３ 60 64

天龍村 神原 いりのきり 入ノキリ 6032 31 ,42 321

豊丘村 神稲 いりのくち 入ノ口 ４６１３，４６７５－７６９２，４６９４－４７１７，４７１９－４７２４ 二－6 55

下條村 睦沢 いりのといし 入ノ砥石 １６１１，　１６６２

大鹿村 鹿塩 いりのの 入野々 4060～4063，4065，4287～4290

阿智村 智里 いりのはた 入ノ畑 １９９～２０７，２１０

泰阜村 南山 いりのはやし 入ノ林 8708-8709 91 120

下條村 陽皐 いりのはら 入野原
４２９１～４２９５，４２９７～４３０１，４３１１～４３１４，４３２７
～４３３６，４３４２～４３４９，４３５１～４３５８，４３６０，４３６
２～４３９８，４４０１～４４１６，４４１８～４４１９

下條村 陽皐 いりのはら 入の原 ４４２２～４４２３，４４２５～４４３１

下條村 睦沢 いりのほら 入ノ洞 １８～３０，３６～３９

根羽村 中野 いりのほら 入ノ洞 4256～4258，4269

阿智村 智里 いりのやま 入野山 ４９５～

下條村 陽皐 いりのやま 入野山
４２３４～４２３５，４２４８，４２５１～４２５２，４２５６～４２６
５，４２６７，４２７０～４２７４

阿智村 智里 いりはた 入畑 ４５３０～４５３４

喬木村 富田 いりはた 入畑 12630-12632 1 3

喬木村 富田 いりぼら 入洞 12633 1 3

泰阜村 左京 いりぼら 入洞 5650-5656 51,53 96

喬木村 小川 いりみちくぼ 入道クボ 7521

阿南町 大下条 いりみちづくり 入道作リ 348～349，350～351

泰阜村 打沢 いりむかいだ 入り向田 2674-2675 41 82

阿南町 大下条 いりや 入ヤ 574

阿南町 大下条 いりやま 入山 7～8

喬木村 小川 いりょう 井領 6953-6954

豊丘村 河野 いりょうおき 井料沖 ７７７２－７７７９，７７９０－７７９３ 二－1 2

豊丘村 河野 いりょうした 井料下 ７６８０－７６９９，７７５７－７７７０ 二－1 2

阿南町 大下条 いろ イロ 1659

下條村 陽皐 いわあい 岩合 ２３７２～２３７３

喬木村 小川 いわうえ 岩上 9071-9073,9077-9078

大鹿村 鹿塩 いわおば 岩尾場 171，264，266－

松川町 生田 いわがさわ 岩ヶ沢 ５７１３，５９２５－５９３０ 50 136

天龍村 神原 いわがしゃ 岩ガ社 5479 90 ,104 305

天龍村 神原 いわがしや 岩ガシヤ 5880 66 305

天龍村 神原 いわがしや 岩ガシヤ 6167，6169-6170 68 ,80 305

天龍村 神原 いわがしゃだいら 岩ガシャ平 5530 104 305
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阿南町 和合 いわかしら 岩がしら 1574

下條村 陽皐 いわがしら 岩頭

根羽村 黒地 いわがだいら 岩ヶ平 2582～2585

根羽村 中野 いわがほら 岩ヶ洞 4407

阿南町 富草 いわからさわ 岩唐澤 8097～8107，8184～8191

喬木村 富田 いわくぼ 岩久保 14820-14830 4 3

松川町 生田 いわくぼ 岩久保 １３６５－１３６９ 62 65

阿南町 和合 いわくら 岩くら 2446

阿南町 大下条 いわくら イワクラ 1996～1998,2059～2064

根羽村 日向 いわくら 岩倉 5317ﾊ，5337ﾉ3？

松川町 大島 いわくら 岩倉 １０９－１２０，６５２－６６４ 14 30

売木村 長下 いわくらさん 岩倉山 ４５－１～４５－６１３，４６

根羽村 小川 いわこし 岩越 3966～3970

大鹿村 大河原 いわこや
大西ノ分岩
小屋

4335～4336

阿南町 大下条 いわざき 岩ザキ 2206

阿南町 大下条 いわざき 岩ザキ 1988～1989

高森町 山吹 いわさわ 岩沢 ４７３５－４７３８ １１－８ 13

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

阿南町 富草 いわした 岩下 2059～2060，2065～2067

阿南町 富草 いわした 岩下 2292

阿南町 大下条 いわした 岩下 1524，1533，1535～1537

阿南町 大下条 いわした 岩下 3208～３２１２，3643～3646

阿南町 大下条 いわした 岩下 379～380

下條村 睦沢 いわした 岩下 ４３６６

下條村 睦沢 いわした 岩下 １９５４，　１９７０，１９７２

下條村 睦沢 いわした 岩下 ３７３９～３７４５

喬木村 小川 いわした 岩下 9060-9062,9072,9076

喬木村 大和知 いわした 岩下 11596-11598

天龍村 神原 いわした
岩下（郷戸ヒ
ラノ内）

162 34 139

天龍村 神原 いわしたこやど 岩下小屋戸 2671-2672 184 ,185 238

天龍村 神原 いわしたはた 岩下畑 6332 91 330

泰阜村 明島 いわしみず 岩清水 5347 51 54

阿智村 伍和 いわすやま 岩ス山 ４２４９，４２５３～４２５７

豊丘村 神稲 いわた 岩田
７４２０－７４２２，７４４０－７４４９，７３８３－７３８８，８９８０
－８９９６

二－5 20

松川町 上片桐 いわた 岩田 ２９６７－３００７ 10 12

阿南町 和合 いわだいら 岩平 1362

根羽村 小川 いわだいら 岩平 4047～4050

阿南町 大下条 いわだし イワダシ 1808

下條村 陽皐 いわつか 岩塚 ２３８７～２３９１

下條村 睦沢 いわつか 岩塚 ８５１８～８５２０，８７０８，９３５０～９３５１，９３５３～９３５４

泰阜村 左京 いわつか 岩塚 5737,5743 53 97
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根羽村 檜原 いわなさわ 岩名沢 1251

根羽村 檜原
いわなさわのうちいけ
のしま

岩名沢ノ内
池ノ島

1265～1266

阿智村 駒場 いわのさわ 岩ノ沢
８２６～８３２，８３６～８４０，１２０５，２０９６～２１１２，２１２
３～２１２５，２１３１～２１３３，２１４３～２１４４，２１４７～２
１５０，２１５８～２１８８

高森町 山吹 いわのさわ 岩ノ沢 4742 13

阿智村 駒場 いわのさわぐち 岩ノ沢口 １２０１，１２０３～１２０４

阿南町 和合 いわのたいら 岩ノ平 579～589

阿南町 富草 いわのもと 岩之元 1041～1042，1053～1054

豊丘村 神稲 いわばた 岩畑 １１４９３－１１４９４ 二－7 40

喬木村 小川 いわはな 岩はな 7322

豊丘村 河野 いわはな 岩鼻 ７００５－７０２２ 五－4 135

泰阜村 打沢 いわはな 岩花 2123,2131,2134-2140,2146-2149,2151-2157 22 54

根羽村 小川 いわばな 岩鼻 3688

根羽村 老平 いわはなみちした 岩鼻道下 3668～3673，3686

喬木村 小川 いわはらばた 岩原畑 7773,　7775

根羽村 新井 いわぶし イワブシ 796～805，809

阿南町 和合 いわほら 岩洞 1135～1136

大鹿村 大河原 いわぼら 岩洞 4289－

松川町 生田 いわぼら 岩洞 ４５１０ 65

大鹿村 大河原
いわぼらみちうえどお
り

岩洞道上通リ 4288－

大鹿村 大河原 いわぼらやま 岩洞山 4290－

大鹿村 大河原 いわま 岩間 1～9

下條村 睦沢 いわまく 岩幕 ５２８６

天龍村 神原 いわまこ 岩マコ 5516 90 306

豊丘村 神稲 いわみどう 石見堂 １５９８，１６００－１６３５，１６３７，１６３９ 二－4 86

下條村 陽皐 いわもと 岩本 ６８３０

天龍村 神原 いわもと 岩本 1372 124 201

天龍村 平岡 いわもと
岩本（西山ﾉ
内）

74-76 47 114

天龍村 平岡 いわもと 岩本 79-80,242 47 114

泰阜村 鍬不取 いわもと 岩本 2768 38 93

泰阜村 怒田 いわもと 岩本 2879 38 93

阿南町 富草 いわやま 岩山 8568～8569

阿南町 大下条 いゑのした イエノ下 581～582，587～588，700

阿南町 大下条 いんきょ 隠居 1704

阿南町 富草 いんきょ 隠居 5620

下條村 陽皐 いんきょ 隠居 ６２６２

下條村 睦沢 いんきょ 隠居 １０１４７

下條村 睦沢 いんきょうばやし インキョ林 １０１０９

天龍村 平岡 いんきょがいと 隠居垣外 127-129 47 116

泰阜村 黒見 いんきょがいと 隠居垣外 4493-4494 30,35 71

泰阜村 南山 いんきょがいと 隠居垣外 7683-7684 74 71

天龍村 神原 いんきょぎれ 隠居切 4153 105 276
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天龍村 神原 いんきょばた 隠居畑 4930-4931 146 295

阿南町 富草 いんきょばやし 隠居林 424，429，438～440

阿南町 富草 いんきょばやし 隠居林 8643～8659

高森町 牛牧 いんきょめん 隠居免 ２４１８－２４２６ ６－１２ 13

高森町 山吹 いんきょやしき 隠居屋敷 2574 ８－７ 13

天龍村 神原 いんきょやま 隠居山 1718 167 211

下條村 睦沢 いんで 隠手 ８６２４

下條村 睦沢 いんで インデ ８５８７～８５９０，８５９２～８５９５，８６２２

高森町 牛牧 いんでかさわ インデカ沢
７６５，１１１５，１１１６，１１２８－１１２９，１２７０ー１２７３，１
２８５－１２９２，１３２５－１３２８，１３３０

５－１２ 13

高森町 牛牧 いんでさわ インデ沢 ７５８－７５９，７６１－７６２ ５－１３ 13

阿智村 春日 いんでん 院田 １５９０～１６０７，１６１６～１６５０

下條村 陽皐 いんでん インデン ２８２１～２８２４

阿南町 和合 いんとうさわ いんとう沢 1335

阿南町 大下条 うえ 上 1724

下條村 睦沢 うえ ウエ ７４２０

下條村 陽皐 うえ 上 １８２５～１８２６

平谷村 合川 うえ 上

阿南町 富草 うえあげみ？ 上あけみ 761～762

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

下條村 陽皐 うえいかみひら 上井神ヒラ

下條村 睦沢 うえおおはし 上大ハシ ６７４２

阿南町 富草 うえおおはた 上大畑 6866

阿南町 富草 うえおおばた 上大畑 6607～6609

天龍村 神原 うえおちば
上ヲチバ（中
組平内）

767  

下條村 陽皐 うえがいと 上カイト ４９８８

阿南町 富草 うえかじや 上鍛冶屋 4652～4653

松川町 元大島 うえかた 植堅 ３６１８ 37 61

根羽村 横畑 うえがだいら 上ヶ平 4690～4694

阿智村 智里 うえがはら 上川原 ４７５４～４７５５，４７６９～４７７２

下條村 陽皐 うえかみひら 上神ヒラ ５８６５～５８６６，５８７０

天龍村 神原 うえきざか ウヱキ坂 4175　，4177 105 ,119 276

阿南町 旦開 うえきぼら 植木洞 1937

大鹿村 大河原 うえきやすみば 植木休場 329－

泰阜村 明島 うえくぼ 植久保 4985,4988, 35，36 73

阿南町 和合 うえくりざわ ウエクリザワ 2560

阿南町 和合 うえくりざわ うゑくり沢 2558～2559，2561

天龍村 神原 うえした 上下 2273 167 226

阿南町 富草 うえしもぐれ 上下グレ 6068～6075

阿智村 春日 うえだ 上田 ２５００～２５０１

阿南町 大下条 うえだ ウエ田 1415，1470～1472，1476～1477，1495～1505，1554

阿南町 大下条 うえだ 上田 1474～1475，1795～1796

天龍村 神原 うえだ 上田 4609　,4610 146 290
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喬木村 大和知 うえだいら 上平 11542-11544

天龍村 平岡 うえだいら 上平 2469,2477,2591-2599,2611 154 ,155 102

喬木村 大島 うえだいらがいと 上平垣外 9298-9315

阿南町 大下条 うえちぎ 上千木 48

下條村 睦沢 うえつるね 上ツルネ ５０４０～５０４５，５０５２

泰阜村 打沢 うえにし 上西 2437 22 66

大鹿村 鹿塩 うえの 上野 1872～1874

松川町 元大島 うえの 上ノ ３５６６－３５６８，３６０６，３６０８－３６１２ 37 61

松川町 元大島 うえの 上野 ３５７５－３５７６，３６０７ 37 61

下條村 睦沢 うえのあと 上ノ後

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

泰阜村 南山 うえのかいと 上ノ垣外 7710-7711,7713 75 27

泰阜村 南山 うえのかみがいと 上ノ上垣外 7758 74 28

阿智村 浪合 うえのき 上軒 ４９０～

根羽村 新井 うえのた 上ノ田 1026～1027

阿智村 駒場 うえのたいら 上ノ平
１７６５～１７７１，１７７８～１７８２，１８９９～１９０２，１９０８
～１９１１

阿智村 伍和 うえのたいら 上ノ平 ４５７１～４５７３

阿智村 清内路 うえのたいら 上ノ平 754

阿智村 清内路 うえのたいら 上ノ平 ７７２～８３１

阿智村 智里 うえのたいら 上ノ平 １２１８～１２２５，１２３０～１２５７

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

阿南町 富草 うえのたいら 上平 498～499

阿南町 大下条 うえのたいら 上ノタヒラ 1754，　1756

阿南町 和合 うえのたいら 上ノ平 1900～1903

阿南町 和合 うえのたいら 上ノ平 2272～2274

喬木村 加加須 うえのたいら 上の平 5277

喬木村 小川 うえのたいら 上ノ平 6047-6050

喬木村 大島 うえのたいら 上ノ平 9294-9297

喬木村 氏乗 うえのたいら 上ノ平 10553-10581

高森町 大島山 うえのたいら 上ノ平
１５３－１５４，１６０－１６９，１７１－１７３，１７５－１８５，７９
８－７９９

６－１０ 14

高森町 山吹 うえのたいら 上ノ平 ６０５２，　６０８９ １２－８ 14

天龍村 神原 うえのたいら 上平 3665 106 268

天龍村 神原 うえのたいら 上ノ平
3899，3910，3913，3922，3926，3929，3933，3942，3948，
3961　，3963

106 268

豊丘村 河野 うえのたいら 上ノ平 ６９２２－６９３４，６９３９－６９６９ 五－4 163

根羽村 一之瀬 うえのたいら 上ノ平 4838～4848，4892

平谷村 合川 うえのたいら 上平

５５－６０，４９３，４９５－４９６，５０６－５０９，５２８－５３７，
５３９－８４３，１５４１－１５４４，５４７，５４９，５５１－５５２，
５５５，５５７－５５９，５６１－５６９，５７２，５７４，５７６－５８
４，５８６－５９３，５９５－６０３，６１２－６４１

阿智村 浪合 うえのだいら 上ノ平 ４０６～４３７

平谷村 合川 うえのだいら 上ノ平

４８７－４８９，４９４，５１０－５１１，５１３－５２０，５２４－５２
７，５３８，５４４－５４６，５４８，５５０，５５３－５５４，５５６，５
６０，５７０－５７１，５７３，５７５，５８２，５８５，５９４，６０４－
６０６，６１３

阿智村 清内路 うえのたいらやま 上ノ平山 ７７０～７７１
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阿智村 浪合 うえのだん 上ノ段 １０５３イ～１０５５

阿智村 浪合 うえのだん 上ノ段 １９８２～１９９

根羽村 小川 うえのだん 上段 3836～3838

平谷村 合川 うえのだん 上ノ段 ６１，９２５－９３０

平谷村 ムク沢 うえのだん 上ノ段

泰阜村 門島 うえのちゃばた 上ノ茶畑 4650,4652 31 86

大鹿村 大河原 うえのの 上野々 4467－

阿智村 春日 うえのはた 上畑 ２７２５～

下條村 睦沢 うえのはた 上ノ畑 １３４８～１３４９

高森町 牛牧 うえのはた 上ノ畑 １０９８－１０９９ ５－１２ 14

天龍村 神原 うえのはた 上ノ畑 4186-4187 105 277

豊丘村 神稲 うえのはた 上ノ畑 ６０２１－６０４１，６０４７－６０５２ 五－5 119

松川町 生田 うえのはやし 上ノ林 １１４５ 39 64

阿智村 智里 うえのはら 上ノ原 １２２６～１２２９，１２８４，１３４０～１３７３，１３７５～１３８２

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

阿南町 大下条 うえのはら 上ノ原 1538～1544

下條村 陽皐 うえのはら 上野原
３２４９～３３１２，３３１４，３３１６～３３２６，３３２８～３３３
３，３３３９～３３５１，３３５３～３３６６，３３７３～３３７６，３３
８３～３３９６，３３９９～３４２７

下條村 陽皐 うえのはら 上野原

３４３０～３４３１，３４３５，３４３８，３４５３，３４５５，３４６０
～３４６３，３４６８～３４７０，３４９０～３４９３，３５００～３５
０９，３５１２～３５１３，３５１８～３５２１，３５２４～３５５０，３
５５２～３５７７

喬木村 加加須 うえのはら 上ノ原 5278,5281-5282

喬木村 小川 うえのはら 上ノ原 8070

喬木村 小川 うえのはら 上ノ原
8467-8472,8475-8482,8485-8487,8502-8504,8543-
8546,8547,8552-8554,8556-8558,8568-8569,8572-8574，
8579

高森町 山吹 うえのはら 上ノハラ ５２３９－５２４５

高森町 吉田 うえのはら 上ノ原 576

喬木村 小川 うえのはらいげた 上ノ原井桁 8970

下條村 陽皐
うえのはらたしろばや
し

上野原田代林３５５０ノ１

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

喬木村 氏乗 うえのひら 上ノひら 10026-10030

天龍村 平岡 うえのひら 上ノ平 727-729 4 118

下條村 陽皐 うえのひらやま 上野平山 ６３１１～６３１４

阿智村 伍和 うえのもり 上ノ森 ６４８０～６４８２

松川町 元大島 うえのやしき 上ノ屋敷 ３６２０－３６２２，３６２５－３６２８ 37 77

根羽村 取手 うえのやま 上ノ山 4727

根羽村 平 うえのやま 上ノ山 5809～5813

根羽村 新井 うえはた 上畑 1010～1011

根羽村 新井 うえはね 上ハ子 901～905，974

阿南町 大下条 うえはねきくば 上羽根伊久場1979～1981ﾉ1

天龍村 神原 うえばやし 上林 3172-3173,3175 93 250

大鹿村 大河原 うえばやし？ 植林 5271～5273

阿南町 富草 うえひがし 上東 2637
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松川町 元大島 うえひかりな 上光那 ７３１－７３３ 54 65

喬木村 小川 うえひらばた 上平畑 6422

阿南町 大下条 うえほっき 上ホッキ 1613～1630

高森町 山吹 うえまつ 上松 ４３３３－４３３４ノ３，５１３７－５１４２，５１６２－５１６５ １０－６ 14

天龍村 神原 うえまつ 上松 135 32 136

阿南町 富草 うえまつばら 上松原 9274～9278

喬木村 大島 うえまつやま 上松山 9448-9451

高森町 牛牧 うえまめいだ 上豆井田 1809 ５－１２ 14

高森町 牛牧
うえまめいだこめのみ
ちした

上豆井田米
ノ道下

１８１０－１８１１ ５－１２ 15

大鹿村 鹿塩 うえみち 上道 4085－

大鹿村 鹿塩 うえみち 上道 4304－

阿智村 駒場 うえみどう 上御道
８３３～８３５，８４１～８４３，８４７～８４９，８５２～８５３，８５
５～８６３，１２８９～２１９３

阿南町 大下条 うえみや 上ヘ宮 3360

泰阜村 南山 うえむら 植村 6946,7060,7185 72 120

天龍村 平岡 うえもんばやし 右エ門林 826-832,834-835,849 48 34

平谷村 ムク沢 うえやなぎだいら 上柳平 ６２，６６，１５１８－１５２０

阿南町 大下条 うえらく 上ラク 2225～2226

泰阜村 金野 うおすくいみち 魚すくい道 400-404 4 5

下條村 陽皐 うおどめ 魚留 ４９１０～４９１３

松川町 元大島 うおのせ 魚のセ ２５３０，２５４１，２５５１－２５５３，２５６１ 39 65

下條村 陽皐 うおのわた 魚ノ腸 ２３７５～２３８６

豊丘村 神稲 うがいかいと 鵜飼垣外 ８７－１２０ 二－3 12

大鹿村 大河原 うがいさわ？ 鵜？飼沢 4291－

大鹿村 大河原 うがいさわのたいら 鵜飼沢ノ平 4292～4294

阿智村 伍和 うかいば ウカイ場 ５２８４～

下條村 睦沢 うがいば ウガイバ ５０１０

下條村 睦沢 うがふち ウガフチ ４７９２～４７９３

下條村 睦沢 うがふち 鵜ヶ淵 ４８５４～４８５６

泰阜村 打沢 うきめん ウキメン 1717-1718 22 65

阿智村 伍和 うぐす 鴬巣 ６８５２～６８７８

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

下條村 睦沢 うぐす 鴬巣 ５５９５～５５９７，５５９９～５６１９

高森町 牛牧 うこんざわ 右近沢 ６１１，６１９－６２２ ５－１４ 15

高森町 牛牧 うこんざわひなた 右近沢日向 536 ５－１３ 15

天龍村 平岡 うこんづくり 右近作 2122 98 ,112 80

下條村 睦沢 うさぎこし 兎腰 ５５８５～５５８７

阿南町 富草 うさぎさわ うさぎ澤 9334～9353

阿智村 清内路 うさぎざわ 兎沢 １７８３～１８１５

阿智村 清内路 うさぎざわのくち 兎沢ノ口 １７３９～１７６７，１９１２

豊丘村 河野 うさぎだ 兎田 ４３４２，４３４４－４３５０，４３５２ 五－4 146

松川町 元大島 うさぎだ ウサキ田 ４５３９－４５４１ 37 65

泰阜村 打沢 うさぎだ ウサギ田 1848 22 66
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泰阜村 柿野 うさぎだ ウサギ田 3556-3557 37 66

豊丘村 河野 うさぎだいうえ 兎田井上 ４３５１－ 五－4 146

阿智村 清内路 うさぎだいら 兎平 １０２１～１０２８

阿智村 清内路 うさぎだいらやま 兎平山 １００５～１０２０

根羽村 田島 うさぎだかわのぼり 兎田川上リ 19～39

根羽村 新井 うさぎだかわのぼり 兎田川上リ 955～957

泰阜村 打沢 うさぎたじり ウサギ田尻 1808 22 66

天龍村 神原 うさぎづくり ウサギ作リ 742-743 122 174

天龍村 神原 うさぎづくり 兎作リ 779 122 174

豊丘村 神稲 うしがいと 牛垣外 ６８７０－６８７２ 二－5 30

高森町 牛牧 うしがくぼひかげ 牛ヶ久保ヒカゲ２８０４－２８０５ ４－１２ 16

高森町 牛牧 うしがくぼひなた 牛ヶ久保日向 ２８００－２８０１ ４－１２ 16

豊丘村 河野 うしがさわ 牛ヶ沢 ５８４１－５８４７

豊丘村 河野 うしがさわひがしぼら 牛ヶ沢東洞 ５８５１－５８５５

下條村 陽皐 うしがつめやだいら 牛ヶ爪矢平 ３８６２

阿南町 旦開 うしがねば 牛ヶ根場 2544

阿南町 旦開 うしがねば 牛ヶ祢ば 2368～2371

阿南町 富草 うじがみ 氏神 2600

阿南町 大下条 うじがみ 氏神 84

阿南町 富草 うじがみ 氏神 5226～5234

阿南町 大下条 うじがみ ウシガミ 523，　534

松川町 元大島 うじがみ 氏神 ４５１１－４５１５ 37 65

泰阜村 打沢 うじがみ ウジ神 2427 22 55

泰阜村 柿野 うじがみ 氏神 3549 37 55

根羽村 萸野 うじがみばた 氏神畑 3033～3038

阿南町 和合 うじがみまえ 氏神前 1718

豊丘村 神稲 うしくさ 牛草 ７５１８，１２００３－１２０１７、８８７５－８９１６ 二－7 43

高森町 牛牧 うしくさせり 牛草セリ ２８８４－２８８５ ３－１３ 16

下條村 陽皐 うしくび ウシクビ ３７７９

下條村 睦沢 うしくび 牛首 １９７３～１９７４，１９７７，１９８６～１９８７

下條村 睦沢 うしくび 牛首 ５５７７～５５７８

喬木村 氏乗 うしくび 牛くひ 11283-11292

高森町 出原 うしくび ウシクビ ４４５，４４７－４５１，４５６－４５８ ７－９ 16

豊丘村 河野 うしくび 丑首 ４７９５－４７９９ 五－5 126

阿智村 智里 うしくぼ 牛久保 １９２，１９６～

阿南町 大下条 うしくぼ 牛久保 409，417～431，433

喬木村 大和知 うしくぼ 牛久保 11502-11507

阿智村 智里 うしくぼやま 牛久保山 ５７～

泰阜村 鍬不取 うしころび 牛コロビ 2830,2834,2837-2840 38 93

泰阜村 鍬不取 うしころび 牛ころび 2799-2801 38 93

豊丘村 河野 うしざわかわぐち 牛沢川口 ５８３０－ 五－5 135

阿南町 富草 うしじゅうばた 牛十（重）畑 8046～8047

根羽村 町 うしとらかいと 丑寅垣外 2024～2037，2046
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阿南町 富草 うしなぎ？ 牛なき？ 2020

泰阜村 打沢 うしのき ウシノキ 1909-1914 21 51

泰阜村 打沢 うしのき ウシノ木 1920－1924 21 51

天龍村 平岡 うしのすけかぶれ 丑之助カフレ 2096 111 74

大鹿村 鹿塩 うしのせ 牛ノ瀬 2383～2384

喬木村 氏乗 うじのり 氏のり 10192

喬木村 加加須 うじのりざか 氏乗坂 5491ﾉ1-5491ﾉ5,5492

喬木村 加加須 うじのりぼら 氏のり洞 5491ﾛ

喬木村 小川 うじのりやま 氏乗山 9117-9119

泰阜村 明島 うしばた 丑畑 5319,5321-5327,5330 50 73

高森町 牛牧 うしまきざか 牛牧坂 ４１０，５５７－５５９ ６－１４ 16

高森町 下市田 うしまきざか 牛牧坂 ４１６１－４２１５ ６－１４ 16

阿南町 和合 うしろ ウシロ 2773

阿南町 和合 うしろ うしろ 2858

阿南町 大下条 うしろ ウシロ 1048～1050

阿南町 大下条 うしろ ウシロ 258～260

阿南町 和合 うしろ うしろ 2639，2774～2775，2859

下條村 陽皐 うしろ ウシロ ３９６３

下條村 陽皐 うしろ ウシロ ４６２２

下條村 睦沢 うしろ ウシロ ７４５０～７４５１

喬木村 加加須 うしろ ウシロ 5235-5237

喬木村 加加須 うしろ ウシロ 5697-5703,5706-5708

天龍村 平岡 うしろ 宇しろ 2044-2046 110 44

豊丘村 河野 うしろ 後呂 ６６９３－６６９６，６７１５，６７２７ 五－4 139

豊丘村 神稲 うしろ ウシロ
６２００，１０３５０－１０３６１，１０３８０－１０３９２，１０３９９
－１０４００

五－3 100

豊丘村 神稲 うしろ 後 五－5 100

泰阜村 打沢 うしろ ウシロ 2399,2406-2407 25 24

泰阜村 門島 うしろ 後 4647-4648 31 24

泰阜村 左京 うしろ 後 5801-5802,5818-5819 53 24

泰阜村 平島田 うしろ 後 3368 39 24

泰阜村 南山 うしろ ウシロ 8497 90 24

泰阜村 南山 うしろ 後 8859 96 24

下條村 陽皐 うしろ？ 後 ５６６２

泰阜村 門島 うしろいえのうえ 後家ノ上 4681 31，32 86

泰阜村 打沢 うしろいり 後入 2180 25 55

高森町 牛牧 うしろうやま 牛蘢山 ２８１２－２８２６，２８８７ ５－１１ 16

高森町 牛牧 うしろうやまひなた 牛蘢山日向 ２８２７－２８３０

阿南町 大下条 うしろがいと？ 後垣外 1909～1913，1917

天龍村 神原 うしろかきばやし 後柿林 62

泰阜村 唐笠 うしろぐち 後口 4010 14 70

泰阜村 南山 うしろぐち 後口 8019,8046，8859 74 70

泰阜村 田野口 うしろくちぼら 後口洞 5441-5442 34 107

喬木村 富田 うしろくぼ ウシロ久保 14917-14919 4 3
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下條村 陽皐 うしろさわ 後沢 ３８２１～３８４７

下條村 陽皐 うしろさわ 後沢 ３８７７～３８８０

阿智村 春日 うしろざわ 後沢
２６２５～２６２６，２６４７～２６５０，２６７１，２７２６，２７２９
～２７４６，２７５９～２７６０

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

下條村 睦沢 うしろざわ 後沢 ６５９６，６５９９，６６３１～６６３２

喬木村 富田 うしろざわ 後澤 14707-14714 4 4

泰阜村 打沢 うしろざわ ウシロ沢 2141-2142 22 16

泰阜村 左京 うしろざわ 後澤 5612,5635,5637,5757-5768,5787,5791-5794 51,53 16

泰阜村 高町 うしろざわ 後澤 1060-1061 8,19 16

喬木村 氏乗 うしろざわぐちひなた 後沢口日向 11377

下條村 陽皐 うしろさわほうげ 後沢ホウゲ ３８４８

泰阜村 打沢 うしろじり ウシロジリ 2122 22 55

泰阜村 打沢 うしろぜら ウシロゼラ 2143 22，25 54

阿智村 伍和 うしろた 後田 ３３１，３５６～３７０

阿南町 富草 うしろだ 後田 1194，1203～1220

阿南町 富草 うしろだ 後田 1327～1328

阿南町 富草 うしろだ 後田 3853～3857，3874～3905，3973～3974

阿南町 富草 うしろだ 後田 4170～4172

阿南町 大下条 うしろだ 後田 1045～1047，1083

下條村 陽皐 うしろだ 後田 １２１８

下條村 陽皐 うしろだ 後田 ５４６５

下條村 陽皐 うしろだ 後田 ７２１２

下條村 睦沢 うしろだ 後田 １０９～１３５，１４０

喬木村 富田 うしろだ 後田 12290-12298,12309-12312 1 4

喬木村 氏乗 うしろだ 後田 10076-10078

豊丘村 河野 うしろだ ウシロ田 ４４５７，４４６４ 五－4 144

泰阜村 打沢 うしろだ ウシロダ 2332-2334 25 64

泰阜村 柿野 うしろだ 後田 3582-3587,3590-3591 34，37 64

泰阜村 門島 うしろだ 後田 4666 32 64

泰阜村 黒見 うしろだ 後田 4447-4452 30 64

泰阜村 左京 うしろだ 後田 5788,5806-5807 53 64

泰阜村 怒田 うしろだ ウシロ田 2977-2978 38 64

泰阜村 怒田 うしろだ 後田 2979-2980 38 64

泰阜村 打沢 うしろたいり ウシロ田入 2295,2307-2313 25 66

泰阜村 打沢 うしろださんびゃくめ 後田三百目 2324-2325 25 56

阿南町 大下条 うしろだやま 後田山 1044

泰阜村 門島 うしろのうえ 後ノ上 4680 31，32 86

阿南町 富草 うしろばた 後畑 7173～7174

下條村 睦沢 うしろばた 後畑 ４７３０～４７３２，４７３６

天龍村 神原 うしろばた 後畑 704 94 172

泰阜村 門島 うしろばた 後畑 4649,4653-4657,4666,4669 31 17

泰阜村 高町 うしろばた 後畑 1078 8 17

泰阜村 怒田 うしろばた ウシロ畑 2966,2979,2985-2987 38 17
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泰阜村 怒田 うしろばた 後畑 2968 41 17

下條村 睦沢 うしろばた？ 後畑

天龍村 神原 うしろばたうえ 後畑上 705

泰阜村 左京 うしろばたひかげ 後畑日カゲ 5844 53 17

下條村 睦沢 うしろばやし 後林 ４４０４

天龍村 神原 うしろばやし 後林 54

天龍村 神原 うしろばやし 後林 618 68 16

泰阜村 柿野 うしろばやし 後林 3588 34，37 70

泰阜村 南山 うしろばやし 後林 7502,7523,7530,7714-7715 72,75 70

天龍村 神原 うしろひじり ウシロヒシリ 479 57 ,69 163

阿智村 伍和 うしろぼら 後洞 ３８２３～３８３０，３８９６～３９０１

阿南町 大下条 うしろぼら 後洞 3389，3392，3397～3409

下條村 睦沢 うしろぼら 後洞 ４７２６

豊丘村 神稲 うしろぼら 後洞 ６３２０－６３４６，６３６８－６３７４，６３７５－６３７９ 五－5 118

泰阜村 明島 うしろぼら ウシロ洞 4901 22 55

泰阜村 明島 うしろぼら 後洞 4904,4909-4941,4946 34，36 55

泰阜村 打沢 うしろぼら ウシロ洞 2144 22 55

泰阜村 柿野 うしろぼら 後洞 3589 37 55

泰阜村 田野口 うしろぼら 後洞 5427 36 55

泰阜村 怒田 うしろぼら 後洞 2967,　2969 38 55

泰阜村 怒田 うしろぼら 後洞 3035,3040-3042 41 55

下條村 睦沢 うしろぼら？ 後洞 ９８２３～９８２４，９８２９，９８３３～９８３５，９８４１

阿南町 和合 うしろみち 後道 1728

阿南町 和合 うしろもり 後森 718

阿智村 春日 うしろやま 後山 ３０１２ノ１～３０１３

阿智村 駒場 うしろやま 後山 ２２０２～２２０７

阿南町 富草 うしろやま 後山 2353～2406，2433～2439

阿南町 富草 うしろやま 後山 4131～4147

阿南町 大下条 うしろやま 後山
1769～1785，1787～1790，1792，1795～1801，1805～
1808

阿南町 大下条 うしろやま 後山 2171,　2177

阿南町 大下条 うしろやま 後山 251～255

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

阿南町 大下条 うしろやま 後山 3486～3569，3647～3649

阿南町 大下条 うしろやま ウシロ山 360～378

阿南町 大下条 うしろやま ウシロ山 719ﾛ，　836

大鹿村 鹿塩 うしろやま ウシロ山 1580，1582～1584

天龍村 神原 うしろやま 後山 16 6 135

天龍村 神原 うしろやま
後山（中組平
内）

741 108 ,122 135

泰阜村 稻伏戸 うしろやま 後山 1410-1411 20 40

泰阜村 柿野 うしろやま 後山 3594 37 40

泰阜村 左京 うしろやま 後山 5939 53,54 40

泰阜村 万場 うしろやま 後山 3740-3742,3761-3767 18,34 40
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泰阜村 南山 うしろやま 後山 8824 93 40

阿南町 大下条 うしろやまくぼばた 後山久保畑 723

阿南町 大下条 うしろやまひらくさかい 後山平久堺 1786

阿南町 大下条 うしろやまよつだ 後山四ッ田 1791

大鹿村 鹿塩
うしろやまよりみなみ
やま

シロ山ヨリ南
山

1581－

下條村 陽皐 うすいがほら 臼井ヶ洞 １４１８～１４２９

阿智村 浪合 うすがたいら 臼ヶ平 １６１６～１６１８

高森町 牛牧 うすくさひなた 牛草日向 2883 ４－１３ 17

大鹿村 大河原 うすくぼ ウス久保 5275～5280

天龍村 神原 うすくぼ ウスクボ 2379　，2383，2393 167 85

天龍村 神原 うすくぼ
ｳｽｸﾎﾞ（ﾋﾖｻﾜ
ﾖﾘ竜川ﾉ内）

992 82 85

天龍村 神原 うすくぼ ウスクボ 1160-1165，1175，1180，1184 82 85

天龍村 平岡 うすくぼ うす久保 2187-2189 110 85

下條村 陽皐 うすこや うすこや ４０２４

下條村 陽皐 うすごや 臼小屋 ３９１５

阿南町 大下条 うすつくりば ウス作リバ 172～179

天龍村 平岡 うすば うすバ 2063 110 ，111 46

豊丘村 神稲 うずひのき ウズ桧 ５５３４－５５４４？ 五－2 54

阿智村 清内路 うすらざわ ウス沢 ３０１０～３０１１

阿智村 清内路 うすらざわのくち ウス沢ノ口 ２９９３～２９９９

天龍村 神原 うそさわ ウソ沢 2 13 132

阿南町 和合 うそざわ うそ沢 10251026

天龍村 神原 うそざわ ウソ沢 5244　，5247 104 ,105 132

天龍村 平岡 うそざわ ウソ沢 879-886 13 132

天龍村 平岡 うそざわ ウソ沢（宇連山ノ内）946 13 132

下條村 陽皐 うそだ ウソダ １３７４～１３７９，１４０１

天龍村 平岡 うぞのはな うぞのはな 2146 125 83

天龍村 平岡 うそばかんのんばやし ウソバ観音林 1707 71 59

豊丘村 神稲 うちかいと 内開外 １８８６－１８９８ 二－4 85

豊丘村 神稲 うちかいと 内垣土 １９０３－ 二－4 85

阿智村 春日 うちがいと 内垣外 ２６５６，２６６６～２６８４

阿南町 富草 うちがいと 内垣外 2597，2603～2604

阿南町 富草 うちがいと 内垣外 3161～6162

阿南町 旦開 うちがいと 内開土 1421～1425

阿南町 富草 うちがいと 内垣外 8911～8914

下條村 睦沢 うちがいと 内垣外 ３２８６

下條村 陽皐 うちがいと 内垣土 ５３３７～５３３９

下條村 陽皐 うちがいと 内垣外 ５４３１～５４３６

豊丘村 神稲 うちがいと 内垣外 ３７５２ー 二－5 19

松川町 上片桐 うちがいと 内垣外 ４７１３－４７１９，４７２６－４７４１，４７４９－４７５６ 22 44

松川町 元大島 うちがいと 内垣外 ２５９４－２５９８ 29 44
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泰阜村 金野 うちがいと 内垣外 76-78, 85-86 6,16 13

豊丘村 神稲
うちかいと（ないがい
と？）

内開土 １８８６－１８９８ 二－4 85

豊丘村 神稲 うちかまがくぼ 内釜ヶ久保 ２６７１－ 五－5 124

喬木村 加加須 うちかわ 内川 5379-5384

豊丘村 神稲 うちがわら 内川原 ９１７７－９１７８，９１８３－９１８４，９２１７ 二－5 37

阿智村 伍和 うちこし 打越 ４１２６～４１２９，４１３５～４１３６

阿智村 浪合 うちこし 打越 １２６１～１３０７ロ

下條村 睦沢 うちこし 打越
１４２２，１４２４，１４２８，１４３０～１４３３，１４３６，１４３８
～１４４１

阿智村 浪合 うちこしいり 打越入 １２８１ロ１～１２８３ロ１

下條村 睦沢 うちこしいり 打越入 １４９７

阿智村 浪合 うちこしいりじぬし 打越入地主 １２８３ロ２

高森町 上市田 うちごまどう 内護摩堂 ４２６－４４４ ６－１２ 17

豊丘村 河野 うちじま 内島 ７４６１－７４６６

豊丘村 神稲 うちじろ 内城 ６８２０，６８３６－６８３７，６８４２，６８４４ 二－5 27

阿南町 旦開 うちだ 内田 1405，1410～1415

高森町 山吹 うちだ 内田 4835，　6111 １１－８ 17

豊丘村 神稲 うちつるね 打ツルネ １１０２６－ 五－3 98

大鹿村 大河原 うちのくら 内ノ倉 4940～4944

大鹿村 大河原 うちのくらこえだ 内ノ倉越田 4937～4939

松川町 大島 うちはやし 内林 １００７，１０１０ 13 10

阿南町 大下条 うちばやし 内林 864～901，935～936

松川町 上片桐 うちばやし 内林 ２６３８－２６４１，２６４３，２６５０－２６５７，4304 10 10

松川町 元大島 うちばやし 内林 ３７２０－３７２１，３７４５，４２３８－４２３９ 37 10

喬木村 伊久間 うちむぎだ 内麦田 15122-15130

豊丘村 神稲 うちやま 内山 １２５１８－１２５１９ 五－3 94

天龍村 神原 うつぎ ウツギ 6165 68 326

喬木村 富田 うつぎさわ ウツギ澤 13355-13374,13464-13480 １，２，３ 4

阿南町 富草 うつきそり ウツキ楚リ 983

阿南町 富草 うつぎそれ うつきそれ 2305

阿南町 富草 うつきりなわしろ？ うつきり苗代 533

豊丘村 神稲 うっこし 打越 １１１７４－１１２０５，９９２２－９９３２ 五－3 97

豊丘村 神稲 うっこし 打コシ １１２１２－

阿南町 大下条 うつこし ウツコシ 366

豊丘村 神稲 うつこし ウツコシ ５５６１－５５６４，６３８７－６３９０ 五－5 97,115

泰阜村 金野 うっさわがいと 打澤垣外 96-106 15 89

天龍村 平岡 うつたき 打瀧 1501-1504,1506-1507 60 44

天龍村 平岡 うつたき 打瀧 1492-1500 60 44

阿南町 大下条 うつとち ウツトチ 892～895，899

阿南町 富草 うつふき ウツフキ 8287～8294

阿南町 富草 うっぷき 打吹 6496～6504，6506～6508

阿南町 富草 うっぷき うつ福き 7587～7592

平谷村 ウツボ うつぼ ウツボ １，１０，１２－１７
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阿智村 清内路 うつぼざか ウツボ坂 ５８９～６１７

阿南町 和合 うつぼさわ うつぼ沢 2656

天龍村 神原 うでばた ウテ畑 804 108 178

天龍村 神原 うと ウト 3234 80 252

天龍村 神原 うど ウド 2634 186 236

阿智村 浪合 うとう ウトウ １１２３～１１３０ロ

泰阜村 明島 うとう ウトウ 5057 36，39 73

阿智村 春日 うとうざか ウタウ坂 ２１８８～２１８９

天龍村 神原 うとうとち ウトウ杤 2802 166 236

阿南町 大下条 うとうなぎ ウトウナギ 1650～1651

阿南町 富草 うとうぼら うとふ洞 6359～6361，6383～6388

喬木村 加加須 うとうぼら 宇とう洞 5343-5348

喬木村 小川 うとうぼら ウトウ洞 8397,8402,8404-8405,8408

天龍村 神原 うとうぼら
ウトウ洞（郷
戸ヒラノ内）

209-210，214，216 43 ,44 144

天龍村 神原 うとうぼら ウトウホラ 892 94 181

天龍村 神原 うとうぼら ウトウボラ 3465 107 181

豊丘村 河野 うとうぼら ウトウ洞 ６８３２－６８４６ 五－4 139

豊丘村 河野 うどのくぼ ウドノ久保 ７５４７－７５６２ 五－7 163

天龍村 神原 うどのね ウドノ根 2633 186 236

天龍村 神原 うどのねのした ウドノ根ノ下 2636 186 236

阿南町 旦開 うとぼら ウト洞 2567，2569～2572，2575

阿南町 旦開 うとぼら うと洞 2573～2574

高森町 牛牧 うなかえし ウナカヘシ ２６６－２６７ ６－１３ 17

高森町 牛牧 うながえし ウナガヘシ ２６２－２６３，２６５ ６－１３ 17

高森町 牛牧 うながし ウ流シ ２６０－２６１ ６－１３ 17

高森町 山吹 うなぎだ 鰻田 ６１３９－６１５８ １２－８ 18

高森町 山吹 うなぎだ ウナキ田 ６１９０－６１９６ １２－８ 18

豊丘村 神稲 うなぎだ ウナギ田 ７０８９－７０９０，７０９３－７１０２，７１０９－７１３３ 二－5 35

喬木村 氏乗 うなりぼら うなり洞 9823

阿智村 駒場 うねばた ウネ畑 １３４０～

阿南町 大下条 うねばた 采畑 2584～2597，2599～2615

阿南町 和合 うねばた うね畑 2646～2653

喬木村 阿島 うねばた ウネ畑 4334-4356,4363-4397

天龍村 平岡 うのす うのす 48 ２５，２６ 5

天龍村 平岡 うのす 鶫巣 2361 153 5

阿南町 富草 うは（ま）しどころ うは（ま）し所？4836～4842

下條村 陽皐 うばおどり 姥おどり

阿南町 大下条 うばがいと ウバガイト 2340～2342

阿南町 大下条 うばがいと ウバガイト 515～523，534～537

松川町 大島 うばがいと ウバ垣外 ２２９？－２３２，２６９－２７４，２７９ノ６ 14，19 32

阿南町 大下条
うばがいとはたけのく
ち

ウバガイト畑
の口

524

阿南町 富草 うばがつぼ 姥ヶ坪 6626～6640，6633～6640
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天龍村 神原 うばかねば ウバカネバ 48ｲ ,49

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

下條村 陽皐 うばがふところ 姥ヶ懐 ３０６７

下條村 陽皐 うばがふところ 姥ヶ懐 １８５０～１８５３

喬木村 小川 うばがふところ 姥ｹ懐 7740,7743-7744,7747,7844-7846

天龍村 神原 うばがふところ
ウバガフトコ
ロ

4 13 27

泰阜村 打沢 うばがふところ ウバガフトコロ2114-2116 22 65

泰阜村 南山 うばがふところ 姥（ｹ）懐 8825-8827,8829,8833,8890-8891 93 6

泰阜村 打沢 うばがみ ウバ神 1657,1723-1728 21，22 52

阿南町 大下条 うばかみほら ウバカミ洞 313～314

阿南町 大下条 うばかみほら ウハカミ洞 323，324～326，328

阿南町 大下条 うばかみほらみちうえ ウバカミ洞道上315～316

松川町 生田 うばしま 姥嶋 １３８５ 62 65

松川町 生田 うばしまいした 姥嶋井下 １３８２ 62 65

阿南町 旦開 うばた 姥田 704～707

下條村 陽皐 うばた ウバ田 ７６６～７６７

阿南町 富草 うばたき ウハタキ 8408

阿南町 大下条 うばつくり ウバ作リ 596

下條村 陽皐 うばどうし 姥母洞子 ６１９９～６２０６

阿南町 富草 うばどうし？ うばとうし 272～274

下條村 陽皐 うばどうしやま 姥通山

下條村 陽皐 うばどおし 姥通 ６６７８～６７２３

松川町 元大島 うばのた 姥ノ田 49 54，55 66

天龍村 神原 うばのふところ 乳母之懐 1464-1465 123 ,124 27

天龍村 神原 うばのふところ 乳母ノ懐 3419-3420,3638-3639 93 ,106 27

天龍村 平岡 うばのふところ ウバノフトコロ 316 37 27

泰阜村 金野 うばのふところ 乳母の懐 282-284 3 6

天龍村 平岡 うばばやし ウバ林 11711371 ６１，７３ 38

阿南町 大下条 うばふところ ウバフトコロ 3638～3642

喬木村 伊久間 うばふところ 乳母懐 16133-16135

高森町 山吹 うばふところ ウバフトコロ ３１１７－３１１９，3466－3488 ９－７ 18

豊丘村 神稲 うばふところ 乳母懐 １０２７４－１０２７８ 五－6 111

天龍村 平岡
うばふところかんばら
かみ

乳母懐神原上1932 96 75

大鹿村 大河原 うばふところみちした 姥懐道下 4886－

大鹿村 大河原 うばふところみちした 姥懐道下 4886－

阿南町 富草 うばやしき うばやしき 9574～9576

大鹿村 鹿塩 うばやま 姥山 1370－

下條村 睦沢 うぶすなつるね 産土蔓根 ５４８５～５４８７

阿南町 富草 うぶみ（の）さわ うぶみ（の）澤 4090～4091

大鹿村 大河原 うぶみさわ ウブミ沢 1854～1867

天龍村 神原 うまおちど 馬落戸 2218 179 226

阿智村 春日 うまがくぼ 馬ヶ久保 １８１０～１８２７



75

阿智村 春日 うまがくぼ 馬ヶ久保 ４９０～４９５

下條村 睦沢 うまくいだ 馬喰田 ６２５１

下條村 陽皐 うまさか 馬坂 ５５１０～５５１１

松川町 元大島 うまさかごし 馬坂こし
２３４２，２４６９，２４７０，２４７１，２４７７，２４７９－２４８７，
２４８９，２４９２－２４９５，２５７６－２５７７，２５８０－2582，
２５８７－２５８９

29 51

松川町 元大島 うまさかこせ 馬坂こせ ２４５６－２４５７ 38 51

阿智村 伍和 うますてば 馬捨場 ５９１０～５９１１

阿智村 智里 うますてば 馬捨場 ３６８３イ

泰阜村 南山 うますてば 馬捨場 7514 74,75 120

天龍村 神原 うませ 馬セ 5478 90 ,104 305

下條村 陽皐 うまだし 馬出

松川町 生田 うまだし 馬出シ
７６２３－７６２４，７６３１，７６４８－７６５０，７６５３－７６５
７，７６５９－７６６０

59 66

松川町 元大島 うまだし 馬出し ２２８－２３１ 55 66

泰阜村 左京 うまつくりば 馬作場 5657,5659,5715 53 97

阿南町 和合 うまつなぎ ウマツナギ 2320～2321

阿南町 和合 うまつなぎ 馬ツナギ 2322～2325

泰阜村 南山 うまとめ 馬トメ 7369 46 121

阿智村 伍和 うまどめ 馬留 ７４９１～７４９２

阿南町 大下条 うまどめ 馬留 331

下條村 睦沢 うまのあな 馬ノ穴 ４３５３～４３５５，４４１２～４４１５

天龍村 神原 うまのおちど 馬ノ落戸 2220 179 226

下條村 陽皐 うまのかしら 馬ノ頭 ２７４９～２７５２

天龍村 神原 うまのすずみば
ウマノススミ
バ

3566-3568,3570 106 ,120 265

天龍村 神原 うまのせ 馬の瀬 955 82 43

天龍村 神原 うまのせ 馬ノセ 6062 31 43

天龍村 平岡 うまのせ 馬ノセ 1486 ７２，８４ 43

松川町 生田 うまのせ 馬ノ瀬 ２７４７－２７５６ 24，31 66

豊丘村 河野 うまのりいし 馬乗石 ３３４０，３３４２，３０８５－３０９２，１０１５－１０１８ 二－2 79

阿智村 智里 うまば 馬場 ３６８３ノ１

松川町 生田 うまば 馬場 ７３９５ 66

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

下條村 陽皐 うまはしりば 馬走り場

阿智村 伍和 うまはなしば 馬放場 ７５１４～７５２０，７５２２～７５２３

阿智村 智里
うまばまつうえもんか
りやま

馬場松右ヱ
門カリ山

３６８４～３６８７

阿南町 大下条 うまみち 馬道 1616

天龍村 神原 うまみち 馬道 4938-4944 146 295

豊丘村 神稲 うまみち 馬道 １１１６３－１１１７３ 五－3 96

泰阜村 左京 うまみち 馬道 5865-5874 53 97

喬木村 小川 うまみちした 馬道下 7777

喬木村 小川 うまみちした 馬道下 8357,　8360

豊丘村 河野 うまみちした 馬道下 二－4 66

阿南町 和合 うまやしき 馬屋敷 1260
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平谷村 ムク沢 うみ ウミ １３７４－

天龍村 神原 うむぎぶて ウムキフテ 1942 168 216

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

阿智村 伍和 うめがくぼ 楳ヶ久保 ４７１７～

阿智村 智里 うめがくぼ 梅ヶ久保 ２７６９～２７７３，３３６６～３３７５

阿智村 智里 うめがくぼ 梅ヶ久保
４５９６，４５９８～４６０４，４６５８～４６６２，４６６４～４６７
６，４６７９，４６８２～４６８３

下條村 陽皐 うめがくぼ 梅ヶ窪 １４３０～１４４４，１５０４～１５１８

下條村 陽皐 うめがくぼ 楳ヶ窪 １４３６～１４３７

下條村 陽皐 うめがくぼ 梅ヶ久保
４９７９～４９８０，５００５～５００６，５０１０～５０１１，５０１４
～５０１７，５０１９，５０２１～５０３０

下條村 睦沢 うめがくぼ 梅ヶ久保 ６７７～６８５

下條村 陽皐 うめがくぼ 梅ヶ窪

泰阜村 金野 うめがくぼ 梅ヶ久保 655-659 7,19 15

下條村 睦沢 うめがくぼうえのきり 梅ヶ久保上ノ切６９２～６９４

下條村 睦沢 うめがくぼくち 梅ヶ久保口 ６６６～６７４

阿南町 大下条 うめがくぼさか 梅ヶ久保坂 2944～2995

下條村 睦沢 うめがくぼなかのきり 梅ヶ久保中ノ切６９０～６９１

松川町 生田 うめがくら 梅ヶ倉 ３１０６－３１０７ 32？ 66

根羽村 万場瀬 うめがさわ 梅ヶ沢 1523～1524，1532

根羽村 新井 うめがたいら 梅ヶ平 858～870，888

阿智村 伍和 うめがだいら 梅ヶ平 ６７９１～６７９２

根羽村 新井
うめがたいらかわのぼ
り

梅ヶ平川上リ 872

下條村 睦沢 うめがつぼ 梅ヶ坪 ３０３３，３０４４，３０５１～３０５３

喬木村 小川 うめがつぼ 梅ｹ坪 6686-6688,6719

阿南町 大下条 うめがほら 梅ヶホラ 2947～2957

大鹿村 鹿塩 うめきざわ 梅木沢 2487～2488，2545～2548

大鹿村 鹿塩 うめきざわ 梅木沢 2487～2488，2545～2548

阿南町 旦開 うめきだ 梅木田 2707～2708

豊丘村 河野 うめきだ 梅木田 ５９２－５９４，６３４－６３５ 二－4 75

阿智村 春日 うめくぼ 梅久保 ２０９０～２０９２

天龍村 平岡 うめくぼ 梅久保 799-800,1450 ３７，４８ 33

泰阜村 南山 うめくぼ 梅久保 8256-8259 89 15

泰阜村 金野 うめだ 梅田 254-269 4,12 89

天龍村 神原 うめだいら 梅平 721 ,724 ,726 ,778 94 ,108 174

天龍村 神原 うめだいら
梅平（中組平
内）

733-734 108 174

下條村 睦沢 うめだがいと 梅田垣外 １３５３

天龍村 平岡 うめだち 梅立 2080 97 49

天龍村 神原 うめのおば 梅ﾉ尾バ
1503-1505，1522-1530，1532，1536-1539，1541，1547-
1553

137 205

喬木村 氏乗 うめのき 梅木 10133-10138

高森町 牛牧 うめのき 梅ノ木 1236 18

根羽村 黒地 うめのき 梅ノ木 2403～2405

泰阜村 打沢 うめのき 梅ノ木 2361,　2392 25 64
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高森町 吉田 うめのきた ウメノキタ ９３６－９４３，９５７－９５９，９６７－９７１ ７－１１ 18

大鹿村 大河原 うめのきばた
横山ノ分梅ノ
木畑

4500－

天龍村 神原 うめのくぼ 梅ノ久保 355 57 33

天龍村 平岡 うめのくぼ 梅ノ久保 1917 96 33

喬木村 小川 うめのこし 梅ノ腰 6193,6198-6199

豊丘村 神稲 うめのたいら 梅ノ平 １０８３９－１０８４７，１０８５８－１０８６１，１０８６３ 五－3 100

天龍村 平岡 うめのひら 梅ノ平 2074､2083 110 48

天龍村 神原 うめのほら 梅ノ洞 284-285 44 151

喬木村 富田 うめや 梅屋 12278-12284 　

阿智村 春日 うら 裏 ３９４～３９６

阿智村 浪合 うら 裏 ２１８ノ４～２６８

阿南町 大下条 うら ウラ 650

高森町 山吹 うら ウラ ５２６４，　５２６９－6101 １３－９ 18

根羽村 小川 うら 裏 3775～3776

平谷村 合川 うら 裏

１７１，１７４－１７６，１９３，５２３，８９０－８９１，９０３，９０
９－９１１，９１７－９２４，９５１－９５２，９６２，９６４，９６６，
９６９，９７５，９７７，９７９－９８０，９８４，９８７，９９２－９９
５，１０００－１００５，１００９－１０１１，１０１５－１０１６，１０
１８－１０２２，１０２９－１０３２，１０４１，１０４７－１０４８，１
０５２，１０５４－１０５６，１０６５－１０６６，１１９３，１２５９，
１２６７－１２６８，１２７６－１２７８，１２８４，１２８９

平谷村 ムク沢 うら ウラ
１６８－１６９，１７２－１７３，１７５，１９２，２７８，２８１，９０
３，９０５－９０８，９１２－９１６，９６０，９７３－９７４，９８９，
１０４９，１２９３

平谷村 ムク沢 うら 裏

泰阜村 南山 うら 浦 7669 74 121

平谷村 合川 うらうえみち 裏上道 １７０－

天龍村 神原 うらおれどち ウラヲレ杤 352 57 156

喬木村 小川 うらきど 裏木戸 7943-7945

天龍村 平岡 うらさわ
ウラ沢（宇連
山ノ内）

944-945 13 ,22 6

根羽村 取手 うらた 裏田 4736

阿南町 旦開 うらだ 裏田 2051～2053

高森町 出原 うらだ ウラダ 223 ８－９ 18

高森町 山吹 うらだ ウラ田 6112 １２－９ 18

根羽村 田島 うらだ 裏（後）田？ 416～431

根羽村 万場瀬 うらだ 浦田 1405～1410，1605

根羽村 万場瀬 うらだ 裏田 1601

根羽村 中野 うらだ ウラ田 4424

平谷村 合川 うらだ 裏田 １２３３－

下條村 陽皐 うらなし うらなし

松川町 上片桐 うらなし 浦梨 ８２５－８２６ 7 7

天龍村 平岡 うらのさわ ウラノ沢 66 ２７，２８ 6

根羽村 新井 うらはた 裏畑 500

根羽村 向黒地 うらはた 裏畑 2729～2733

根羽村 横畑 うらはた 裏畑 4539～4541，4712

阿智村 浪合 うらばた 裏畑 ３２３ノ１～４０７
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阿智村 浪合 うらばた 裏畑 ３６～１７８

阿智村 浪合 うらばた 裏畑 ４８４～５０７イ

阿智村 浪合 うらばた ウラ畑 ７５９～７６９

高森町 山吹 うらばた 裏畑 ３１２８－３１３１ ９－７ 18

根羽村 万場瀬 うらばた 浦畑 1411，1620

根羽村 万場瀬 うらばた 裏畑 1578

根羽村 町 うらばた 裏畑 1932，2108

根羽村 萸野 うらばた 裏畑 2922～2925，3030ｲ

根羽村 小川 うらばた 裏畑 3753，4165

根羽村 中野 うらばた 裏畑 4259～4261，4494

根羽村 取手 うらばた 裏畑 4725，4773

根羽村 高橋 うらばた 裏畑 4933～4935，5043

阿智村 浪合 うらばたにし 裏畑西 ３７６～３８２

天龍村 神原 うらばやし 裏林 3868

平谷村 ムク沢 うらまち 裏町 ８８５，８９３－８９７

平谷村 ムク沢 うらまち 浦町 ８９４，　８９７，９０４，９５７

平谷村 ムク沢 うらまち ウラ町 ８９５－９０２

阿南町 和合 うらみち うらみち 1690～1691

平谷村 合川 うらみちうえ 裏道上

阿南町 富草 うらもん 裏門 1265

阿智村 春日 うらやま 裏山 ２２２５～

阿智村 智里 うらやま 裏山 １８５６～１８５８，１８６０

高森町 山吹 うらやま 裏山 3142 ９－７ 18

根羽村 横畑 うらやま 裏山 4568～4569，4624

泰阜村 南山 うりがいと 瓜垣外 8377 88 121

平谷村 ムク沢 うりがさわ 瓜ヶ沢 ２８３－

喬木村 富田 うりくぼ 瓜久保 14398 　

阿智村 春日 うりばた 瓜畑 １７５５～１７６３

阿南町 大下条 うりや 売屋 1835～1836，1953

下條村 陽皐 うりや 売屋 ７１９７

喬木村 富田 うりや 瓜ヤ 13621-13622 1 4

泰阜村 稻伏戸 うりや ウリヤ 1470 20 48

喬木村 富田 うりやばた 瓜屋畑 13625-13628 1 4

阿南町 大下条 うりやまいだ 売屋前田 1803～1804

下條村 陽皐 うりやまえ 賣屋前 ２２９９～２３０４

下條村 陽皐 うりやまえだ 賣屋前田 ２２９５～２２９８

根羽村 萸野 うるうばた？ 漸畑 2938～2939

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

阿智村 駒場 うるしがいと 漆垣外
２９８～２９９，３０１～３０３，３０８～３１４，３１８～３１９，３２
２，３２６～３２８，３４２～３４４，３４９～３５０，３５３

阿南町 大下条 うるしがくぼ 漆ヶクボ 2466～2466ﾉ6

喬木村 富田 うるしがくぼ 漆ヶ久保 12920-12945 2 4

豊丘村 神稲 うるしがくぼ うるしが久保 １１１２２－１１１３７ 五－3 97

豊丘村 神稲 うるしがくぼ 漆ヶ久保 ９７９５－９８００ 五－3 97
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豊丘村 神稲 うるしがさわ 漆ヶ沢 ６６６８－６６７５ 二－5 125

阿南町 大下条 うるしがほら 漆ヶ洞 2460～2464，2466ﾉ8～2471，2473～2474

阿南町 大下条 うるしがほら ウルシカ洞 686～687，710

阿南町 大下条 うるしがほらみちあい 漆ヶ洞道合 2465

阿南町 大下条 うるしがほらみちうえ 漆ヶ洞道上 2456～2457

阿南町 大下条 うるしがほらみちした 漆ヶ洞道下 2458～2460

阿南町 大下条 うるしくぼ 漆窪 92～95

松川町 生田 うるしくぼ ウルシ久保 １３５０－１３５３ 61 66

松川町 生田 うるしくぼ 漆久保 ８１９５－８２０１ 63 66

泰阜村 南山 うるしくぼ 漆久保 8128-8131,8283，8892 89,93 121

松川町 生田 うるしくぼいどした
ウルシ久保
井戸下

１３４９－１３５１，１３５９－１３６０ 61 67

阿南町 大下条 うるしくぼみ 漆窪見 99～102

阿南町 大下条 うるしくぼみぞした 漆窪溝下 96～98

天龍村 神原 うるしざか ウルシ坂 4019 105 66

阿智村 智里 うるしざわ 漆沢 １８６６～１９１３，２８４１～２８４２，３００２～３０１７

豊丘村 神稲 うるしざわ 漆沢

１４３０－１５１７，１５２０，２０１－２０４，１－８，１８８－１９
４，１９８－２００，２０９５－２１００，３９５１－３９５９，４９１６
－４９２４，４９３７－４９４４，５１４６－５１５０，５１５５，５１５
７－５１６１，５１９０－５２１８，５３１５－５３１７，５３２１，５３
２５－５３２６，５３２８，５３３３－５３４０，５３５３，５３５５，５
３５８－５３５９，５３６３－５３８２，５３８７－５３９５

二－3 5，53

阿智村 智里 うるしざわほら 漆沢洞 ３０４１～３０６４

阿智村 伍和 うるしだ うるし田 ７４８～７５０，７５７～７６３

高森町 牛牧 うるしだ ウルシダ １６７３ー１６７８ロ、１６７９－１６８６ ５－１１ 18

松川町 上片桐 うるしだ 漆田 ３６３９－３６５６ 11 16

泰阜村 左京 うるしだ 漆田 5910 53 97

下條村 陽皐 うるしのき うるしノ木 ３７０９～３７１４

下條村 陽皐 うるしのき 漆ノ木 ３７１９～３７２２，３７２４～３７２５

天龍村 神原 うるしのくぼ ウルシノクボ 2428 178 66

天龍村 神原 うるしのそうれ
ウルシノソフ
レ

4319　，4323 133 ,134 66

天龍村 平岡 うるしのひら 漆ノ平 1766 ８３，８４ 66

天龍村 神原 うるしば ウルシバ 945 82 66

阿南町 大下条 うるしはた ウルシ畑 438

天龍村 平岡 うるしばた 漆畑 2529 170 66

阿南町 大下条 うるしはら 漆原 1299～1306

阿南町 和合 うるしぼら うるし洞 1094～1096

阿南町 大下条 うるしぼら 漆洞 255～258

下條村 睦沢 うるしぼら ウルシボラ ２４３５

下條村 睦沢 うるしぼら ウルシ洞 ２４３６

阿智村 智里 うるなだいら 賣名平 ５０８０～５０８３

阿南町 大下条 うるやばた 売家畑 2211～2212

天龍村 平岡 うれやま 宇連山 887-931,948 14 ,22 132

松川町 生田 うわい？ 上井 ８８２２ 67

下條村 陽皐 うわいかみやまぐち 上井上山口 ５８６８ロ
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阿南町 富草 うわいした 上井下 1467～1468

阿南町 富草 うわいした 上井下 1843～1844

根羽村 万場瀬 うわがいと 上カイト 1378～1391，1393

泰阜村 南山 うわさか 上坂 7742 74 121

天龍村 神原 うわだいら 上平 4004,4016　,4188 105 271

天龍村 平岡 うわだいら 上平 2480-2485,2487-2509 155 102

阿南町 大下条 うわつくり ウワツクリ 295～299

売木村 南部第二 うわてがいと 上手開土 １５２６～１５７７

阿智村 浪合 うわのき 上軒 １３～１３９

天龍村 平岡 うわば ウワバ 2686 156 112

大鹿村 大河原 うわぼら 上洞 5445－

下條村 睦沢 うわまえだ 上前田 ３０７３～３０７６

天龍村 神原 うわむかい 上向 3918-3919 105 271

阿南町 大下条 うんだ うん田 2896～2899

松川町 元大島 えがわだ 江川田 ７１２－７１３ 55 67

天龍村 神原 えがんど ヱガンド 4921 146 294

阿智村 駒場 えきのだいら エキノ平
１６１２～１６１５，１６２０～１６２２，１６３７～１６４７，１６５１
～１６５３，１６５５～１６５６

阿智村 駒場 えきのはんば ヱキノハンバ １６３３～１６３６

松川町 生田 えきれやま エキレヤマ １９４５－１９４６ 41 67

松川町 生田 えぎれやま エギレ山 ５７８０－５７８６ 41 67

泰阜村 金野 えくり ゑくり 680-682,684-686,690-699 7,16 89

阿南町 富草 えくり？ 上栗 7108～7110

阿南町 富草 えくりだ 上栗田 7188～7189，7198～7199，7213～7214

阿南町 富草 えくりはた？ 上栗畑 7176～7177

阿南町 富草 えくりばやし 上栗林 7274～7279

阿南町 富草 えぐりぼら？ 上栗洞 6787

下條村 睦沢 えげ ヱゲ １０１，１４３～１４５

下條村 陽皐 えげ エゲ
４０９８，４１０２～４１０３４１１４～４１２２，４１２６～４１２９，
４１３２～４１３３，４２１０～４２２４

高森町 牛牧 えげた エゲタ ４８２－４８４ ５－１３ 19

高森町 牛牧 えげた エゲ田 ４８５－４９３ ５－１３ 19

泰阜村 高町 えげだ ゑけ田 923-925 17 36

高森町 牛牧 えげつじ ヱケ辻 １８２４－１８２５ ５－１２ 14

阿智村 駒場 えけのはんば ヱケノ半場 １６６９～

下條村 陽皐
えげのひらかんばや
ま

ゑげの平か
んば山

４２２５

豊丘村 神稲 えこ 江湖 １１９１５－

豊丘村 神稲 えこやま 江湖山 ７６９５－ 二－5 33

高森町 大島山 えしょうぼう 恵性坊 ７４０－７５２，８１２－８２５ ６－１０ 19

天龍村 神原 えすこや ヱスコヤ 5717-5718 77 ,90 310

泰阜村 南山 えぞ 恵祖
6221,6228,6232,6234,6238-6239,6243-6244,6246-
6247,6250-6251,6254,6256-6257，6262-6263，6266-
6267,6335,6421

70 121

泰阜村 南山 えぞかげ 恵祖影 6212 70 121

泰阜村 南山 えぞとうげ 恵祖峠 6268 - -
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泰阜村 南山 えぞひかげ 恵祖日影（カゲ）6190-6191,6270-6272,6465 69,52 121

豊丘村 河野 えだ 枝 ４２６０－４２６２，４２６７－４２８６，４２９１－４２９２ 五－1 148

喬木村 小川 えだがいと 枝垣外
8228-8229,8254-8257,8265-8268,8271-8272,8296,8332-
8337

豊丘村 河野 えださか 枝坂 ４２０１，４２４８－４２５１，４２５６－４２５９，４２６６ 五－1 148

阿南町 大下条 えだほら 枝ホラ 1682

阿智村 春日 えだぼら 枝洞 ２０７５～２０７８

阿南町 富草 えだぼら 枝洞 9030～9034

下條村 睦沢 えだぼら 枝洞 ６４９０～６４９２

泰阜村 高町 えだぼら エダ洞 1025-1026，1071 8,19 16

売木村 長下 えつたろうばし 越太郎橋 １２２～１３２

天龍村 神原 えつぼ ヱツボ 4071-4077，4080-4081 105 274

高森町 下市田 えどがさわした 江戸ヶ沢下 ３５４１－３５８５，３６５３－３７５７，３８９４ ５－１３ 19

天龍村 平岡 えどした ゑ戸した 2066 96 46

下條村 陽皐 えどや 江戸屋 ５６２４

阿南町 大下条 えのうしろ 家ノ後 1456，　1473，1483

阿南町 大下条 えのきがいと 榎開土 1987ﾉ2，　3

下條村 睦沢 えのきがいと 榎垣外 ４７２

天龍村 神原 えのきぎれ 榎木切 841 81 179

下條村 陽皐 えのきした 榎下 ７１７９

松川町 元大島 えのきした 榎下 １３１３－１３１４，３７１１－３７１４，４４７５，４５００ 37，38 67

高森町 牛牧 えのきだ 榎田 ２３７０－２３７１，２４０５ ６－１２ 19

松川町 元大島 えのきだ 榎田 ２５０３－２５０４，４５０５－４５１０ 29，37 52

下條村 睦沢 えのきだいら 榎平 ４４６３～４４６８

天龍村 神原 えのきだいら 榎木平 3155-3164 93 250

根羽村 黒地 えのきのおさ ヱノ木長 2268～2277

天龍村 神原 えのきぼら
エノキ洞（郷
戸ヒラノ内）

231 44 146

阿南町 富草 えのきまえ？ 榎前 9313～9323

阿南町 富草 えのきもと 榎本 1292

天龍村 平岡 えのきもと 榎本 1663-1668,1706 ７０，７１ 58

天龍村 神原 えのきやすみど 榎休戸 1587 153 207

豊丘村 神稲 えのくぼ エノ久保 １０５５０－１０５５１，１０５５３

阿南町 富草 えのころがいと ゑのころ垣外 6340，6343～6347

下條村 睦沢 えのした エノ下 ２２７８

下條村 睦沢 えのしり エノシリ ２２７３～２２７５，２２８２

高森町 出原 えののき ヱノヽキ 375 ８－９ 19

天龍村 神原 えのもと 榎ﾉ本 1293 109 199

阿南町 大下条 えのわど エノワド
1381～1382，1453～1455，1459，1478～1482，1507～
1508

阿智村 駒場 えばた ヱ畑 １６０３～１６０４

阿智村 智里 えばた 恵畑 ３１０１～３１０４

阿智村 智里 えばた ヱ畑 ３１０５～３１０６，３１０８～３１１２

天龍村 神原 えばた エバタ（郷戸ヒラノ内）156 33 139

天龍村 神原 えばた エ畑 6154 56 ,68 325
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阿智村 駒場 えばたけ ヱ畑 ８０７～８１０

喬木村 氏乗 えばたけぼら ゑ畑洞 9921-9922

喬木村 氏乗 えばたけぼらぐち ゑ畑洞口 9923

豊丘村 神稲 えびすくぼ エビス久保 ６３５７－６３６５ 五－5 118

泰阜村 唐笠 えびすそとがき 夷外垣 4028-4034 11，13 19

松川町 元大島 えびすだ 恵比寿田 ４２６１ 46 67

大鹿村 鹿塩 えびすやま ヱビス山 2385～2390

天龍村 平岡 えびら 恵平 461 48 25

天龍村 平岡 えびらざわ 恵平沢 290420422 ３６，３７ 25

阿智村 伍和 えぼしいわ エボシ岩 １６４５～１６５７

天龍村 神原 えぼしいわ 烏帽子岩 2924　,2928 166 244

根羽村 檜原 えぼしいわ ヱボシ岩 1038～1039，1049ﾛ1

根羽村 檜原
えぼしいわおおみちう
え

ヱボシ岩大
道上

1040～1047

喬木村 氏乗 えぼしかわら ゑぼしかわら 11220ﾊ

松川町 上片桐 えぼしだけ 烏帽子岳 ５０９２－５１０１ 1 1

阿南町 富草 えも？ 枝茂 7152～7154

阿南町 大下条 えゆんだ ヱユン田 80

下條村 睦沢 えんこだ エンコダ ３７４９

泰阜村 南山 えんごんばた エンゴン畑 8216-8236 91,94 121

阿南町 大下条 えんじぼら 円治洞 101,107～110

天龍村 神原 えんちあら ヱンチアラ 5631 90 308

下條村 陽皐 えんつうのき？ 円通軒

喬木村 富田 えんのはな ヱンノハナ 12345-12346 1 4

阿南町 和合 えんみょうばた ゑんみよう畑 1280

泰阜村 南山 おいえ 御家 8371 88 122

阿南町 富草 おいえばやし 御家林 7578

下條村 陽皐 おいがほら 老ヶ洞 １５８６～１５９２

阿南町 大下条 おいくぼ オヒクボ 1272

阿南町 旦開 おいけ 尾池 3219～3229，3255～3260

豊丘村 河野 おいげのまつ 老毛ノ松 ２２０８－２２１０，２２１２－２２１５ 二－2 164

阿智村 智里 おいだいら 老平 １１０９，１３９４～１４５７，１５４６～１５４８，１５５４～１５５６

阿南町 和合 おいだいら 老平 1760～1761

天龍村 神原 おいだいら ヲイ平 4197-4198，4200-4218，4220 119 ,120 277

根羽村 老平 おいだいら 老平 3542～3547，3610

根羽村 老平 おいだいらいえのした 老平家ノ下 3562

阿智村 智里 おいだいらざわ 老平沢 １３９０～１３９３

根羽村 老平 おいだいらみちうえ 老平道上 3549ｲ，3558

根羽村 老平 おいだいらみちした 老平道下 3586～3588

高森町 吉田 おいだし ヲイタシ ２１６２－２１７１ ９－１２ 19

高森町 吉田 おいだし 追出シ ２３５８－２３７３，２４０３ ９－１０ 19

高森町 吉田 おいだし ヲイダシ ２３７４－２３８６ ９－１１ 19

阿南町 大下条 おいど 大井戸 532～533，559
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天龍村 平岡 おいど 大井戸
1382-1383,1387-1393,1395-1397,1401-1405，1407-1413，
1414-1418，1422-1426，1428-1430，1439-1445

60 40

阿智村 伍和 おいとりがね 追鳥ヶ根 ５０５２～５０５５

天龍村 平岡 おいながし ヲイナガシ 44-45 １６，１７ 4

阿南町 富草 おいのくぼ おいの久保 2201～2202

阿南町 富草 おいのくぼ 老久保 2204，2208，2214～2216

豊丘村 神稲 おいのくぼ ヲイノ久保 ５６５３－５６５５ 五－5 113

天龍村 神原 おいのたいら 老平 5165 102 ,116 277

阿南町 大下条 おいまわし 追廻し 1760～1764

阿智村 伍和 おいわがだ ヲイワガ田 ７３５１～７３５６，７３６１～７３６４

阿南町 旦開 おいわけ 追分け 2545

下條村 睦沢 おいわけ 追分 ７００６～７００７

高森町 山吹 おいわけ 追分 ７４４－７５０，２１１５－２１４０，２１４３－２１５３ ８－８ 19

下條村 睦沢 おいわけかみ 追分上 ７０２５～７０２８

阿南町 旦開 おいわんだいら？ 追椀平 3605

松川町 生田 おうあんじ 応安寺 ３６８－３７１ 48 67

松川町 上片桐 おうかんうえ 往還上 ３６０－３７０，4942，５０７－５１９．５２７，５３１，５３４ニ－５３８ 4 2

松川町 大島 おうかんした 往還下
２３９０－２３９３，２３９８－２４５７，２４５９－２４６２，２４６４
－２４６７，２４６９，２４８５－２４８９，２４９９，２５０４

26 2

松川町 上片桐 おうかんした 往還下 ５７１－５９１ 4 2

天龍村 平岡 おうきがひら アフキガヒラ 1760 ８４，８５ 64

阿南町 和合 おうぎだいら 扇平 2220

阿南町 大下条 おうぎだいら 扇平 1867，　1877

阿南町 大下条 おうぎだいら 扇平 3778～3779

高森町 山吹 おうぎだいら 扇平 ２３４７－２３４８ 20

天龍村 神原 おうぎだいら アフギ平 4373 133 64

下條村 睦沢 おうぎだいら？ 扇平 ２３４１

阿南町 大下条 おうぎだいらとおり 扇平通リ 1854～1855

阿南町 大下条 おうぎだいらみちうえ 扇平道上 74

阿南町 大下条 おうぎだいらみちした 扇平道下 143

泰阜村 左京 おうぎばた 扇畑 5487 39 97

天龍村 神原 おうぎひら
ヲヽギヒラ（倉
ノ平ヒラﾉ内）

1419，　1437 123 64

松川町 生田 おうぎひら 扇ヒラ
１７７６－１７７８，１９２２，１９２７，１９３０－１９３１，１９３
３，１９３６－１９３９

50 68

泰阜村 南山 おうしばた ヲウシ畑 8695 90 122

泰阜村 金野 おうすくいみちほっき
魚すくい道
ホッキ

405-406 1 2

阿智村 伍和 おうちがだいら 樗ヶ平 ７３６６～７３８１

阿南町 和合 おうひら をうひら 2943～2944

阿南町 富草 おうみや 近江屋 6034～6038

阿南町 富草 おうやがいと おうや垣外 5102～5107

阿南町 富草 おうやがいと おうや開外 5112～5113

天龍村 神原 おおあおみだいら 大青見平
2893,2900-2905,2907,2927,2929-2930,2932,2934-
2943,2957-2958

151 ,166 242

阿南町 旦開 おおあらき 大荒木 275～285，291，292，294～296
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阿南町 旦開 おおあらき 大阿らき 292～293

阿智村 春日 おおいぐち 大井口 ８１１～８２０

阿南町 大下条 おおいぐち 大井口 130，　227

阿南町 大下条 おおいぐち 大井口 1662～1665，1667，1850～1851

阿南町 富草 おおいけ 大池 7210～7212

天龍村 神原 おおいけじまちゃやま 大池島茶山 1733 167 211

豊丘村 神稲 おおいけはら 大池原

１１５８３－１１５８６，１１６２１－１１６２３，１１６２５，１１６２
７，１１６７１－１１６７２，１１６７７－１１６８０，８６１９－８７０
６，８７０８－８７３７，８７３９－８７５５，８７７０，８７７３－８８
３２，８８３５

二－5 22

阿智村 伍和 おおいし 大石 ２０２８～２０３９

阿智村 伍和 おおいし 大石 ４７２５，４７３１～４７３７

大鹿村 鹿塩 おおいし 大石 4085～4088

大鹿村 鹿塩 おおいし 大石 4301－

高森町 吉田 おおいし ヲヽイシ １１１５－１１１８，１１２５，１１７９－１１８８ ７－１１ 20

根羽村 中野 おおいし 大石 4282ｲ1

阿智村 伍和 おおいしかわみなみ 大石川南 ４７３８～

泰阜村 南山 おおいしざわ 大石沢 8423 89 122

阿南町 大下条 おおいした 大井下 1163

泰阜村 南山 おおいした 大井下 7907 74 122

阿南町 大下条 おおいしばた 大石畑 966

根羽村 中野 おおいしばた 大石畑 4282ｲ2

阿智村 伍和 おおいしみちばた 大石道端 ４７２９～４７３０

阿南町 富草 おおいど 大井戸 491

下條村 陽皐 おおいど 大井戸 １７７１，　１７７７

下條村 陽皐 おおいど 大井戸 ５１１～５１４，５８０～５８５

天龍村 神原 おおいど 大井戸 3701-3702,3862-3965 106 269

天龍村 神原 おおいどさわ 大井戸沢 4058 106 269

阿南町 大下条 おおいり 大入 2233

下條村 睦沢 おおいり 大入
２５３８～２５４１，２５４６～２５４７，２５５８～２５６０，２９１９
～２９５６

下條村 陽皐 おおいり 大入 ６５１２～６５３１，６５３４～６５４７

下條村 睦沢 おおいり 大入
８３６１，８３６８，８３６９，８３７６，８３７９，８３８３，８３９０～
８３９９

喬木村 富田 おおいり 大入 14495-14499 4 5

阿南町 大下条 おおいりやま 大入山 1171～1174

豊丘村 河野 おおいりやま 大入山 ７６２３－４２１？ 五－4 133

阿智村 春日 おおいわ 大岩 １～１２，１９２～１９３，２９６～２９８

阿智村 春日 おおいわ 大岩

阿南町 和合 おおいわ 大岩 1968

喬木村 小川 おおいわ 大岩 5953-5960

高森町 牛牧 おおいわ 大岩 ８２４－８３０，８３６，８３８－８４２，８４７，１１５４ ４－１３ 20

豊丘村 河野 おおいわ 大岩 ５５６０，５５６３－５５６７ 五－5 130

豊丘村 神稲 おおいわ 大岩 ８０９１，８０９５－８０９６ 二－6 49

根羽村 小川 おおいわ 大岩 4152

松川町 生田 おおいわ 大岩 １２５１ 56 67
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泰阜村 打沢 おおいわ 大岩 2020,2024-2029 22 6

松川町 生田 おおいわいど 大岩井戸 １２５２ 56 67

松川町 生田 おおいわうえ 大岩上 １２４２ 56 67

阿南町 富草 おおいわした 大岩下 2295～2296

阿南町 大下条 おおいわした 大岩下 1349～1350

阿智村 智里 おおいわだいら 大岩平 １９５～

天龍村 神原 おおいわだいら 大岩平 5477 90 ,104 305

根羽村 小川
おおいわばたからや
ま

大岩畑から山4153

阿南町 和合 おおいわぼら 大岩洞 2934～2935

阿智村 伍和 おおうえ 大上 ７１～７２

天龍村 神原 おおうりさわ 大ウリ澤 1 13 134

泰阜村 南山 おおえぞ 大恵祖 6278-6288 69 122

泰阜村 南山 おおえぞかわら 大恵祖川原 6289 69 122

阿南町 大下条 おおかいと 大開土 542，544，558，609，716～723，725～727

下條村 睦沢 おおかいど 大開土 ６６９５

阿智村 智里 おおがいと 大垣外 ２４００～２４１７

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

阿南町 大下条 おおがいと 大垣外 1927～1930

阿南町 大下条 おおがいと 大開土 1988～1989，1991～1998

阿南町 旦開 おおがいと 大開土 2721～2729

阿南町 富草 おおがいと 大開外 5354，　5359,5361～5363

阿南町 富草 おおがいと 大垣外 6693～6697，6822

下條村 陽皐 おおがいと 大開土 ５２０９

喬木村 小川 おおがいと 大垣外 7699,　7704

高森町 山吹 おおがいと 大垣外 ２５４１－２５４２，5018－5020 ７－７ 20

天龍村 神原 おおがいと 大開土 3298,3300-3301,3312-3313 80 252

根羽村 田島 おおがいと 大垣外 40～45

松川町 生田 おおがいと 大垣外
２２４５－２２４６，２２５７，２２５８，２２６６－２２６８，２２８０
－２２８４，２２９４－２３０６，２３１９－２３４０，２４０９－２４
１０，２６２４－２６２７，２６３２，２６３４

30，31 68

泰阜村 金野 おおがいと 大垣外 386-390,434 6 10

泰阜村 左京 おおがいと 大開都 5740 53 10

泰阜村 南山 おおがいと 大垣外 7999-8006 89 10

泰阜村 南山 おおがいと 大垣外 6700,6710-6713,6735,6745-6746,6795,6799,7086 72 10

阿南町 大下条 おおがえと 大ガヘト 3134

大鹿村 鹿塩 おおがき 大カキ 1699－

天龍村 神原 おおかくべい
大角兵ヱ（郷
戸ヒラノ内）

181 32 137

泰阜村 金野 おおかぞおか 大楮岡 752-753,758-762 16 12

阿南町 富草 おおかど 大門 1260，1264，1269～1291，1294～1308，1311～1312

豊丘村 神稲 おおかど 大カド ４９９２－５０１５ 二－6 49

松川町 生田 おおかど 大角 ４０６－４１４，４２３－４２４，４５８ 48 68

下條村 睦沢 おおかまくぼ 大釜久保 ６８１４～６８１８，６８２１～６８２５
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下條村 睦沢 おおかまくぼ 大釜窪 ６８１９～６８２０

阿智村 伍和 おおがみ 大神 ４７４０～４７４８，４７６５～４７６６

豊丘村 神稲 おおかや 大カヤ １０２１４－ 五－3 101

阿南町 大下条 おおがや 大ガヤ 801～804，808～814

豊丘村 神稲 おおがや 大ガヤ １０３７５，１０３９３－１０３９８，１０４０５－１０４１６ 五－6 101

松川町 上片桐 おおがや 大柏 ４３０９－４３１０ 15 22

松川町 上片桐 おおがやばら 大柏原 ４３５２－４382，4392－4405，４３７１－４３７７，４４１７－４４３０ 16 22

阿智村 清内路 おおかわいり 大川入 ３１２３～３１２５

阿智村 浪合 おおかわいりやま 大川入山 １１３９イ１～１１４４ロ

大鹿村 大河原 おおかわぐち 大河口 4998－

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

天龍村 平岡 おおがわち 大川内 213,384,388-389 37 18

阿智村 智里 おおかわはた 大川畑 ３３３６～

阿智村 智里 おおかわばた 大川端 ２９８～

根羽村 黒地 おおかわまえ 大川前 2342

根羽村 向黒地 おおかわむこう 大河向 2782～2786

根羽村 小戸名 おおかわむこう 大川向 3275，3325

高森町 下市田 おおかわよけ 大川除 ２９８１，　３０６７ 20

高森町 下市田 おおかわよけした 大川除下 ２９８２－３０６６，３０６８－３０９７，３１０２ ９－１４ 20

阿智村 智里 おおかわら 大川原 ２３２４～２３２７

大鹿村 大河原 おおかわら 大河原 ？

大鹿村 大河原 おおかわら 大河原 ？

阿智村 駒場 おおきう 大キウ ４３２～４３３

喬木村 加加須 おおぎざか 扇坂 5337-5338,5349

松川町 元大島 おおきざわ 大木澤 １３３１ 38 68

松川町 元大島 おおきざわ 大木沢 １３３６，１３５０ 38 68

高森町 牛牧 おおきしだ 大岸田 869 ４－１３ 20

喬木村 加加須 おおぎじま 扇島 5339-5340,5344,5352-5356

高森町 大島山 おおきた 大北 ８５１－８５３，８５５－８５６ ６－１０ 20

松川町 元大島 おおきた 大北 ３８１５ 27，37 68

高森町 牛牧 おおきたあらた ヲヲ北アラタ １７７２ノ１ ５－１２ 21

下條村 睦沢 おおぎだいら 扇平 2649～2650

松川町 元大島 おおきばた 大木畑 72 55 68

阿智村 伍和 おおぎばた 扇畑 ６９０３～６９０６

阿智村 春日 おおぎひら 扇平 ２１９７～

下條村 陽皐 おおぎひら 扇平 ４９１４～４９２０

大鹿村 大河原 おおぎひらの 扇平ノ 4807～4808

泰阜村 高町 おおきぼら 大木洞 848,850-852 18,21 38

阿南町 和合 おおきり 大切 122，152，226，660，　1719

天龍村 神原 おおぎり 大切 123 21 125

天龍村 平岡 おおぎり 大切 636 21 125

根羽村 小戸名 おおぎり 大キリ 3303

根羽村 小川 おおぎり 大切 4051，4155



87

根羽村 中野 おおぎり 大切 4273，4452

根羽村 取手 おおぎり 大切 4750～4751

根羽村 一之瀬 おおぎり 大切 4881

阿南町 大下条 おおきれ 大切 1814～1815，1821～1822

天龍村 神原 おおきれ 大切 1067 82 125

天龍村 神原 おおきれ 大切 1095 82 125

天龍村 神原 おおぎれ 大切 3681-3682 106 125

天龍村 神原 おおぎれ 大切 4846　，4858 131132 125

泰阜村 南山 おおぐさわ 大ぐ沢 8394-8396,8398-8399,8401-8402,8405-8410，8412 89 122

根羽村 横畑 おおくずれ 大崩 4631

根羽村 横畑 おおくずれみちした 大崩道下 4636～4637

根羽村 横畑 おおくずれみちのうえ 大崩道ノ上 4635ｲ

平谷村 ムク沢 おおくだり 大下リ ３９４－４０２，４０４－４２２

天龍村 神原 おおぐな 大久名 364 ,382 57 157

天龍村 神原 おおくなざわ 大久名沢 603 56 167

松川町 元大島 おおくびた 大首田 １１５０－１１５３，１３００－１３０１ 38 68

下條村 睦沢 おおくびばた 大首畑 ２４３６

松川町 元大島 おおくびばた 大クヒ畑 ４１８２－４１８３ 46 69

阿智村 伍和 おおくぼ 大久保 １５３０～１５８１，１５８７～１６０２

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

阿智村 智里 おおくぼ 大久保 ５１４８，５１５４～５１５７

阿南町 大下条 おおくぼ オヽクボ
1216～1226，1233～1240，｣1257～1264，1269，1271，
1278～1282，1298～1305

阿南町 和合 おおくぼ 大久保 2384～2385

阿南町 大下条 おおくぼ 大久保 2654～2655，2710～2711

阿南町 大下条 おおくぼ 大久保 3437～3445

阿南町 旦開 おおくぼ 大久保 3614～3618

阿南町 和合 おおくぼ 大久保
442～445，626～630，1004～1005，714，717，1425～
1428，1568，1747～1748，2384～2385

阿南町 和合 おおくぼ 大久保

阿南町 和合 おおくぼ 大久保

阿南町 和合 おおくぼ 大久保

阿南町 和合 おおくぼ 大久保

大鹿村 大河原 おおくぼ 大久保 5355～5359

大鹿村 大河原 おおくぼ 大窪 5373～5380

大鹿村 大河原 おおくぼ 大久保 4098？

大鹿村 鹿塩 おおくぼ 大久保 3500－

大鹿村 鹿塩 おおくぼ 大久保 589～692，770～791，850～879

大鹿村 鹿塩 おおくぼ 大久保 1091～1094，1158～1163，4140

下條村 陽皐 おおくぼ 大久保 ５９１７

喬木村 加加須 おおくぼ 大久保 5342

喬木村 加加須 おおくぼ 大久保 56,855,692

喬木村 小川 おおくぼ 大久保 7379-7382

喬木村 小川 おおくぼ 大久保 7805
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喬木村 小川 おおくぼ 大久保 8396

喬木村 氏乗 おおくぼ 大久保 10266-10267

高森町 牛牧 おおくぼ 大久保
２６－３０，１９５４－１９５８，１９６０－１９７５，１９７９，１９８
２－１９８８，１９９１－２００７，２０２４，２０２６，２０３１，２５
７８

５－１１ 21

高森町 上市田 おおくぼ 大久保 １４１－１４８，２３９－２４０ ６－１２ 21

天龍村 神原 おおくぼ 大久保 69ﾉ9 ,70 ,73 -75

天龍村 神原 おおくぼ 大久保 3581-3583 120 1

天龍村 神原 おおくぼ 大久保 4195-4196 119 ,120 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 1725､1918 ７１，８３ 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 1918 97 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久ボ 2143 125 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 2691 171 ,172 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 19 １，４ 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 245-247 47 1

天龍村 平岡 おおくぼ 大久保 833 48 1

豊丘村 河野 おおくぼ 大久保 ４５２６－４５４３ 五－2 62

豊丘村 神稲 おおくぼ 大久保 ５０８０，６１７１，６３９１－６３９９，１０５２０－１０５２１ 二－6 62

豊丘村 神稲 おおくぼ 大久保 五－5 116

松川町 生田 おおくぼ 大久保
１３４７－１３４８，２６６１－２６６４，２６６７－２６６８，８３９４
－８３９７，898－８４０６，８４１２－８４１３

61，62 41

泰阜村 明島 おおくぼ 大久保 4757-4760 32，49 8

泰阜村 金野 おおくぼ 大久保 159-162,200-213,217 4,15 8

阿智村 伍和 おおくぼいのうえ 大久保井ノ上 １５８２～１５８６

阿南町 大下条 おおくぼぐち 大久保口 2234～2236

下條村 陽皐 おおくぼざか 大窪坂 １３１１，　１３１３

阿南町 大下条 おおくぼさわ 大久保沢 2424

阿南町 大下条 おおくぼさわ 大クボ沢 1285，1317～1321

喬木村 大島 おおくぼさわ 大久保沢 9405,9410-9419

阿南町 大下条 おおくぼだいら 大久保平 1168，1176～1177

高森町 牛牧 おおくぼひら 大久保ヒラ 25 ６－１２ 21

高森町 牛牧 おおくぼほうげ 大久保方下 1959 ５－１１ 21

阿南町 大下条 おおくぼみちうえ オヽクボ道上 1265～1266

下條村 陽皐 おおくぼみちうえ 大久保道上 ５８２４

阿南町 大下条 おおくぼやま 大久保山 6

天龍村 平岡 おおくら 大倉 2110 98 ，112 79

阿智村 伍和 おおくらやしき 大蔵ヤシキ ６２３７～６２４１

阿智村 智里 おおぐり 大栗 ２３０３，２３０９～

大鹿村 鹿塩 おおぐり 大栗
3010～3024，3032～3077，3080～3084，3089～3114，
3141，3144～3149

松川町 生田 おおぐり 大栗 ４７６０－４７９４，６１６９－６１８７ 51，52 69

天龍村 神原 おおぐりだいら 大栗平 3502 121 260

松川町 上片桐 おおくろさわ 大畦沢 ６３７－６７１ 7 69

阿智村 伍和 おおくわ 大桑 ４９００～４９３３，４９３８～４９４０，４９４７，４９５６，４９７４

阿智村 伍和
おおくわかわみなみ
みちした

大桑川南道
下

４９５７～
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下條村 睦沢 おおご 大後 ２２１７

下條村 睦沢 おおごいり 大後入 ２１８１，　２１８７

下條村 睦沢 おおごいりほら 大後入洞 ２１９４

下條村 睦沢 おおごいりほらまえだ 大後入洞前田２１９５

泰阜村 南山 おおごう 大郷 8403-8404 89 122

泰阜村 南山 おおごうさわ 大郷沢 8383-8385 89 123

泰阜村 南山 おおごうした 大郷下 8400 89 122

喬木村 大島 おおこうち 大こふち 9761-9766,9799-9800

天龍村 神原 おおこうち 大川内 4176，4178-4179 105 277

天龍村 神原 おおこうち 大川内 4686-4688,4704-4706,4713,4719-4721，4731，4733 132 277

天龍村 神原 おおこうち 大河内 4756，4778，4806，4812-4815，4824，4825 146 277

天龍村 神原 おおこうち 大川内
4836，4842，4861，4867，4873，4881-4882,4884，4905，
4918，4922，4935，4948-4954

131 277

天龍村 平岡 おおこうち 大川内 384-387,390-392,396 37 17

高森町 大島山 おおこがいと 大コ垣外 ３４６－３５０，３５３－３５４，３５８－３５９，４６８－４６９ ６－１１ 21

下條村 睦沢 おおごがいと 大後垣外 ２２１２～２２１６

下條村 睦沢 おおごした 大後下 ２２２７

下條村 睦沢 おおごだ 大後田 ９２９～９３３，１００３～１００８

下條村 睦沢 おおごはら 大後原 １８８６，２０８８～２０９５，２１４８

下條村 睦沢 おおごまえだ 大後前田 ２１９６～２２１１

阿南町 大下条 おおごや 大ゴヤ 3601～3636

阿智村 伍和 おおさいのかみ 大妻の神
３７６８～３７８８，３８０５～３８１３，３８１６～３８２２，３８３１
～３８３２，３９０１～３９０５

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

喬木村 小川 おおさいのかみ 大才神 7858-7861

喬木村 富田 おおざかい 大境 14719 4 5

喬木村 小川 おおざかいかみ 大境神 8414,　8416

喬木村 小川 おおざかいがみ 大境神 7857

阿智村 伍和 おおさき 大崎 ６６８５～６７１２

下條村 睦沢 おおさき 大崎 ８０２７

下條村 睦沢 おおさき 大サキ ２０４９，　２０７０

下條村 睦沢 おおさき 大崎
２０６６，２０６９，２０７１，２０７３～２０７４，２０７６～２０７
８？

阿智村 伍和 おおさきはら 大崎原 ５５６１～５５７０

根羽村 小川 おおさく 大作 4008ﾛ～4019ﾆ

根羽村 小川 おおさくざわ 大作沢 4008～4019ﾊ

阿智村 清内路 おおざくら 大桜 １１９０～１２１１

阿智村 清内路 おおざくらやま 大桜山 １１７７～１１８８

根羽村 田島 おおざさ 大笹 382

阿智村 浪合 おおざざら 大筰 １５７２ロ～１５８８

阿南町 富草 おおさば 大サバ 325～328

下條村 睦沢 おおさらだ 大皿田 ４３２８，４３３２，４３６２～４３６３

阿智村 智里 おおさわ 大沢 １１７７～１１８０，１１８９～１１９４，１１９８～１２１７

阿南町 富草 おおさわ 大沢 2249～2250

阿南町 富草 おおさわ 大澤 2349
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阿南町 和合 おおさわ 大沢 332～333，412

下條村 睦沢 おおさわ 大沢 ３１０２～３１０３，３１２０

喬木村 阿島 おおさわ 大澤 2710-2718

喬木村 加加須 おおさわ 大沢 5304-5316

喬木村 小川 おおさわ 大沢 6287-6290,6395

喬木村 小川 おおさわ 大沢 8991-9005,9007-9011,9016-9019,9025-9031，9039

喬木村 大島 おおさわ 大沢 9200

高森町 吉田 おおさわ ヲヽサワ １０７５－１０７９，１０８３－１０８８ ８－１１ 21

天龍村 神原 おおさわ 大沢 2111，2191-2196，2198-2201 168 7

天龍村 平岡 おおさわ 大澤 71-72,466 １９，２８ 7

天龍村 平岡 おおさわ 大沢 2518 155 7

天龍村 平岡 おおさわ 大澤 466 37 7

天龍村 平岡 おおさわ 大沢 291-292 ３７，４８ 7

豊丘村 河野 おおさわ 大沢 ６００７，６０２３－６０２４ 五－4 136

根羽村 日向 おおさわ 大沢 5506～5516

松川町 生田 おおさわ 大沢 ２２０９－２２１０

松川町 上片桐 おおさわ 大沢 568 6 5

泰阜村 明島 おおさわ 大沢 5176-5177､5190,5192 35，50 73

泰阜村 門島 おおさわ 大澤 4753-4754 35 73

泰阜村 南山 おおさわ 大澤 7531,7533,7537 71,74 73

阿南町 富草 おおさわいり 大澤入 4350

阿南町 和合 おおさわいり 大沢入 387

泰阜村 南山 おおさわいり
大沢入（向山
ノ内）

9023 85 74

大鹿村 大河原 おおさわいりひかげ 大沢入日蔭 4553－

大鹿村 大河原 おおさわいりひかげ 大沢入日蔭 4553－

大鹿村 大河原 おおさわいりひなた 大沢入日向 4552－

大鹿村 大河原 おおさわいりひなた 大沢入日向 4552－

松川町 元大島 おおさわがいと 大沢垣外 １３２８－１３３０，１３３７－１３４１，１３４５，１３６２ 38 39

喬木村 大島 おおさわぐち 大沢口 9120-9124,9199-9201

豊丘村 河野 おおさわぐち 大沢口 ５９７２－５９９０，５９９２－６００６，６００８－６０２２ 五－4 137

喬木村 小川 おおさわさかじり 大沢坂尻 6299-6302,6305-6306

阿南町 和合 おおさわしみず 大沢清水 413

阿智村 智里 おおさわだいら 大沢平 １１８１～１１８８

天龍村 平岡 おおさわどおり 大澤通（宇連山ノ内）936 23 ,34 7

大鹿村 大河原 おおさわばた 大沢端 5390～5392

豊丘村 神稲 おおさわばた 大沢端 ２５６９－２５９３，２５９７－２６２３，２６２８－２６２９ 五－5 123

大鹿村 鹿塩
おおさわばたにしむか
い

大沢畑西向 2354－

松川町 上片桐 おおさわばら 大沢原 ７２４，７３６－７３９，７４１－７５２，７５４－７６２ 6 7

大鹿村 大河原 おおさわひかげ 大沢日蔭 4536－

大鹿村 大河原 おおさわひなた 大沢日向 4541～4542，4550～4551

阿南町 和合 おおさわほら 大沢洞 388

天龍村 神原 おおさわやま 大沢山 3022-3024 152 7
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阿智村 智里 おおさんどう 大山洞 ３３７６ロ２，３３７７ロ、３３７９～３３８０

阿智村 智里
おおさんどうかみのく
ち

大山道上ノ口 ３７２２，３７２４～

阿智村 智里 おおさんどうひかげ 大山洞日影 ３３８５～

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

大鹿村 鹿塩 おおしお 大塩 3614～3616，3639～3649，3656～3677，3686～3718

大鹿村 鹿塩 おおしお 大塩 4176～4177，4183～4187，4193

大鹿村 鹿塩 おおしおしろばやし 大塩城林 3719－

大鹿村 鹿塩 おおしおしろばやし 大塩城林 4168～4171

大鹿村 大河原 おおしかくぼ 大鹿窪（久保）4555－

阿智村 伍和 おおしかざか 大鹿坂 ４６９３～４６９４

高森町 吉田 おおしく ヲヽシク １－２０，７９１－８１６，２９７８－２９８５ ７－１１ 22

喬木村 富田 おおした 大下 12237-12243

喬木村 小川 おおした 大下 5799-5800

根羽村 小川 おおした 大下 3963

泰阜村 明島 おおした 大下 5155 36 74

泰阜村 怒田 おおした 大下 2997 41 74

阿智村 駒場 おおしな 大品 ８７４～８７９

下條村 睦沢 おおしば 大芝 ４９３９

阿南町 和合 おおしま 大嶋 1225～1228，1231

大鹿村 大河原 おおしま 大島 5044，5048，5050，5052－

大鹿村 鹿塩 おおしま 大島 277～308，324～333，336～338，346

根羽村 田島 おおしま 大島 443～447

松川町 大島 おおしま 大島 ８１８，９８７，1645－1703，2761 13，19 18

根羽村 田島 おおしまいりぐち 大島入口 432～438

根羽村 田島 おおしまかわかみ 大島川上 439～442

高森町 吉田 おおしまかわはた
ヲヽシマカワ
ハタ

１５４－１６０ ７－１１ 22

松川町 大島 おおしまさん 大島山 ２７４９ ？

阿智村 春日 おおしまだ 大島田 ２３９３～２３９８

大鹿村 大河原 おおしまだいら？ 大島平 5047－

大鹿村 大河原 おおしまはしば 大島橋場 5052－

泰阜村 左京 おおしまばやし 大島林 6004 56 97

大鹿村 大河原 おおしまもりのきた 大島森ノ北 5049，5051－

天龍村 神原 おおしまやま 大嶌山 1980-1982，1985-1986 180 219

大鹿村 鹿塩 おおしみず 大清水 2353－

高森町 山吹 おおしみず 大清水 ４６２５－４６４６、４６４９－４６５５ １１－８ 22

高森町 吉田 おおしみず 大清水 ２３９８－２４００，２４１２－２４２８ ９－１０ 22

阿南町 和合 おおしも 大下 2654，2655，2687～2692

松川町 大島 おおしも 大下 １９６８－１９８８，２１１４－２１２８ 19 33

高森町 牛牧 おおしもほうげ 大下 ５１６－５３５，５３７，５３９－５４２，５４６ ５－１３ 22

高森町 牛牧 おおしもほうげ 大下法下 ５３８，５４３－５４５ ５－１４ 22

喬木村 氏乗 おおしろ 王城 11378-11382

阿南町 和合 おおじろ 大城 1014
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根羽村 小戸名 おおじろ 大代 3348～3369，3402ｲ

喬木村 氏乗 おおしろうえのたいら 王城上ノ平 11385

根羽村 初入 おおしろがみね 大城峯 5237～5261，5291

阿南町 富草 おおしろだ 大城田 8355～8363

阿智村 伍和 おおしんでん 大新田 ６５５７～６５５８

阿南町 和合 おおずき ヲホヅキ 120～121

天龍村 神原 おおすぎざわ 大スキ沢 253 45 ,58 148

天龍村 神原 おおすだみ 大スダミ 5950　,5959 41 ,54 319

下條村 睦沢 おおすなば 大砂場 ２０３１

下條村 睦沢 おおすなやま 大砂山 １８６～１９２

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

阿南町 大下条 おおせき 大セキ 1256

阿南町 大下条 おおせき ヲヽセキ 1262～1265，1311～1318

下條村 陽皐 おおぜきじんじゃ 王関神社 ６２３７

阿南町 和合 おおせと 大せと 1675～1674

阿南町 大下条 おおせまち 大セ町 75～76

阿南町 富草 おおせまち 大セマチ 8675～8682

下條村 陽皐 おおせまち 大勢町 ４０５３

下條村 睦沢 おおせまち 大瀬町 １００３１～１００３２

高森町 山吹 おおせまち 大セ町 6137 １２－９ 22

豊丘村 河野 おおせまち 大畝町 ５９９－ 二－4 70

豊丘村 神稲 おおせまち 大畝町 ６８５２－ 二－5 70

根羽村 田島 おおせまち 大瀬マチ 150～151

松川町 上片桐 おおせまち 大畝町 687 6 5

松川町 元大島 おおせまち 大畝町 54，704，721，８００－８０１ 46，55 5

下條村 睦沢 おおぜまち 大膳町 １８００

下條村 睦沢 おおぜまち 大瀬町

高森町 牛牧 おおぜまち ヲヽゼマチ 1873 ５－１２ 22

天龍村 神原 おおせり 大セリ 1478-1482 138 205

泰阜村 南山 おおせり 大セリ 7400 59,60 123

阿南町 和合 おおぜり 大ゼリ 697

大鹿村 鹿塩 おおぜり 大ゼリ 2279～2291，2293，2298～2299

天龍村 平岡 おおぜり 大ぜり 2475-2476 169 102

天龍村 平岡 おおぜり
大ゼリ（西山
ﾉ内）

28 46 102

阿南町 大下条 おおそうれ 大ソウレ 328

大鹿村 大河原 おおぞうれ 大ゾウレ 5471～5473

大鹿村 大河原 おおぞうれ 大ゾウレ 5471～5473

天龍村 平岡 おおぞふれ 大ゾフレ 1551 ５９，７１ 54

阿智村 清内路 おおそやけ オソヤケ １４７４～１４７９

阿南町 和合 おおそれ 大それ 1235～1238，1244

阿南町 和合 おおぞれ 大ぞれ 1221～1223，1239～1245

阿南町 和合 おおぞれ 大ゾレ 1228～1229

天龍村 平岡 おおぞれ 大ぞれ 1427,1446-1449,1451,1462-1466,1468 ６０，６１ 40
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根羽村 小栃 おおぞれ 大空 5842～5927

大鹿村 大河原 おおぞれかみのぎり 大ぞれ上切 4878－

大鹿村 大河原 おおぞれみちうえ 大ぞれ道上 4877－

大鹿村 大河原 おおぞれみちした 大ゾレ道下 4875～4876

阿智村 伍和 おおた 太田 ６４００～

阿南町 富草 おおた 大田 527～528

阿南町 富草 おおた 大田 5357

阿南町 富草 おおた 大田 6823～6824，7010

下條村 睦沢 おおた 大田 ６２０１

下條村 睦沢 おおた 大田 ７３８０，　７４４６

高森町 山吹 おおた 太田 ２９８８－２９８９ ８－８ 23

天龍村 神原 おおた 大田 120

根羽村 向黒地 おおた 大田 2601～2613，2619

根羽村 萸野 おおた 大田 2971

泰阜村 南山 おおた 大田 6765-6766，7849 72,74 123

阿智村 春日 おおだ 大田 ２４８５～２４８７，２５０２

阿智村 駒場 おおだ 大田 ４８３～

根羽村 中野 おおだ 大ダ 4310

天龍村 平岡 おおたいら 大田 543　,546

阿智村 伍和 おおだいら 大平
１６５８，１６６０～１６７９，２１２６～２１２９，２１３３～２１４
８，２１７３～２１７６

阿智村 智里 おおだいら 大平 ２３４０～２３４６

阿智村 智里 おおだいら 大平 ４４６５～４４７０，４５８１～４５８４

阿智村 浪合 おおだいら 大平 ３９７ノ２～４３３，１６２２～１６３６

阿智村 浪合 おおだいら 大平 ９１０ロ～９５０ロ

阿南町 大下条 おおだいら 大平 104～105

阿南町 富草 おおだいら 大平 8961～8962

阿南町 和合 おおだいら 大平

阿南町 和合 おおだいら 大平

阿南町 和合 おおだいら 大平

大鹿村 大河原 おおだいら 大平 5361～5366

大鹿村 大河原 おおだいら 大平 4084～4092

天龍村 神原 おおだいら 大平 2293-2295，2347，2355-2363，2365-2367 178 20

天龍村 神原 おおだいら
大平（郷戸ヒ
ラノ内）

160 33 20

天龍村 平岡 おおだいら 大平 239 ６３，７５ 20

天龍村 平岡 おおだいら 大タイラ 2385 ,2378 154 20

豊丘村 河野 おおだいら 大平 ５２７８－５２８０，５２８４－５２８６ 五－5 94

豊丘村 神稲 おおだいら 大平
６２８３－６３０８，６４１０－６４１１，６４５９－６４６３，１１２６
９，１１４５１－１１４２６，１１４３７－１１４４２，１１４６６

五－3 94

根羽村 向黒地 おおだいら 大平 2790～2797ﾛ？

松川町 生田 おおだいら 大平 １３３０－１３４２，１６１６－１６２２，７５６８－７５８９ 59 69

阿南町 和合 おおだいら？ 大平 414～418，627，1376～1377，2402～2403，1655

下條村 睦沢 おおだいら？ 大平 １０２３５

下條村 睦沢 おおだいら？ 大平 ５０７２～５０７７，５０９３～５１２９
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下條村 睦沢 おおだいら？ 大平
８３１６～８３４５，８４７１～８４７３，８４７５～８４８８，９７６９
～９７７１

下條村 睦沢 おおだいら？ 大平 ９７９８～９７９９

阿智村 浪合 おおだいらうえのだん 大平上ノ段 ４１３～

阿智村 浪合 おおだいらしたのだん 大平下ノ段 ４１４～

阿南町 富草 おおだいらつじ 大平辻 1116

松川町 生田 おおたいらひかげ 大平日陰 １６０８－１６１５ 56 69

豊丘村 河野 おおだいらひかげ 大平日影 ７５０７－７５１０ 五－4 130

松川町 生田 おおだいらひなた 大平日向 １３４６ 59 69

松川町 上片桐 おおたかびしゃ 大高日社 2849ノ2－3 11 15

松川町 上片桐
おおたかびしゃしゅび
きそと

大高日社朱
引外

２８４９ノ1，２８５０ 11 15

阿南町 和合 おおたき 大滝 976

豊丘村 神稲 おおたき 大滝 １１４３４－ 五－3 95

阿南町 和合 おおたきうえ 大滝き上 1191

阿南町 和合 おおたきのよこ 大滝の横 1985

天龍村 平岡 おおたさき 大田先 544

阿南町 大下条 おおたした 大田下 2282

泰阜村 南山 おおたしろ 大田代 6210，6359,6363-6364,6440-6451,6541-6542,6548 70,72 123

平谷村 合川 おおただり 大タダリ

高森町 山吹 おおたな 大タナ ５６３１－５６３７ １１－８ 23

高森町 山吹 おおだな 大ダナ ５６２２，５６２４－５６２５，５６２８－５６２９ １１－８ 23

天龍村 平岡 おおたなか 大田中 545

阿智村 智里 おおたに 大谷 ４２５９～

豊丘村 神稲 おおたに 大谷 ７９１２－７９１４ 二－5 23

下條村 睦沢 おおたぶち 太田ブチ ９８６３～９８６５，９８６７，９８６９，９８７１

泰阜村 南山 おおたもち 大田持 6610,6613,6620 72 123

泰阜村 南山 おおたもち 大田もち 6091 55 123

阿南町 富草 おおたやま 大田山 226～227

泰阜村 平島田 おおたる 大タル 3464 43 111

天龍村 平岡 おおだる 大タル 2283

天龍村 平岡 おおたれ 大垂 2296 139 92

天龍村 平岡 おおたわ 大たわ 2536 155 104

天龍村 平岡 おおたわ 大多王 2537-2539 140 ,155 104

天龍村 神原 おおだわ 大だわ 1735 104

阿南町 大下条 おおたわき 太田ワキ 2388

阿智村 駒場 おおちのさか 逢地ノ坂 １１８２～１１８６

天龍村 平岡 おおちゃやま 大茶山 287-299 47 119

阿南町 旦開 おおつ 大津 3730

阿南町 和合 おおつ 大津 2211～2216，2218，2316～2319

大鹿村 大河原 おおつ 大津 5178－

高森町 牛牧 おおつか 大ツカ ２６８２－２６８３ ６－１１ 23

高森町 牛牧 おおつか 大塚 ２６８５－２６８７ ６－１１ 23

高森町 上市田 おおつか 大塚 ６０５－６２９ ６－１２ 23
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阿南町 和合 おおつが 大栂 406，　622

阿南町 和合 おおつが 大栂

豊丘村 河野 おおつが 大ツガ ７６２４－

豊丘村 河野 おおつかうえ 大塚上 ３７－５５

阿南町 和合 おおつがの 大ツカノ 19

泰阜村 南山 おおつかひかげ ヲウツカヒカゲ8732 103 122

阿南町 和合 おおつき 大月 134～139，142～150，154，170，176～181，183～181

阿南町 和合 おおつきさわ 大月沢 172

天龍村 神原 おおつきさわ
大ツキ沢（天
竜川向ﾉ内）

1006-1007 45 ,58 186

阿南町 和合 おおつきさわいり 大月沢入 197

阿南町 和合 おおつきさわにし 大月沢西 173

阿南町 和合 おおつきさわひがし 大月沢東 206

阿南町 和合 おおつきひがし 大月東 205

阿南町 和合 おおつきむかい 大月向 1040

高森町 山吹 おおづくえ 大机 7101 23

泰阜村 南山 おおっさき 大ﾂ先 6172,6178 70 123

下條村 睦沢 おおつじはた 大辻畑 ９９４４

阿南町 和合 おおつしり 大津尻 2194～2195

阿南町 富草 おおつつみ 大堤 6907～6908

大鹿村 大河原 おおつひかげ 大津日蔭 ５１６９－５１７５

阿南町 大下条 おおつぼ 大ツボ 105～106，108～110

阿南町 大下条 おおつぼ 大坪 949，957～958，

松川町 元大島 おおつぼ 大坪 ４５９９－４６０１，４６０４－４６０６ 36 69

阿南町 大下条 おおつぼさわひら 大坪沢ヒラ 959

豊丘村 神稲 おおつぼら 大津洞 ６６５４－６６６６ 五－5 121

阿南町 富草 おおつめ 大爪 2157～2158

天龍村 神原 おおつやま 大津山 3021 152 246

下條村 睦沢 おおつるね 大ツル子 ２０３６

泰阜村 打沢 おおつるね 大ツルネ 2338-2340,2348-2350, 25 63

阿南町 富草 おおて 大手 2088～2089，2128，2130～2133，2137～2139

下條村 陽皐 おおて 大手

豊丘村 河野 おおで 大手 １１２１－１１２７，１１３０－１１３３，１１４１－１１４６ 二－4 73

豊丘村 神稲 おおで 王で ３５５３－３５５９ 二－5 16

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

豊丘村 神稲 おおてがくぼ 大手ヶ久保 ４８７８－４８７９，４８８４－４８９９，４９０１－４９１５ 二－6 89

泰阜村 金野 おおてだいら 大手平 107-108 15 31

阿智村 智里 おおどい 大ドイ １７６，１８８～１８９

阿南町 大下条 おおとうげ 大峠 3030～3033

阿南町 富草 おおとうげ 大峠 6957～6959，6965～6966

天龍村 神原 おおとうげ 大峠 2229，2332，　2335 179 226

天龍村 神原 おおとうげおおまわり 大峠大回リ 2333 179 227

天龍村 神原 おおとうじあげ 大オウジ上 5931 53 318

阿南町 和合 おおどち 大ドチ 200
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阿南町 和合 おおとちぼら 大杤洞 1450，1456，　1466

天龍村 平岡 おおとちやま 大杤山 1897 96 71

天龍村 平岡 おおとちやま 大杤山 2152 111 ,125 71

阿智村 智里 おおどて 大ドテ ２０８～２０９

阿南町 大下条 おおとや オヽトヤ 1187～1189

松川町 元大島 おおな？ 大名 ４３４３－４３７１，４３８２－４３８４ 37 70

豊丘村 神稲 おおなかま 大仲間 ９３９６－９４００

下條村 陽皐 オオナギ 大ナギ ３８７３

下條村 陽皐 おおなぎ 大那木 ３８８２～３８８５

喬木村 小川 おおなぎ 大ナギ 7165-7169

喬木村 伊久間 おおなぎ 大那木 16258,16281,16260-16261

高森町 山吹 おおなぎ 大ナキ ２３８１－２３８３，２４１９，２９７２－２９７７ ７－６ 23

天龍村 神原 おおなぎ 大ナギ（郷戸ヒラノ内）149 22 29

天龍村 平岡 おおなぎ 大ナギ 393-395 ３７，４８ 29

天龍村 平岡 おおなぎ 大なぎ 2530 155 ,170 29

豊丘村 神稲 おおなぎ 大ナギ
７９０８－７９１１，７９１５－７９１８，５９５３－５９５５，１１４５
９－１１４６０，１２２４３，９００６－９００８

二－5 21

松川町 元大島 おおなぎ 大ナギ
２８８０－２８８１，２８８３－２８８７，２８９４－２９０１，２９０７
－２９１１

20 34

泰阜村 門島 おおなぎ 大ナギ 4633 32 86

泰阜村 平島田 おおなぎ 大ナギ 3469 40,43 86

泰阜村 南山 おおなぎ 大那ギ 8920 78 86

天龍村 神原 おおなぎぐち 大ナギ口 3616 92 267

阿南町 大下条 おおなぎさわ 大那木沢 3695

天龍村 神原 おおなぎだいら 大ナギ平 5245 104 303

阿南町 大下条 おおなぎつくり 大ナギ作リ 149～152，157～160

阿南町 大下条 おおなぎつくり 大那木作リ 153～156

阿南町 大下条 おおなぎばやし 大那木林 3177～3184

大鹿村 鹿塩 おおなし 大梨 1127，1131～1133

大鹿村 鹿塩 おおなし 大梨 2477～2479

大鹿村 鹿塩 おおなし 大梨 1127，1131～1133

大鹿村 鹿塩 おおなし 大梨 2477～2479

喬木村 小川 おおなぞえ 大ナゾヘ 6914

喬木村 小川 おおなだ 大ナダ 6835

泰阜村 左京 おおなまれ 大ナマレ 5991-5998 53 97

阿智村 伍和 おおなわしろ 大苗代 ２０２３～

阿南町 大下条 おおなわしろ 大ナワシロ 53～54

松川町 上片桐 おおなわしろ 大苗代 ２９６１－２９６６ 10 12

豊丘村 神稲 おおなわば 大縄場 ３２５１－３２６４ 二－3 5，53

大鹿村 大河原 おおにし 大西 4321－

喬木村 氏乗 おおにし 大西 9946-9950

豊丘村 神稲 おおにし 大西 １０７７４－ 五－3 104

平谷村 合川 おおにし 大西 １１７４－

泰阜村 明島 おおにし 大西 4961-4979,4984,4986, 35，36 74
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泰阜村 南山 おおにし 大西 6153，6589 55,70 74

下條村 睦沢 おおにしくぼ 大西久保 ９６５５～９６６０，９６６２，９６６５～９６６６

下條村 睦沢 おおにしほ 大西保

下條村 睦沢 おおにば 大荷場 １９３７～１９４１，１９５７～１９６９，１９７１

下條村 睦沢 おおにば 大荷場 １９９４～１９９８？

下條村 睦沢 おおにば 大荷バ ３７７６～３７８６

阿智村 春日 おおにわ 大庭 ２６５３～２６５５

阿南町 富草 おおにわ 大にわ 1982～1983

阿南町 富草 おおにわ 大庭 1992～2003

高森町 下市田 おおにわ 大庭 １１０５，１１０８－１１２７，１１３２－１１８７ ８－１４ 23

天龍村 平岡 おおぬきづくり
大貫作（宇連
山ノ内）

943 13 133

天龍村 神原 おおぬた 大ヌタ 5944 54 319

阿南町 富草 おおぬたば 大ぬたば 6510～6515

阿智村 駒場 おおぬま 大沼 ３７３～３９２，４０９，４１３～４１４

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

下條村 陽皐 おおぬま 大沼 ５４５２～５４５３，５４５８～５４６４

下條村 睦沢 おおぬま 大沼 ９２９９～９３０１

高森町 出原 おおぬま 大沼 １７１－１７２ ８－９ 24

高森町 山吹 おおぬま 大沼 6159，４６８５－４６８７ １１－８ 24

根羽村 田島 おおぬま 大沼 46～50，297

根羽村 小川 おおぬま 大沼 3952～3962

松川町 上片桐 おおぬま 大沼 ２２２５－２２２７ 10 10

下條村 睦沢 おおね 大根 ５６２７～５６３２

下條村 睦沢 おおね？ 大根
８３１３～８３１４，８４００～８４２０，８５２９～８５３１，８６４３
～８６４４

泰阜村 南山 おおねくぼ 大根久保 8814 95,110 123

大鹿村 大河原 おおの 大野 1208-

下條村 陽皐 おおの 大野 ６１３５

天龍村 神原 おおの 大野
1773-1775，1777-1784，1786-1787 ,1789-1794，1796-
1801，1803-1809，1812-1831

152 ,167 106

天龍村 神原 おおの 大野 5820-5821，5844，5846，5858，5861 78 106

天龍村 平岡 おおの 大野 2566 126 ,141 106

天龍村 平岡 おおの 大野 428-433 46 106

豊丘村 神稲 おおの 大野 ５０８６－５１０５ 二－6 49

天龍村 神原 おおのいわました 大野岩間下 1764 167 149

天龍村 神原
おおのいわましたかき
のもと

大野岩間下
柿ﾉ本

1765 167 149

下條村 睦沢 おおのかみ 大才神 ４１０１

下條村 睦沢 おおのかみ 大才ノ神 ４０５１～４０５６，４０７６～４０９４，４１００

天龍村 神原 おおのきたむき 大野北向 5842 91 314

阿智村 伍和 おおのくぼ 大ノ久保 ６８３１～６８３２

下條村 睦沢 おおのくぼ 大ノ久保 ５３０２～５３０４

天龍村 神原 おおのこばた 大野小畑 1811 167 150

天龍村 神原 おおのさいかちのもと
大野サイカチ
ノ元

1785 167 149



98

豊丘村 神稲 おおのさわ 大ノ沢 ４９１５－４９２８，５１３６－５１３７ 二－6 51

豊丘村 河野 おおのしんでん 大ノ新田 ７９３１－７９３４，７９３６－７９７４

阿南町 和合 おおのた 大ノタ 2309～2311

天龍村 神原 おおのたくばた 大野タク畑 1844 167 150

天龍村 神原 おおのつたいし 大野蔦石 1788 167 150

天龍村 神原 おおのつたいしした 大野蔦石下 1795 167 150

豊丘村 神稲 おおのつるね 大野つるね ４９２５－４９３６，５１６６－５１７０，５１７５－５１８９ 二－6 50

天龍村 神原 おおのとちやま 大野栃山 1810 167 150

天龍村 平岡 おおのひら
大野平（山伏
塚名木恵谷
ノ内）

423 46 122

天龍村 平岡 おおのひら
大ﾉ平（山伏
塚ナギエ谷）

426 46 122

根羽村 新井 おおのぼり 大登 747

天龍村 神原 おおのま 大ノ間 4480 162 284

天龍村 平岡 おおのまえ
大野前（山伏
塚ナギエ谷）

424-425,427 46 122

天龍村 神原 おおのみち 大野道 1841 167 150

天龍村 神原 おおのよしのくぼ
大野よしの久
保

1771 152 149

阿南町 富草 おおば 大庭 2702～2707，2759～2767

根羽村 小川 おおはぎ 大萩 4100，4167

根羽村 小川 おおはぎうらばた 大萩裏畑 4101～4103

根羽村 小川 おおはぎみちうえ 大萩道上 4147～4150

根羽村 小川 おおはぎみちした 大萩道下 4173～4179

喬木村 加加須 おおはこ 大はこ 5684,5686-5688

阿智村 伍和 おおはし 大橋 ６２２０～

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

下條村 睦沢 おおはし 大橋 ７２２１～７２２５

松川町 上片桐 おおはし 大橋 ２７２２ロ，２８４８，２８５１－２８５２ 11 70

阿智村 伍和 おおはた 大畑 ５０６８～５０７０，５０８５～５０８９

阿智村 伍和 おおはた 大畑 ６３４６～６３５４，６８０１～６８０７

阿智村 智里 おおはた 大畑 １１９５～１１９７，１３７４

阿智村 浪合 おおはた 大畑 １４５～

阿南町 富草 おおはた 大畑 269～270

阿南町 富草 おおはた 大畑 905

阿南町 大下条 おおはた 大畑 312

阿南町 富草 おおはた 大畑 6624～6625

喬木村 小川 おおはた 大畠 9040,9085-9090

喬木村 氏乗 おおはた 大畑 10950-10952

高森町 山吹 おおはた 大畑 ３９５８－３９６１ １０－８ 24

豊丘村 神稲 おおはた 大畑 １０１８３，１０１９９，１０２１０－１０２１２ 五－4 152

根羽村 町 おおはた 大畑 2014～2023，2171

根羽村 萸野 おおはた 大畑 2929～2932，3039
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根羽村 小川 おおはた 大畑 3761

阿智村 駒場 おおばた 大畑 ５５２～５５６

阿智村 伍和 おおばた 大畑
１４６９，１６９８～１７００，１７０２～１７０５，１７０９～１７１
０，１７２４～１７６４

阿智村 浪合 おおばた 大畑 １０７～

阿南町 大下条 おおばた 大畑 559

阿南町 大下条 おおばた 大畑 1711

阿南町 大下条 おおばた 大畑 3358

阿南町 富草 おおばた 大畑 6084

下條村 睦沢 おおばた 大畑 ６６８５

下條村 陽皐 おおばた 大畑 １７６９～１７７０

下條村 睦沢 おおばた 大畑 ２４３１～２４３２

下條村 睦沢 おおばた 大畑 ４６４～４６５

下條村 陽皐 おおばた 大畑 ５９５～６０１，６０５～６０８，６１１～６１８

喬木村 加加須 おおばた 大畑 5695

喬木村 加加須 おおばた 大端 5689ﾉ4

喬木村 小川 おおばた 大畑 7396-7403

喬木村 小川 おおばた 大畑 7764-7766,7776,7778-7779

根羽村 中野 おおばた 大畑 4375

松川町 生田 おおばた 大畑 １４９１－１５０３，5491 62 70

泰阜村 唐笠 おおばた 大畑 4017,4019-4022 14 26

泰阜村 南山 おおばた 大畑 7690，7627-7630 74 26

根羽村 町 おおはたいり 大畑入 2159～2164

豊丘村 河野 おおはたおち 大畑落 五－4 152

松川町 生田 おおばたおとし 大畑落 １４６８－１４７６ 62 70

喬木村 加加須 おおばたがいと 大端垣外 5689ﾊ3,5690-5691

泰阜村 南山 おおばたがいと 大畑垣外 7564-7565 74 123

下條村 陽皐 おおばたした 大畑下 ５９２１～５９２３

阿智村 伍和 おおはたじり 大畑尻 ５０７３，５０７９～５０８１，５０８４

泰阜村 南山 おおばたはた 大畑畠 9010 65 123

根羽村 町 おおはたみちした 大畑道下 2130～2134

根羽村 町 おおはたやま 大畑山 2165～2166

阿南町 富草 おおばど 大ばど 4376～4395

阿智村 伍和 おおばやし 大林 ２９４１，２９４３，２９４７～２９５２

阿智村 伍和 おおばやし 大林 ４９７９，４９８０ノ２

阿南町 富草 おおばやし 大林？ 843

阿南町 和合 おおばやし 大林 793

阿南町 大下条 おおばやし 大林 999

阿南町 大下条 おおばやし 大林 1647，1712～1720，1722

阿南町 大下条 おおばやし 大林 2776～2777，2779，2854～2857

大鹿村 鹿塩 おおばやし 大林 1142～1143，1182～1191，1198

大鹿村 鹿塩 おおばやし 大林 1227～1228？

下條村 陽皐 おおばやし 大林 ４３６１

下條村 睦沢 おおばやし 大林 １２６２～１２６５
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下條村 睦沢 おおばやし 大林 ８９５２～８９５６

喬木村 小川 おおばやし 大林 8076-8078,8080-8086,8089,8137-8150，8152-8154

天龍村 神原 おおばやし 大林 79

天龍村 神原 おおばやし 大林 653-656 81 6

天龍村 神原 おおばやし 大林 3315-3316 80 6

天龍村 神原 おおばやし 大林 3604-3606 106 6

天龍村 神原 おおばやし 大林 5548-5569 90 6

天龍村 平岡 おおばやし 大林 64,67-70,74 ２７，２８ 6

天龍村 平岡 おおばやし 大林 2318 139 ,154 6

天龍村 平岡 おおばやし 大林 460 35 6

豊丘村 河野 おおばやし 大林 ３１３７ 二－2 65

松川町 上片桐 おおばやし 大林 ２６１６－２６３６，２６４２ 6 7

松川町 元大島 おおばやし 大林 ４２６－４３１，６１０－６１３，６７８，６８０－６８３，６８５－６８９ 47 7

泰阜村 鍬不取 おおばやし 大林 2829 38 93

阿南町 大下条 おおばやしした 大林下 2772～2775

阿智村 伍和
おおばやししんでんや
ま

大林新田山 ４９８１ロ２

下條村 睦沢 おおばやしのうえ 大林ノ上 １３０２

大鹿村 鹿塩
おおばやしよりしみず
さわまで

大林ヨリ清水
沢マデ

1375－

阿智村 伍和 おおはら 大原 ３４１８～３４６４

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

阿南町 富草 おおはら 大原 8937～8947

下條村 陽皐 おおはら 大原
１０５～１２２，６０２～６０４，６０９～６１０，６１９～６５５，６６
３～６６４，６６６

下條村 陽皐 おおはら 大原 ３０５３～３０６６，３０６８～３０７２

下條村 睦沢 おおはら 大原
３３６４～３３７０，３３７３～３３９３，３３９６～３４２６，３４３１
～３４９０

下條村 睦沢 おおはら 大原 ４００１～４００７

下條村 陽皐 おおはら 大原 ４１３９～４１４３

喬木村 小川 おおはら 大原 7522-7523,7525,7529-7555,7559,7562-7564，7569

天龍村 神原 おおはら 大原 5263 104 304

松川町 上片桐 おおはら 大原 ９８３－９９０ 6 6

喬木村 伊久間 おおはらあかさか 大原赤坂
17133-17146,17148-17150,17153-17162，17164-
17165,17169-17173,17179-17181

喬木村 伊久間
おおはらおがわざか
い

大原小川堺
17174-17178,17182-17223,17226,17229,17231-
17237,17275

豊丘村 神稲 おおはらがみ 大原神

喬木村 伊久間
おおはらたてばやしが
しら

大原立林頭 17273-17274

阿南町 富草 おおはらとうげ 大原峠 8936

阿南町 富草 おおはらとうげ 大原峠 7060～7064

下條村 陽皐 おおはらぼら 大原洞 ６８５

喬木村 小川 おおはらみちした 大原道下 7566

阿南町 富草 おおひうしろ？ 大日後 6691

阿南町 富草 おおひかげ 大日影 445～447

阿南町 富草 おおひかげ 大日かげ 449
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大鹿村 鹿塩 おおひかげ 大日影 2346～2348

大鹿村 鹿塩 おおひかげ 大日影 2346～2348

下條村 睦沢 おおひかげ 大日カゲ ２０６３

下條村 睦沢 おおひかげ 大日陰
２０３７～２０４１，２０４３～２０４８，２０５０～２０５６，２０５９
～２０６１，２０６５～２０６８

高森町 牛牧 おおひかげ 大日カゲ 2878 ３－１３ 24

高森町 牛牧 おおひかげ 大ヒカゲ ２７９７－２７９８ ４－１２ 24

高森町 牛牧 おおひかげ 大日カケ ２８７８ノ３ 24

高森町 山吹 おおひかげ 大日影
６８０１－６９９８，７３５６－７３９５，７５１０－７５２３，７７６０
ノ１，７７６０ロ

７－５ 24

豊丘村 神稲 おおひかげ 大日影 ２３４２－ 五－2 56

泰阜村 平島田 おおひかげ 大日影 3491-3492 37,38 111

阿智村 智里 おおひがし 大東 ３～９

根羽村 萸野 おおひがし 大東 3102～3124，3129

阿南町 富草 おおひなた 大日向 1682～1689

高森町 吉田 おおひなた ヲヽヒナタ 2959 24

泰阜村 明島 おおびょう 大表 5144,5147-5149,5151-5154,5156-5160,5348,5350-5354 36，51 74

阿智村 春日 おおひら 大平 ３４６～

阿智村 清内路 おおひら 大平 １７１２～１７１３

阿智村 智里 おおひら 大平 ２０５１～２０５４，２０５９～２０８０，２０８３～２１３４

阿南町 富草 おおひら 大ひら 1839～1840

阿南町 富草 おおひら 大平 4876

阿南町 大下条 おおひら 大平 933～946

下條村 睦沢 おおひら 大平 １１７２～１１７５

喬木村 阿島 おおひら 大平 4451-4561,4577-4596,4627-4632

喬木村 小川 おおひら 大平 7404-7407,7601,7603-7604

高森町 牛牧 おおひら 大平 2574 23

高森町 牛牧 おおひら 大ヒラ ２８５６－２８５８ 23

高森町 山吹 おおひら 大平 １２８２－１３４７ ９－１０ 23

天龍村 平岡 おおひら 大平 2208　，2337 124 88

天龍村 平岡 おおひら 大ヒラ 2216ﾉ10-19 124 ,139 88

天龍村 平岡 おおひら
大平（黒石高
久立谷ノ内）

654-656 24 ,25 89

泰阜村 南山 おおひら 大平 8735-8740 103 123

阿南町 和合 おおびら 大びら 2401

阿南町 和合 おおびら 大ビラ 2398～2399，2400

下條村 睦沢 おおびら 大平 ４０５

下條村 睦沢 おおびら 大平 １８８１

喬木村 氏乗 おおびら 大平 11220ﾆ､11413-11417,11456-11458

高森町 大島山 おおびら 大平 ８８５－８８６ ６－１０ 23

下條村 睦沢 おおひら？ 大平 ３７３６～３７３８，３７７９～３７８８

阿智村 浪合 おおひらうえのだん 大平上ノ段 １１９９～１２１８ロ

豊丘村 河野 おおびらかわばた 大平川端 ５２８１，５２８７－５２８９ 五－5 130

阿智村 伍和 おおひらごし 大平越 ７４６６～７４７１
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泰阜村 南山 おおひらこぶまき 大平コブマキ 8733-8734 103 124

喬木村 氏乗 おおびらざか 大平坂 11418-11420

売木村 旭 おおひらさん 大平山 1177－１～１１７７－３０６

阿智村 浪合 おおひらしたのだん 大平下ノ段 １２１０～１２１８ノ３

阿南町 富草 おおひらつじ？ 大平辻 1889～1891

阿南町 大下条 おおびらひら 大ビラ平 242～245

阿南町 大下条 おおびらべんとうやま 大平弁當山 1002

喬木村 氏乗 おおびらやしき 大平屋敷 11398

阿智村 春日 おおひらやま 大平山 ３４７，３７１～

下條村 陽皐 おおひらやま 大平山 ６０４６～６０６６

阿南町 富草 おおひらやま？ 大平山 1662～1665

阿南町 富草 おおひらやま？ 大平山 4984

阿南町 富草 おおひらやま？ 大平山 7749～7752

阿南町 富草
おおひらやまおおざか
い

大平山大境 7801

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

豊丘村 神稲 おおぶち 大ブチ ９７５２，９７５５－９７６０ 五－3 163

下條村 睦沢 おおぶちうえ 大ブチ上 ９８８２，　９８８５

下條村 睦沢 おおぶちひら 大ブチ平 ９８７０，９８７９～９８８０

下條村 睦沢 おおぶちひら 大ブチ ９８７５，９８７８，　９８８１，９８８３

阿南町 和合 おおぶな ヲホブナ 11

泰阜村 南山 おおふるさわ 大古沢 8386-8388,8390 89 124

根羽村 新井 おおほたした 大ホタ下 601

阿南町 大下条 おおぼたした 大ボタ下 1813

阿南町 旦開 おおほら 大洞 185～190

阿智村 春日 おおぼら 大洞 ２１７４～２１８５

阿智村 伍和 おおぼら 大洞 ４３７３～

阿南町 大下条 おおぼら ヲヽボラ 1551

阿南町 和合 おおぼら 大洞 2314

阿南町 富草 おおぼら 大洞 9040

阿南町 大下条 おおぼら 大洞 1652，　1660

下條村 睦沢 おおぼら 大洞 １２６６～１２６９，１３０３

下條村 睦沢 おおぼら 大洞 ２３８０，２３８５～２３８７，２３８９，２３９１～２３９２，２４０９

下條村 睦沢 おおぼら 大洞 2562～2576,2905～2918

下條村 陽皐 おおぼら 大洞 ２７７３，２７７６～２７８５，２７９２

下條村 陽皐 おおぼら 大洞
３６３０～３６６２，３６６６～３６７１，３６７３～３６７５，３７０５
～３７０８

下條村 睦沢 おおぼら 大洞
５１７９，５１８４～５１８５，５２０９，５２１３，５２３０，５２３２
～５２４７，５２５１，５２５５，５２５８～５２６２，５２６４～５２６
６，５２７３～５２８５，５２８７

下條村 陽皐 おおぼら 大洞 ５７２１～５７２８

喬木村 富田 おおぼら 大洞 13448-13464,13481-13505､15035 ２，３ 5

喬木村 伊久間 おおぼら 大洞 1,616,316,211

高森町 牛牧 おおぼら 大洞 １５８－１６１，１６３－１７１ ６－１４ 24

高森町 山吹 おおぼら 大洞 ３４０１－３４１０，３４１４－３４６５ ９－７ 24
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豊丘村 神稲 おおぼら 大洞 １０２１９，　１０２２１ 五－6 164

根羽村 向黒地 おおぼら 大洞 2760

泰阜村 稻伏戸 おおぼら 大洞 1546,1556,1558-1564,1570,1573-1576 20 8

泰阜村 金野 おおぼら 大洞 243-249 4,15 8

泰阜村 金野 おおぼら 大洞 607,616-618 7 8

泰阜村 南山 おおぼら 大洞 8690-8694,8697-8698，7286 77 8

下條村 陽皐 おおぼらいりぐち 大洞入口 ５６７４～５６７５

下條村 陽皐 おおぼらいりぐちうえ 大洞入口上 ５６７６

阿南町 富草 おおほらぐち 大洞口 2061～2062

阿智村 浪合 おおぼらぐち 大洞口 ３０２～３０６

根羽村 高橋 おおぼらぐち 大洞口 4998～4999

阿南町 富草 おおほらぐちかわにし 大洞口川西 2063～2064

下條村 陽皐 おおぼらだ 大洞田？ ３６８８～３６９０，３６９２～３６９７

下條村 睦沢 おおぼらちゃばた 大洞茶畑 ２３８４

下條村 睦沢 おおぼらのぼりと 大洞上リ戸 ２４１６

下條村 睦沢 おおぼらはなたて 大洞花立 ２３９３～２３９４

泰阜村 南山 おおぼらみねどおり 大洞峯通 8699 91 124

天龍村 平岡 おおほり 大堀 1801 83 69

松川町 生田 おおほりきた 大堀北 ３５０４ 44 70

高森町 吉田 おおまがり ヲウマガリ 2967 24

天龍村 神原 おおまがり
大曲（大久名
平ノ内）

436 70 161

阿智村 智里 おおまき 大牧 ４８４３～４８６７

売木村 南部第一 おおまき 大牧 ２４３０～２５００，２５２４～２５４７，２５５０～２６４７

下條村 睦沢 おおまき 大牧
８４５０～８４６１イ，８４６２～８４６３，８４６９，８４９８～８４９
９，８６０２

下條村 睦沢 おおまき 大槇 ８４６１ロ

天龍村 神原 おおまき 大マキ 4234 ,4358-4360 ,4362-4363 ,4365-4366 135 278

松川町 生田 おおまき 大蒔 ６６９７－６７１１，６７２２－６７４６，６７８３－６７８６ 16

松川町 大島 おおまき 大牧 １０３９ 13 16

阿智村 智里 おおまきのね 大マキノ根 ３５９７～３５９８

根羽村 檜原 おおまた 大又 1177～1181

根羽村 檜原 おおまたいり 大又入 1202，1287

根羽村 檜原
おおまたいりおおみち
した

大又入大道下1228～1230，1268

根羽村 檜原 おおまたいりおこし 大又入ヲコシ 1246～1249

根羽村 檜原 おおまたいりまえばた 大又入前畑 1222

根羽村 檜原 おおまたみちした 大又道下 1206～1211，1273

根羽村 檜原 おおまたみちした 大又道下 1274

阿南町 和合 おおまつ 大松 1024

天龍村 神原 おおまつ 大松 6040，6129-6130 21 ,32 321

阿南町 和合 おおまつやま 大松山 1590～1592

高森町 山吹 おおまつやま 大松山 ２４２４、２４３７－２４３８ ７－６ 24

天龍村 神原 おおまつやま 大松山 6131 21 ,32 321
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天龍村 神原 おおまめだいら 大豆平
2533-2535,2540,2592-2601,2603-2605,2607-2610,2617-
2623

177 232

天龍村 神原 おおまめだいらこばた 大豆平小畑 2606 186 234

高森町 出原 おおまるやま 大丸山 504 ７－９ 24

高森町 下市田 おおまるやま 大丸山
２２０８イ、２２０９－２２１７，２３９５－２４３９，２７０３－２７１
２

７－９ 24

阿智村 伍和 おおまわり 大廻リ ６７７９～

阿南町 富草 おおまわり 大廻り 5757

下條村 睦沢 おおまわり 大廻 １００６３，１００６６～１００６７

下條村 陽皐 おおまわり 大廻り ４８０１，４８３４～４８３５

天龍村 神原 おおまわり 大回リ 2334 179 227

阿南町 富草 おおまわりした 大廻り下 5778

天龍村 平岡 おおみさくり 大ミサクリ 222 ３９，４９ 17

阿南町 大下条 おおみず 大水 883～892

天龍村 神原 おおみち 大道 5570 90 307

天龍村 神原 おおみち 大道 5626　,5751 90 307

根羽村 新井 おおみち 大道 556

阿南町 大下条 おおみちうえ 大道上 1746～1752

根羽村 田島 おおみちうえ 大道上 58，349

根羽村 新井 おおみちうえ 大道上 462～468，719

根羽村 檜原 おおみちうえ 大道上 1050ｲ，1347

根羽村 万場瀬 おおみちうえ 大道上 1452

根羽村 小戸名 おおみちうえ 大道上 3338

阿南町 大下条 おおみちうえした 大道上下 662

根羽村 新井
おおみちかみたかそ
れ

大道上高ソレ 589～590

根羽村 田島
おおみちかみなかちょ
う

大道上中長 125～126

根羽村 新井
おおみちかみやまの
かみ

大道上山神 554

阿南町 大下条 おおみちした 大道下 1663

阿南町 富草 おおみちした 大道下 5842～5846

下條村 睦沢 おおみちした 大道下 ２３５５

喬木村 小川 おおみちした 大道下 6586

喬木村 伊久間 おおみちした 大道下 1,507,115,072

天龍村 神原 おおみちした 大道下 5828-5829 90 308

根羽村 田島 おおみちした 大道下 5ハ，329

根羽村 新井 おおみちした 大道下 459～461，1025

根羽村 檜原 おおみちした 大道下 1050ノ1，1349ノ1

根羽村 小戸名 おおみちした 大道下 3222，3328

松川町 生田 おおみちした 大道下 6688？，６６８９ 70

根羽村 田島 おおみちしたおおぬま 大道下大沼 286

根羽村 田島 おおみちしもかわかみ 大道下川上 317～322

根羽村 新井 おおみちしもぬま 大道下沼 591～592

豊丘村 河野 おおみちぞえ 大道添 ６９２－６９４，６９７，６９９ 二－4 71
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下條村 陽皐 おおみちばた 大道端 ３０３８

下條村 陽皐 おおみちばた 大道端 ２３２６～２３３２

下條村 睦沢 おおみちばた 大道端

根羽村 田島 おおみちまえ 大道前 316

根羽村 新井 おおみちまえ 大道前 692～693，721

根羽村 新井 おおみちまえはた 大道前畑 688

豊丘村 神稲 おおみつざわ 大満沢 １２５３１－１２６４１ 五－5 125

阿南町 旦開 おおみなみ 大南 777～783

天龍村 平岡 おおみなみ 大南 1297 60 15

阿南町 和合 おおみなみさわ 大南沢 1043，　1047，1107

喬木村 富田 おおみね 大峰 14724-14729,14987-14988 4 5

天龍村 平岡 おおみね 大峰 2393 ,2402 169 98

泰阜村 南山 おおみね 大峰 6591-6592，6642-6643，9041-9046 55,56 124

阿南町 和合 おおみねおうわだ 大峰ヲウワダ 92

阿智村 清内路 おおみねやま 大峰山 ６４５～６５７

喬木村 加加須 おおみや 大宮 5792-5793

高森町 山吹 おおみや 大宮 １０６８－１０６９ １０－８ 25

豊丘村 河野 おおみや 大宮 １５６２，１５７６－１５７７，１５９６ 二－2 161

豊丘村 河野 おおみやうえ 大宮上 １５８０－１５８３ 二－2 162

豊丘村 河野 おおみやおき 大宮沖

８４４１－８４６２，８４６７－８４７８，８４８１－８４８３，８４８６
－８４９０，８４９２，８４９５－８５０５，８９１７－８９１８，８９２
８，８９３１，８９３５，８９３９－９０１５，９０８５－９０９７，９０
９９－９１５６，９２２７－９２２８，９２３３－９２６５，９３２１－
９３３４，９３３９－９３７５，９３８３－９４００，９５０１－９５５
０，９６４９－９７１６，９７２１－９８１０

二－1 162

豊丘村 河野 おおみやきた 大宮北 １１３４，１５８４－１５９０ 二－2 161

豊丘村 河野 おおみやさわ 大宮沢 ７６１６－７６２２　　 五－7 164

豊丘村 河野 おおみやした 大宮下 １６５１－１６５３，１５９７－１６０１，１６５０ 161

天龍村 平岡 おおみやじゅうごしゃ 大宮十五社 196-197 47 118

豊丘村 河野 おおみやしんでん 大宮新田 ７９２０－７９３０

豊丘村 河野 おおみやまえ 大宮前
１６５４，１５５７－１５６１，１５６３，１６０２－１６１９，１６４６
－１６４９

二－2 161

豊丘村 河野 おおみやみなみ 大宮南 １５６６，１５６８，１５７０－１５７３ 二－2 162

豊丘村 河野 おおみやよこ 大宮横 １５６４－１５６５ 二－2 162

豊丘村 河野 おおみやわき 大宮脇 １５６７，１５９１－１５９５ 二－2 162

売木村 南部第二 おおむかい 大向 １４３４～１４９３

下條村 睦沢 おおむかい 大向 ２１６３～２１６４，２１６６～２１７５，２１７７

下條村 睦沢 おおむかいいえのうえ 大向家ノ上 ２１６５

下條村 睦沢 おおむかいしんでん 大向新田 ２１５０

阿智村 春日 おおむぎた 大麦田 １８６７～１８７２

下條村 陽皐 おおむぎた 大麦田 ４５８９～４６０３，５０３１

下條村 睦沢 おおむぎだ 大麦田 ４７８～４７９，４８４～５０５

下條村 陽皐 おおむぎだ 大麦田

下條村 睦沢 おおむぎたしものきり 大麦田下ノ切 ５０６

阿南町 旦開 おおももだ 大桃田 2742～2747

天龍村 神原 おおもり 大森 6063　，6124 21 ,31 60
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天龍村 平岡 おおもり 大森 1723 71 60

泰阜村 南山 おおもり 大森 7837 74 124

泰阜村 南山 おおもりたのかみだ 大森田神田 7841 74,89 23

泰阜村 南山 おおもりたのした 大森田ノ下 7838,7840 74,88 124

泰阜村 南山 おおもりやぶした 大森藪下 7839 - -

天龍村 神原 おおもりやま 大森山 2359

泰阜村 門島 おおもん 大門 4667 32 87

阿南町 富草 おおや 大屋 520

阿南町 富草 おおや 大屋 741

阿南町 富草 おおや 大屋 898

下條村 陽皐 おおや 大屋 ６２５２

豊丘村 河野 おおやざわ 大矢沢 １０６１－１０９２ 二－4 163

豊丘村 河野 おおやざわぐち 大矢沢口 １０６０，１０９３ 二－4 64，74

阿智村 春日 おおやしき 大屋敷 ４５７～４７３，４８４～４８９

喬木村 氏乗 おおやしき 大屋敷 11174-11190

泰阜村 黒見 おおやしき 大屋敷 4437 30 71

泰阜村 黒見 おおやしきぼら 大屋敷洞 4525-4529,4534-4540, 33 71

泰阜村 南山 おおやすんど 大休戸 6144 55 124

喬木村 小川 おおやなぐち 大栁口 6995,7004-7006,7191-7193,7195-7198

高森町 山吹 おおやぶ 大藪 ４５７６－４５８０，４６２０－４６２２、４６５６－４６７０ １１－８ 25

阿智村 智里 おおやま 大山 ３８７４～３８７８

阿南町 富草 おおやま 大山 407～419

阿南町 富草 おおやま 大山 690～691

阿南町 富草 おおやま 大山 8452～8459，8491

豊丘村 神稲 おおやま 大山 １０４２３－１０４２９ 五－3 106

下條村 陽皐 おおやまだじんじゃ 大山田神社

泰阜村 稻伏戸 おおやまつみのかみ 大山祇神 1277 23 81

泰阜村 稻伏戸
おおやまつみのかみ
しゅびきそと

大山祇神朱
引外

1276 23 81

天龍村 平岡 おおようそう 大ヨフソウ 1762 ８４，９７ 65

大鹿村 大河原 おおよけ 大除 4258－

天龍村 平岡 おおよけ 大ヨケ 58-61 １９，２８ 6

大鹿村 大河原 おおよけみちした 大除道下 4256～4257

天龍村 神原 おおよこて 大横手
1593-1594，1596-1598，1603-1604，1656-1666，1669，
1674，1678，1682-1684

153 207

豊丘村 神稲 おおよこやま 大横山 ８３８－ 二－4 80

天龍村 神原 おおりよう 大リヤウ 5749-5750 91 311

喬木村 大和知 おおわしゃ 大和社 11877-11879

天龍村 平岡 おおわびら
大輪平（黒石
高久立谷ノ
内）

696 8 127

阿智村 伍和 おおわらび 大ワラビ ６８８４～６８８９

阿智村 清内路 おおわり 大ワリ １０５４～１０５８

天龍村 神原 おかいと ヲカイト 2123 168 223

阿智村 伍和 おかいわ 岡岩 ４３２４～４３２８，４３３５，４３４０
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阿智村 伍和 おかいわ 岡岩 ５６０７～

阿南町 富草 おかいわ 岡岩 6534～6556

阿南町 富草 おかいわ 岡岩 7594～7597

阿南町 富草 おかいわみちうえ 岡岩道上 7600～7602

阿南町 富草 おかいわみちした 岡岩道下 7598～7599

阿南町 大下条 おかうえもんだ 岡右エ門田 623

天龍村 神原 おかた 御方 1123 82 191

阿南町 和合 おかだ 岡田 2105

下條村 睦沢 おかだ 岡田 ７５８１

高森町 山吹 おかだ 岡田 １９６７－２０１１，２０３７－２０４７ ９－８ 25

天龍村 神原 おかだ ヲカダ 2152 168 191

根羽村 小戸名 おかだ 岡田 3243

阿南町 旦開 おかたのまえ 御方之前 810

阿南町 旦開 おかたのまえ 御方ノまへ 804～809

下條村 陽皐 おかねだ ヲカネ田 ７３１５～７３１６

松川町 元大島 おかの 岡野 １４８３ 38 70

天龍村 平岡 おかのひら 岡ノ平 1772 83 67

阿智村 智里 おかみ 岡見 ７３７～７４１

高森町 牛牧 おかみ ヲカミ
1208－1209，1211－1218，２１９０－２１９３，２１９６－２１９
８，２２０７－２２０８

５－１２ 25

高森町 牛牧 おかみ 御神 ２１８７－２１８９ ５－１３ 25

豊丘村 神稲 おかみ ヲカミ ４６７２－４６７４，１０５６２－１０５６５ 二－6 92

松川町 元大島 おかみ 岡見 ４５７９－４５８０，４５９０－４５９５ 36 71

喬木村 大和知 おがみ 尾ガミ 11680-11685

高森町 牛牧 おがみ 尾上 ８７８，８８３，８８５，８９３－８９４ ４－１３ 25

下條村 陽皐 おかめどこ おかめ床

豊丘村 神稲 おかめぼら 小亀洞 ５１３５－ 五－2 50

下條村 睦沢 おかもと 岡本 １６２３

下條村 睦沢 おかもと ヲカモト ６２３３

天龍村 平岡 おかもと 岡本 1084-1111,1116-1152,1160-1163,1165-1166，1169 ４８，６１ 37

阿南町 富草 おかや？ 男栢？ 2516～2517

阿南町 和合 おがわ 小川 2190～2193，2228

根羽村 小戸名 おがわ 小川 3274

根羽村 小川 おがわ 小川 3682ﾛ～3692，4042

根羽村 小川 おがわいえのうえ 小川家ノ上 3727

根羽村 新井 おがわうえ 小川上 647～648，723

喬木村 伊久間 おがわざかい 小川堺 15174-15175

根羽村 老平 おがわたたらざか 小川タタラ坂 3655ｲ，3656

根羽村 老平
おがわたたらざかみち
した

小川タタラ坂
道下

3654

天龍村 神原 おがわば ヲガワバ 2824 149 ,164 240

喬木村 伊久間 おがわばた 小川端
15065,15079-15093,15191-15136,15149,15150,15152-
15154,15156,15173,15176-15179,15184-15191

喬木村 伊久間 おがわばた 小川端 17328

根羽村 萸野 おがわばた 小河畑 3027～3028
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天龍村 神原 おがわみちした 小川道下 1210 95 194

根羽村 小川 おがわみちした 小川道下 3874～3880

根羽村 萸野 おがわむかい 小河向 3090～3096

根羽村 小川 おがわよつだ 小川四ツ田 3884

天龍村 神原 おかんだいら ヲカン平 3392　,3403 93 254

阿智村 伍和 おき 沖 ５９～６４

阿智村 伍和 おき 沖 ６３７９～６３９５

阿南町 富草 おき ヲキ 1525～1530，1549～1554

下條村 陽皐 おき 沖 ２６２３～２６２７，２６２９～２６３３

下條村 陽皐 おき 沖 ６１６３～６１６６，６１７９～６１８２

下條村 睦沢 おき 沖 ６２５～６２９

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

下條村 陽皐 おきかわた 沖川端 ２７７

高森町 山吹 おきがわら 沖河原 ６２４６－６２６８，６３２０－６３２９ １１－９ 25

豊丘村 神稲 おきがわら 沖川原 ９３８９－９３９３

高森町 牛牧 おぎそ 小木曽 864 ４－１３ 25

高森町 牛牧 おぎそじり 小木曽尻 823 ４－１３ 25

下條村 睦沢 おきた 沖田 ５９０

下條村 陽皐 おきた 沖田 ２４６～２４７，２６９～２７４

天龍村 神原 おぎだいら ヲギ平 2765-2771 177 235

阿智村 伍和 おきたうえ 沖田上 ６３９６～

泰阜村 打沢 おきつち ヲキツチ
1915,1925-1926,1932-1933,1940,1942-1943，1945，1948-
1950，1953-1955,1957-1962,1964-1965,1967-1968

21，37 50

泰阜村 鍬不取 おきつち 置土 2802-2805,2811-2815,2823-2828,2831,2835-2836 38 50

天龍村 神原 おきとりはた ヲキトリハタ 4219，4221，4223-4224 119 278

下條村 睦沢 おきなかだ 沖中田 ５８８～５８９，５９５～５９６

豊丘村 神稲 おきなざか 翁坂 ７７５３－ 二－5 32

天龍村 平岡 おきねづか オキ子塚 2111 99 79

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

天龍村 平岡 おきのしま 沖の島 1637？ 70 57

下條村 睦沢 おきのた 沖ノ田 ５７９～５８７

天龍村 神原 おきのたいら ヲキノ平 2438-2439 178 ,187 57

天龍村 神原 おきのたいら ヲキノ平 3525 120 57

阿南町 旦開 おきのなが？ 沖ノ長 3413～3444

天龍村 神原 おきのはた ヲキノ畑 831 81 179

天龍村 平岡 おきのもり ヲキノ森 1637 70 57

天龍村 神原 おきはた ヲキ畑 2116-2117 168 222

阿南町 大下条 おきよばた オキヨ畑 1696

平谷村 合川 おきんばた ヲキン畑 ４２－

阿南町 旦開 おく ヲク 1406

阿南町 旦開 おく おく 1420

阿南町 旦開 おく 奥 1405，1407～1410，1416～1419

天龍村 神原 おくあらき 奥アラ木 3481-3482,3484-3487,3501 136 259
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阿南町 旦開 おくがいと 奥開土 2709～2718

平谷村 ムク沢 おくそら 奥空
６２６，６３１，６３４，６４２－６５５，６５７－６６２，６６４－７３
５

天龍村 神原 おくだいら 奥平
3632,3651,3676,3679,3684,3691,3695,3707,3709,3720,3730,
3736,3757,3828,3838　,

106 267

天龍村 神原 おくだいらがき 奥平柿
4703，4708，4722-4730，4732，4734-4735，4738-4739，
4742-4747

131 ,146 291

下條村 睦沢 おくで 奥デ ４０９６

天龍村 神原 おくとうじあげ ヲクトウジ上 5947 41 ,54 319

泰阜村 南山 おくな 尾久名 7979,7981,7983-7984, 7988-7993 74,89 124

豊丘村 神稲 おくない 奥内 １０９１５－１０９２７ 五－3 99

豊丘村 神稲 おくない ヲクナイ １０９２９－１０９３１ 五－3 99

阿智村 智里 おくねぎ ヲクネギ ３１２４～３１２９

阿智村 智里 おくねぎいり 奥根木入 ３１３０～３１３５

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

阿南町 富草 おくのさわ 奥ノ澤 4073～4086

平谷村 ムク沢 おくのそら 奥ノ空 ６４８，　７１６

高森町 牛牧 おくのほう ヲクノ保ウ 2338 26

高森町 牛牧 おくのぼう ヲクノボウ ２３３４－２３３７，２３３９－２３４１ ６－１２ 26

下條村 睦沢 おくのやま 奥ノ山 １１３８～１１４０

天龍村 神原 おくみずくみど 奥水汲戸 2892 166 242

阿智村 智里 おくみやあちじんじゃ 奥宮阿智神社４９７～

天龍村 平岡 おくやしき 奥屋敷 2570 113 ,127 106

阿南町 和合 おぐら をくら 1720

喬木村 富田 おぐら 小倉 14323

天龍村 平岡 おぐら 小倉 2535 155 104

豊丘村 河野 おぐら 小倉 ７４９１－７４９７，７５０５－７５０６ 五－4 153

松川町 生田 おぐら 小倉 ８５８０－８５８１ 63 71

高森町 出原 おぐらはた ヲグラハタ 227 ８－９ 26

高森町 牛牧 おぐらばた 小倉畑 467 ５－１３ 26

松川町 元大島 おぐらばた 小倉畑 64，１４１ 55 71

豊丘村 河野 おぐらひかげ 小倉日影 ７４８７－７４９０，７４９８－７５０４ 五－4 153

阿南町 大下条 おぐらもち オグラモチ 27～32，34～45

阿南町 富草 おくりばた をくり畑 505，509～510

阿智村 清内路
おぐろがわのうちねだ
かやま

小黒川の内
根高山

１１５５～

阿智村 清内路
おぐろがわのうちやま
のかみやま

小黒川の内
山之神山

１１５６～１１５７

泰阜村 南山 おぐろばやし 小黒林 9003ｲ 78,93 124

泰阜村 南山 おぐろやま 小黒山 8909-8914,8921-8922,8929-8933,9003ﾛﾊ,9005 76,78 124

泰阜村 南山 おぐろやまうえ 小黒山上 8915-8918,8923-8926 78 125

阿南町 富草 おくわた お鍬田 7517～7518

阿南町 富草 おくわばた ヲ久ワハタ 458

阿南町 富草 おくわばた 御鍬畑 516～517

松川町 大島 おくわばら 御鍬原
４９９８－５００２，５００４－５００８，５０３６－５０４４，５０４８
－５０８９，５１２４－５１８７，５２０５－５２０８

26 43

阿智村 駒場 おけしやま ヲケシ山 ２１５７～
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大鹿村 大河原 おけや 桶谷 143～229

下條村 睦沢 おけやばた 桶屋畑 ６６６８

下條村 睦沢 おけやまえだ 桶屋前田 ６３８４～６３８６

大鹿村 大河原 おけやむらぐち 桶谷村口 4225－

阿智村 智里 おこし 尾越 ４６７７～４６７８，４６８０～４６８１

根羽村 新井 おこし 起シ 803イ，818

根羽村 小戸名 おこし 起シ 3261～3266

根羽村 小川 おこし ヲコシ 4157～4158

根羽村 中野 おこし 起シ 4461～4463

根羽村 横畑 おこし 起シ 4629～4630，4632

平谷村 合川 おこし ヲコシ ６６，７０－７２，６６８，１４１９－１４２４，１４２７

松川町 生田 おこし おこし ４６５９ 53 71

松川町 生田 おこし お木し 3933-3938,4069-4071 53 71

松川町 生田 おこしだ ヲコシ田 ６０５７－６０５９ 42 71

下條村 陽皐 おこりいし ヲコリ石 ５２１２～５２２５

豊丘村 河野 おざき 尾崎 ７４６７－７４７５ 五－4 150

阿南町 富草 おさだ 長田 8546～8550

豊丘村 神稲 おさだ 長田 ６１７３－

根羽村 新井 おざわのうえ 小沢上 689～691，694

根羽村 新井 おざわのした 小沢下 387イ

阿智村 伍和 おしかだいら ヲシカ平 ４６２６～

阿智村 伍和 おしがだいら 押ヶ平 ４６１８～４６２３，４６２５

泰阜村 打沢 おしがほら ヲシガホラ 2186 25 60

阿南町 旦開 おしきや をしきや 2002

阿智村 清内路 おしだし 押出 １２～３０，３９～４９，

阿智村 浪合 おしだし 押出シ １０８３～１１００

下條村 睦沢 おしだし ヲシダシ ５９７２～５９７４

泰阜村 南山 おしだし ヲシダシ 7167,7297 73,76 6

阿智村 清内路 おしだしやま 押出山 1～

大鹿村 鹿塩 おしで 押手 589～619

大鹿村 鹿塩 おしで 押手 589～619

豊丘村 河野 おしではら 押出原 １４５４－１４７４ 五－2 64

平谷村 ムク沢 おしな ヲシナ ５１２－

阿南町 富草 おしなぎ ヲシナギ 7539

天龍村 神原 おしのしま ヲシノ島 4658-4663 146 291

阿南町 和合 おしのた 押ノ田 1497～1511，1515

阿智村 智里 おしば 押場 ４７９２～４７９３

阿南町 大下条 おしば オシバ 1561～1562

阿南町 和合 おしば ヲシバ

大鹿村 大河原 おしば ヲシバ 5370～5372，5381

下條村 陽皐 おしば 押場 ３４６７

下條村 睦沢 おしば 押場 １０２００～１０２０１

下條村 陽皐 おしば ヲシバ ３５２２～
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天龍村 神原 おしば
ヲシハ（郷戸
ヒラノ内）

211-212 43 134

天龍村 神原 おしば
ヲシバ（天竜
川向ﾉ内）

1017 58 134

天龍村 神原 おしば ヲシバ 3572,3575-3576 120 134

天龍村 神原 おしば ヲシハ 6166 68 134

天龍村 平岡 おしば ヲシバ 950 13 134

豊丘村 神稲 おしば ヲシバ ５４６１，５４９３－５５００ 五－5 112

泰阜村 唐笠 おしば 押場 3985-3986 12 15

泰阜村 金野 おしば おしば 639-642,644 7,19 15

泰阜村 南山 おしば 押場 7398 57,58 15

泰阜村 南山 おしば ヲシバ 7377 57,58 15

阿南町 和合 おしばのくぼ をしばの久保 1709～1711

天龍村 平岡 おしばのひら
ヲシバノ平
（山伏塚名木
恵谷ﾉ内）

439 24 123

下條村 睦沢 おしぼら ヲシ洞 ５９９９～６０００

松川町 生田 おすのくぼ ヲスノ久保 ８３５２－８３６５ 63 71

松川町 生田 おすばたお ヲスバタヲ ４５８１ 71

大鹿村 大河原 おすばっこ オスバッコ 5014，5017～5020

平谷村 合川 おせんばた ヲセン畑 ２２６－

阿南町 和合 おそくさ ヲソクサ 712

阿南町 和合 おそくさ をそくさ 710～711

高森町 大島山 おその 尾曽野 ２８－２９ 26

阿智村 清内路 おそやけどば ヲソヤケ土場 １４４２～１４４８，１４７０～１４７３

豊丘村 神稲 おだ 小田 ３４９１，３４９３，３５０８－３５０９ 二－5 14

下條村 陽皐 おたきば 御滝場 ３１３７，　３１８６

泰阜村 南山 おたきば ヲタキバ 8126 89 125

阿南町 富草 おたけばやし お竹林 2165～2168

天龍村 平岡 おたけばやし おたけ林 1929 96 75

阿南町 富草 おたてやま？ おたて山？ 7603

泰阜村 南山 おだはし 小田はし 6248,6319-6322 70 125

阿智村 駒場 おち ヲチ １４２７～

阿南町 富草 おち ヲチ 14401444

阿南町 富草 おち おち 2146

阿南町 大下条 おち ヲチ 1216

阿南町 大下条 おち ヲチ 1461～1467

阿南町 富草 おち おち 5108～5111

阿南町 富草 おち おち 5282～5283

阿南町 大下条 おち ヲチ 55～56

下條村 陽皐 おち ヲチ
４６４７～４６４８，４６５２～４６５４，４６５９～４６６０，４６６４
～４６６５，４６６９

下條村 睦沢 おち 落 ９９８３～９９８９

喬木村 伊久間 おち 落 15928,15961-15963,16001-16009,16175，16176-16210

高森町 出原 おち ヲチ ３０３－３０４ ８－９ 26

高森町 牛牧 おち ヲチ ６５６，１７６１－１７６３，１７６５－１７６６ ５－１２ 26
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高森町 山吹 おち ヲチ ３１５３，３１５５－３１５６，5306 １０－８ 26

高森町 山吹 おち オチ ５３２９－５３４１，５３４９－５３５０ 26

天龍村 神原 おち ヲチ 5605-5607，5609，5619-5623 90 307

根羽村 黒地 おち ヲチ 2175～2188，2203

平谷村 ムク沢 おち 落 ９５０－

平谷村 ムク沢 おち ヲチ ８１９，９４８－９４９

平谷村 ムク沢 おち 落チ ９４５－９４７

松川町 上片桐 おち 落 ７３２－735 6 71

松川町 元大島 おち おち １４４６ 38 71

泰阜村 柿野 おち ヲチ 3554-3555 37 72

泰阜村 怒田 おち ヲチ 2878,　2880,3009-3010 38 72

阿南町 大下条 おちあい 落合 1860，　1862

大鹿村 大河原 おちあい 落合 2455？

大鹿村 大河原 おちあい 落合 352～354，4196～4197，4206

大鹿村 大河原 おちあい 落合 4972～4978

大鹿村 大河原 おちあい 落合 5492－

大鹿村 鹿塩 おちあい 落合 4341－

根羽村 萸野 おちあい 落合 2823

平谷村 ウツボ おちあい 落合 １８ー

大鹿村 大河原 おちあいひがしやま 落合東山 4204－

大鹿村 大河原 おちあいみやのしま 落合宮ノ島 362～363

喬木村 伊久間 おちうえ 落上 16165-16166,16169-16170,16173

天龍村 神原 おちうつ ヲチウツ 2894 166 242

高森町 牛牧 おちきたあらた ヲチ北アラタ １７６４，１７７２ノ２－３ ５－１２ 21

高森町 牛牧 おちさがり 落下リ ３３７－３４２，３４９ ５－１３ 26

喬木村 伊久間 おちじり 落尻 16010

阿南町 富草 おちだ ヲチ田 9160～9163

松川町 元大島 おちだいら 落平 ３６－３７ 54 71

阿南町 大下条 おちつば ヲチツバ 1969

松川町 元大島 おちぬま 落沼 43 54 72

下條村 睦沢 おちのくぼ 落ノ久保 １２７９～１２８４，１２８６～１２９０

天龍村 神原 おちのくぼ ヲチノ久保 3451 106 ,107 257

阿智村 清内路 おちのさか 落ノ坂 ２２３０～２２３２

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

松川町 生田 おちのさわ 落の沢 ４８７－４９１ 48 72

阿智村 清内路 おちのふち 落ノフチ ２２０１～２２０３

松川町 大島 おちぼら 落洞
４９７３－４９８５，５００３，５０１０－５０１４，５０１９－５０３
５，５１０５－５１１０

26 43

阿智村 智里 おちま オチマ ３７７～３８２

松川町 上片桐 おちゃや 御茶屋 １３１２－１３２３，１３４１－１３５１ 10 8

阿智村 伍和 おちゃやま 御茶山 １３１２～１３１３，１４０２～１４０４

大鹿村 鹿塩 おつかんだいら ヲツクハ平 3430～3432

大鹿村 鹿塩 おつき ヲツキ 4348－

豊丘村 河野 おつくらだいら 乙蔵平 ７３１０ー
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天龍村 神原 おつつけ ヲツツケ 896 82 182

高森町 山吹 おとい 乙井 ４３３４ノ４－４３３６，５１３４－５１３６ １０－６ 27

高森町 山吹 おとい 音井 ５１６６－５１６９ １０－６ 27

阿南町 旦開 おどうのまえ 御堂ノ前 822～826

根羽村 向黒地 おとこじょう 男城 2587ﾛ

高森町 牛牧 おとし ヲトシ 1355 ５－１３ 27

高森町 山吹 おとし ヲトシ ２９７９－２９８5 ８－７ 27

高森町 山吹 おとし オトシ ４６４７－４６４８，４７６５ １１－８ 27

高森町 山吹 おとし 落シ ５２０１－５２０３ １０－６ 27

松川町 大島 おとし ヲトシ ２２５３－２２８６ 26 43

松川町 元大島 おとし 落シ ３２－３３ 54 43

阿南町 大下条 おとじう オトジウ 1348

根羽村 初入 おとしざわ 落沢 5283～5316

根羽村 日向 おとしざわ 落沢 5317ﾛ

下條村 睦沢 おとじばた 音治畑 ６３７９

喬木村 富田 おとだみちうえ 乙田道上 12361-12364 1 5

阿南町 大下条 おどな オドナ 1338，1340～1341

根羽村 小戸名 おどな 小戸名 3198～3200，3423ﾆ

大鹿村 大河原 おとなぎ 乙ナキ 4872～4874

天龍村 平岡 おとなし ヲトナシ 1522　,1525,1550,1550 ５９，６０ 52

天龍村 平岡 おとなやま 尾戸名山 751-760 7 ,14 128

根羽村 小戸名 おどなやま 小戸名山 3343

天龍村 神原 おとめとちやま おとめ栃山 2547 177 233

阿南町 大下条 おどもだ ヲドモ田 471～480，490～492，862

阿南町 大下条 おどもだ オドモダ 859～860

下條村 睦沢 おどりば 踊場
６０８６ｚ＾６０８８，６１０３，６１０５～６１０６，６１０８，６１１
０，６１１２～６１２１，６１７１～６１７４

下條村 陽皐 おどりば ヲドリ場 ９６６イ，　９６７

泰阜村 金野 おどりば ヲドリバ 230-233 6 89

松川町 上片桐 おどりはら 踊原 ７５３，７６３－７９２ 2，7 1

高森町 牛牧 おとりめん ヲトリメン 2287 ６－１２ 27

高森町 牛牧 おどりめん ヲドリメン ２２８５－２２８８，２２９１ ５－１２ 27

高森町 山吹 おとわやま ヲトハ山 ４３３０－４３３２ １０－７ 27

大鹿村 大河原 おながば ヲ長場 4539～4540

阿南町 大下条 おなし ヲナシ 1493

松川町 生田 おなし 尾ナシ １６６８－１６７４ 49 72

豊丘村 河野 おなしざわ 尾梨沢 ５９５５－ 五－4 138

泰阜村 南山 おなしね ヲナシ子 8729 103 125

大鹿村 鹿塩 おなたか？ 女高 4014～4060，4064～4074

大鹿村 鹿塩 おなだかうしろばやし 女高後林 4292－

下條村 睦沢 おにがあしあと ヲニガアシアト９８６６，　９８６９８

下條村 睦沢 おにがあと ヲニガアト ２３６９

阿智村 智里 おにがくぼ 鬼ヶ久保
１８６１～１８６５，１９１４～１９２２，１９７６～２０５０，２０５５
～２０５８，２０８３
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根羽村 黒地 おにがくぼ 鬼ヶ久保 2213～2223，2247

天龍村 平岡 おにがしろ 鬼ヶ城 827 34 130

下條村 睦沢 おにしぼら ヲニシ洞 ６００１～６００４

阿南町 旦開 おにづくり 鬼作リ 958，960～961

阿南町 大下条 おにど 鬼渡 2654

阿南町 大下条 おにど オニド 2812～2813

豊丘村 神稲 おにのくぼ 鬼ノ久保 １１２４７－１１２６８，１１２７３－１１２８３ 五－3 96

豊丘村 河野 おぬま 小沼 ６９３５－６９３７

阿南町 大下条 おね 大袮 3757～3773

大鹿村 鹿塩 おの 小野 3972，3978，3990，4001，4004，4008，4020－

天龍村 平岡 おのがわら 小野川原 2090-2092,2116-2119 125 77

阿南町 大下条 おのくぼ オノクボ 1288～1297，1306～1311，1313～1314，1360

阿南町 富草 おのくぼ 尾ノ久保 7531～7534

阿南町 大下条 おのくぼ オノクボ 792～798

売木村 長下 おのくぼ ヲノ久保 １－８，９

天龍村 神原 おのくぼ ヲノ久保 1676 153 30

天龍村 神原 おのくぼ ヲノ久保 3394-3399 107 30

天龍村 平岡 おのくぼ ヲノクボ 406-407 61 30

松川町 生田 おのくぼ 尾ノ久保
４７２１－４７５９，６３６２－６３８３，６２７２－６２７４，６３０
３，６３２３－６３２９，６３３６－６３４０，６７４７－６７８２，６８
６１

51，52 72

松川町 生田 おのくぼ 尾久保 ７６９０－７６９１ 72

泰阜村 南山 おのくぼ 小ノ久保 7552-7553,7556-7557 74 125

泰阜村 南山 おのくぼ ヲノ久保 7298 76 125

松川町 生田 おのくぼきりやま
尾ノ久保桐
山

６３３０－６３３５ 51 72

松川町 生田 おのくぼひかげ
尾ノ久保日
影

６３０７，６３４２－６３６１，６３９２－６３９３，６３９５－６３９７ 51 72

松川町 生田 おのくぼひかげ
尾ノ久保日カ
ゲ

６３１９－６３２１，６４０６ 51 72

松川町 生田 おのくぼひかげぼら
尾ノ久保日
影洞

６３２２ 51 72

松川町 生田 おのくぼひなた
尾ノ久保日
向

６３０６，６３０９－６３１２，６３４１，６３８４－６３９１ 51 72

松川町 生田 おのくぼひなたぼら
尾ノ久保日
向洞

６３１３－６３１４ 51 72

松川町 生田
おのくぼひなたみちう
え

尾ノ久保日
向道上

６３１７－６３１８ 51 72

松川町 生田
おのくぼひなたみちし
た

尾ノ久保日
向道下

６３１５－６３１６ 51 73

阿南町 富草 おのくぼみちうえ 尾ノ久保道上 7537～7538

泰阜村 南山 おのご 小ノ子 7540,7543-7545 74 125

天龍村 平岡 おのざか 小野坂 2149 125 84

豊丘村 河野 おのさしぼら 斧磋洞 ３８３７，３９３９，３９４４－３９４７，３９５１－３９６１ 五－4 144

豊丘村 河野 おのさわ 小ノ沢 ３３４１－３３５２

売木村
おのとりやまのうちき
たち

斧取山ノ内
木立

２６５２－

売木村
おのとりやまのうちな
かやまほら

斧取山ノ内
中洞山

2651　，2653
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売木村
おのとりやまのうち
みょうこうさん

斧取山ノ内
明皇山

２６５０－

売木村
おのとりやまのうちも
ものきはたなますおお
すす

斧取山ノ内
桃ノ木畑大
スヾ生スヽ

２６５４－

売木村
おのとりやまのうちや
はちやま

斧取山ノ内
弥八山

２６４９－

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

豊丘村 神稲 おのやま 小野山 １１９５６，　１１９４７ 二－7 43

下條村 睦沢 おばがふところ 伯母ヶ懐 １５０２～１５０３，１５７４

阿南町 富草 おはぎはら？ 小萩原 2440～2459

阿智村 伍和 おばけはら ヲバケ原 ７３３７～７３５０，７３９２～７４０１

阿南町 大下条 おばた オバタ 318～322

豊丘村 河野 おばた 尾畑 ３３７５－３４００，３５１９－３５２３，３５２７ 二－2 156

豊丘村 神稲 おばた ヲバタ １２５１３－

松川町 生田 おばた 尾畑 ８６１４ 63，64 2

松川町 上片桐 おばた 尾畑 520－523 4 2

泰阜村 南山 おばた 小畑 8749-8751 107 125

豊丘村 神稲 おばたけ 苧畑 １０２００－ 五－3 106

豊丘村 河野 おばたした 尾畑下 ３５２４－３５２５，３５２９－３５３５ 二－2 157

阿南町 大下条 おばたほったした オバタ発田下 317

天龍村 神原 おばつなぎ ヲバツナギ 5856 78 315

阿南町 大下条 おばやしうえ 御林上 2210～2211

阿南町 大下条 おばやしした ヲ林下 2208

阿智村 春日 おはら 小原 ２０４１～２０４２

喬木村 小川 おばら 小原 8438-8441

喬木村 伊久間 おばら 小原 16551-16571

豊丘村 神稲 おばらいち 小原市 ４００１－４０３２，４１２９－４１３４，３９６２－３９６３ 二－5 17

豊丘村 神稲 おばらいち 小原一 ３９６９－４０００ 二－5 17

阿南町 和合 おびかわのむかい 帯川の向 1838

阿智村 清内路 おびなた 小日向 １０６４～１０９１

下條村 睦沢 おびのくら 帯ノ倉 ８９１１，８９１２，８９１６～８９１９，８９２３

下條村 陽皐 おびのくら おびのくら

下條村 陽皐 おびのくら おびのくら

阿南町 大下条 おふう ヲフウ 146

下條村 睦沢 おふじやま 御冨士山 ６２９６～６２９８，６３５０

天龍村 神原 おふちのくぼ ヲフチノ久保 3518-3521 106 ,107 258

高森町 山吹 おふねくぼ 御船久保 ７１５９－７１６５，７３４８－７３５５ ８－５ 27

阿南町 大下条 おぼけまつ オボケ松 3205～3207

泰阜村 南山 おまえ 尾前 8998,9000 92,93 125

下條村 睦沢 おまえがいと 御前垣外 ３０９３，３２９５～３２９７

下條村 睦沢 おまえのいわ オマエノイワ

阿南町 旦開 おまた 尾又 2476～2478

阿南町 旦開 おまた 尾又 2677～2689

泰阜村 打沢 おみがほら ヲミガホラ 2191 25 60



116

下條村 睦沢 おみつでら 尾光寺 ７３７８～７３７９

下條村 睦沢 おみつでらあと 尾光寺後 ７３７７

天龍村 神原 おみのさわ ヲミノ沢 4538，4541-4546，4548-4551，4554 146 286

天龍村 神原 おみのさわ ヲミノ沢 4624-4629 146 286

阿南町 大下条 おもて 表 1839

阿南町 大下条 おもてうえ 表上 1753～1754

天龍村 神原 おもてぐち 表口 3719，3723　，3729 106 269

根羽村 万場瀬 おもてのはた 表ノ畑 1424～1426

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

阿南町 富草 おもろざか おもろ坂 7358～7377

阿南町 富草 おやがいと 親垣外 6420～6421，6428～6432，6439～6440

天龍村 平岡 おやかたじま 親方島 726 4 117

天龍村 神原 おやじもと ヲヤジ本 2638 177 237

天龍村 神原 おやじろ ヲヤジロ 2632 186 236

豊丘村 神稲 おやすみどころ 御休所 ４９００－ 五－2 55

泰阜村 黒見 おやそうれ 親ソウレ 4294-4295 30 71

泰阜村 黒見 おやぞうれ 親ぞーれ 4298-4313 30,33 71

泰阜村 黒見 おやそらし 親ソラシ 4406 30 71

阿南町 大下条 おやだ ヲヤダ 1553，1555～1557，1591，1596，1598，1600，1638～1644

下條村 睦沢 おやださわ 親田沢 ８９３２～８９３９，８９４２～８９５０

下條村 睦沢 おやだばた 親田畑 ７４１７，７４２４～７４２６

阿南町 大下条 おやたばら ヲヤタバラ 661

阿智村 伍和 おやにだ 親仁田 ６１１３～

天龍村 神原 おやま ヲヤマ 6341　，6353 105 330

泰阜村 柿野 おやま を山 3649-3651 37 84

泰阜村 怒田 おやました ヲ山下 2913-2916,2918-2919 38 84

阿南町 富草 およせ およせ 526

阿智村 清内路 おりくさ オリ草 １３２８～１３３３

下條村 陽皐 おりくさやま 折草山 ６５３２～６５３３，６５５０～６５５２

天龍村 神原 おりじ 折地 4614-4616 146 290

天龍村 平岡 おりじ ヲリジ 403 ４９，６２ 30

泰阜村 南山 おりじがわら 折次川原 8855,8856, 96,98 125

阿南町 富草 おりつき おり付 2004

阿南町 富草 おりつき 折付 7519～7523

天龍村 神原 おりつき ヲリ付 1702 167 210

阿南町 富草 おりつきしんでん 折付新田 7524～7530

豊丘村 神稲 おりつるね ヲリツルネ １１０７９－１１０８１ 五－3 98

阿南町 大下条 おりべえつくり 折兵エ作リ 997

根羽村 高橋 おりやま 折山 5001，5076

阿南町 大下条 おろう オロウ 1424～1455，1463～1465，1473

阿南町 大下条 おろうとうげ オロウ峠 1423

阿南町 大下条 おろうのひら オロウノ平 1458

阿南町 大下条 おろうのむかい オロウノ向 1361～1362，1422
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阿南町 大下条 おろうみちうえ オロウ道上 1420～1421

阿南町 大下条 おろうみちした オロウ道下 1419

阿南町 富草 おろさか ヲロ坂 1959，1965～1967

阿南町 富草 おろさわひかげ をろ澤日影 1009

阿南町 富草 おろさわひなた ヲロ澤日向 1072～1073

天龍村 神原 おろちした 大蛇下（郷戸ヒラノ内）148 13 ,22 138

天龍村 神原 おろちぶち 大蛇淵 60 ,61 128

天龍村 平岡 おろちぶち 大蛇淵 766　,775 14 128

阿南町 富草 おんいえ 御家 6809

阿南町 富草 おんいえがいと 御家垣外 6811～6812

阿南町 大下条 おんくらまわり ヲンクラマハリ640

阿智村 浪合 おんだ 恩田 １６１９～

下條村 陽皐 おんたけ？ 御岳

阿智村 智里 おんだし 恩出し １９４９～１９５２

阿智村 智里 おんだし ヲンダシ ５０３～５３７

阿南町 富草 おんだし おんだし 6118

阿南町 大下条 おんだし オンダシ 1819～1820

天龍村 神原 おんだし ヲンダシ 855-856 81 180

泰阜村 金野 おんだし ヲンダシ 280，277 3,11 6

阿智村 春日 おんてぼら 恩手洞
２１３５～２１４４，２１５５～２１５６，２１６６～２１６７，２２２４
ハ

天龍村 神原 おんなぐり 女栗 2216 168 ,179 226

天龍村 神原 おんなぐり 女栗 2876 166 242

泰阜村 南山 おんぼう ヲンボウ 8076 89 125

阿南町 富草 おんまえ 御前 6698

阿南町 大下条 おんまえ？ 御前 1627

根羽村 初入 かいがけ カイガケ 5277～5281

阿南町 富草 かいがんじ 開願寺　 2799～2805

阿南町 富草 かいがんじ 開巌寺 2812～2813

阿南町 富草 かいがんじ 開眼地 2819～2851

阿南町 大下条 かいくぼ カイクボ 1126～1129，1134～1138，1141～1142，1145

阿南町 大下条 かいくぼ カイクボ 958～977

阿南町 大下条 かいくぼ カイクホ 992～1025

泰阜村 南山 かいくぼ カイクボ 7375 57,61 126

泰阜村 南山 かいくぼ カイ久保 7445 61 126

阿南町 大下条 かいくぼさわ カイクボ沢
1125，1130～1133，1139～1140，1143～1144，1149～
1151

阿智村 智里 かいけつ カイケツ ２５０９～２５２３，２５５８

高森町 山吹 かいこめ カイコメ ３７２７－３７３９，３７４７，３７４９－３７５０ １０－８ 27

松川町 元大島 かいこめ 飼込 ３４０５－３４３８，４５５９－４５７８，４５８１－４５８２ 37 73

豊丘村 河野 かいしょ？ 会所 ９８９２－ 二－2 154

喬木村 加加須 かいしろがいと かいしろ垣外 5713-5714,5719ﾉ2

阿智村 浪合 かいだて 貝立 ５４～５５

阿智村 伍和 かいつけ 飼付 ３７５０～３７５１，３７５３，３８４６～３８７１
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下條村 睦沢 かいつけ カイツケ ６２５７～６２５８，６２６６～６２６７

喬木村 富田 かいつけがほら カイツケガ洞 14554-14557 3 5

泰阜村 明島 かいつけば カイツケハ 5108 36 74

泰阜村 左京 かいつけば カイツケ場 5493-5511,5515-5517 39 74

喬木村 加加須 かいつぼ カイツボ 1760-1762

阿智村 春日 かいと 垣外 １０７９，１１８５～１２００，１２６７，１２６９～１３０９

阿智村 春日 かいと 垣外
２４８８～２４９０，２６８６～２６９０，２７７６～２７７８，３３４５
～３３５８

阿智村 駒場 かいと 垣外 １４３３，１４３５～１４４０

阿智村 伍和 かいと 垣外 ６１７７，６１７９，６２３３～

阿智村 伍和 かいと 垣外 ６４６１，６４９８，６５００，６５６６～６５６７

阿智村 伍和 かいと 垣外 ７１８～７２１

阿智村 智里 かいと 垣外 ４５１２～４５１８，４６４１，４６４４～４６４５，４９２７，４９２９

阿南町 富草 かいと 垣外 725～729，775

阿南町 富草 かいと 垣外 886，902～904，907～914

阿南町 富草 かいと かいと 2129

阿南町 富草 かいと 垣外 5087

阿南町 大下条 かいと カイト 1873,　1887

阿南町 大下条 かいと カイト 2108～2109,2114～2116

阿南町 富草 かいと かいと 5878～5881

阿南町 大下条 かいと カイト 598～599

阿南町 富草 かいと 垣外 7977～7979

阿南町 富草 かいと 垣外 8230～8232，8236～8241，8374

阿南町 富草 かいと 垣外
8614～8616，8627～8628，8660～8662，8666～8670，
8691～8709，8755～8764，8790～8791，8811～8814

阿南町 富草 かいと 垣外 9105～9121

下條村 陽皐 かいと 垣外 ２６２

下條村 陽皐 かいと 垣外 ９４９

下條村 睦沢 かいと 垣外 １３６５

下條村 陽皐 かいと 垣外 ３７４２

下條村 陽皐 かいと 垣外 ４３０９

下條村 睦沢 かいと 垣外 ４５７２

下條村 陽皐 かいと 垣外 ６１０５

下條村 睦沢 かいと 垣外 １０２４３

下條村 陽皐 かいと 垣外 １７４２～１７４３

下條村 陽皐 かいと 垣外 ２２６８～２２６９

下條村 陽皐 かいと 垣外
３９６０～３９６１，３９８７～３９８８，４０３８，４０５４～４０５
５，４０５７，４０６４，４０６７，４０７６～４０７７，４０８２，４０８
４，４０８７

下條村 陽皐 かいと カイト
４６２６～４６２７，４６３７，４６４２～４６４６，４６４９～４６５
０，４６５５～４６５８，４６６１～４６６２，４６７７～４６７９

下條村 陽皐 かいと カイト ５０１２，　５０１８，５０２０

下條村 睦沢 かいと 垣外
５４０８～５４０９，５４１５，５５４０，５５４２，５８４５，５８６３，
５８８５，５９６４～５９６７，５９８４

下條村 睦沢 かいと 垣外
６１９７，６２３４，６２４４～６２４６，６２５５，６２５７，６２７６，
６４００，６４１４，６４５６，６４６２～６４６３，６４６９，６６１５，
６６１７，６６２０～６６２４，６６４８

下條村 睦沢 かいと カイト ６２５９，６２８１～６２８２，６３７３，６３９１
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下條村 睦沢 かいと 垣外
６６８９～６６９１，６６９７，６７８５，６７９９，６８８５，６９１８
～６９２０，６９３４，７２０９，７２１３，７２１５，７２１７，７２７
５，７３２６，７３２８，７３５８

下條村 睦沢 かいと 垣外 ７４３２，　７４４８

下條村 睦沢 かいと 垣外
８７０６～８７０７，８７１７～８７１９，８７２４，８７７０～８７７
２，８８９３～８８９７，８９６７～８９７１

下條村 睦沢 かいと 垣外
８９８２，９２９０～９２９３，９３２０，９４２６，９４２８，９７１４
～９７１６，９７２９～９７３４，９８１２

下條村 睦沢 かいと カイト ９９５３～９９５４，９９５６

喬木村 富田 かいと 垣外 12228 1 6

喬木村 小川 かいと 垣外
5920,5922-5923,6110-6112,6119-6125，6138-6139，6170-
6177,6181-6182,6184,6195-6197,6200-6201

喬木村 小川 かいと 垣外
7316，7696-7698,7701-7703,7706,7727-7728，7904-
7905，8030,8220-8221,8223-8226,8259,7909-7910，7913-
7916,7928-7929,7947-7949,7970

喬木村 氏乗 かいと 垣外 9956,10052-10058,10117-10132

喬木村 大和知 かいと 垣外 11536-11537

高森町 牛牧 かいと カイト
３９５，３９７－３９９，４０３，４０６－４０８，４１７－４１８，４２
８，４３１－４３５，２４７７－２４７９

６－１１ 28

高森町 牛牧 かいと 垣外 ４０３－４０４，１１２０，１１２２，１１３５－１１３６ ５－１２ 28

高森町 山吹 かいと 垣外 ２４３－３８３，４１４－４２９，2519－2520，6102－6103 ８－７ 28

高森町 吉田 かいと カイト １０８０－１０８２ ８－１１ 28

豊丘村 河野 かいと 垣外

１１９－１２０，１２３－１２４，１２９－１３９，１６１－１７１，１７
４，１８６－１９６，７６８－７６９，８０３，８２７－８２９，８３１，
５６３６－５７６０，４１７３，４１７５－４１８８，４１９４－４１９
７，４１９９，５７３２－５７３４

二－3 4,131

豊丘村 神稲 かいと 垣外

７２４８－７２４９，４４０１－４４０７，４３５２－４３５３，４３８７
－４４００，２３７６－２３７７，３８０３－３８０５，３９１５－３９
２５，５４０３－５４０６，１００３－１００５，１０６４０－１０６４
２，１０６４７，１０７７３，９９５４，９９５９－９９６５，９９６７

二－5 16

豊丘村 神稲 かいと 開土 ２４８－２５７ 二－3 12

松川町 生田 かいと 垣外
２２４７－２２５６，２２５９－２２７９，２４３１－２４３４，２４３６
－２４５４，２４５７、３２６８－３２７７，４９３７－４９３８，４９４
０，４９４３－４９４８

30 5

松川町 上片桐 かいと 垣外 ５４５，５５４－５６７，５６９，５４９２－５５０４ 6 5

松川町 元大島 かいと 垣外

38，５１，５７３－５７４，５７７－５７９，３０６９－３０９５，３１０
５，１３５３，１４３９，１４４１－１４４２，１４４４－１４４５，１４
４７－１４４９，１４６０－１４６５，１４６７－１４６９，１４８４－
１４９１，１５１０－１５１６，１５２５－１５２６，３５１３－３５１
８，３５１９ノ２－３５３１

28，46 5

松川町 元大島 かいと かいと
１９０４，１９０６－１９０８，１９１３，１９１６－１９２２，１９２７
－１９３５，１９３８－１９４４，１９４９－１９５０，１９５５－１９
５７，１９５９－１９６２

29 5

泰阜村 明島 かいと カイト 5243-5245,5247 50 10

泰阜村 打沢 かいと 垣外 2404 25 10

泰阜村 金野 かいと かいと 4-9 6 10

泰阜村 黒見 かいと 垣外 4483-4484 33,35 10

泰阜村 田野口 かいと カイト 5375 33 10

泰阜村 田野口 かいと 垣外 5386-5390 33 10

泰阜村 田野口 かいと かいと 5397 33 10

泰阜村 南山 かいと カイト 6260 70 10

泰阜村 南山 かいと 垣外 7998 74,89 10

下條村 陽皐 がいと 開土 ４３０５，　４３１０

阿南町 富草 かいと？ 開途？ 7647
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阿南町 大下条 かいとうえ カイト上 359

阿南町 富草 かいとうえ 垣外上 8377～8378

泰阜村 黒見 かいとうえ かいと上 4215-4216 17 36

阿南町 大下条 かいどうした 街道下 1079～1080

阿南町 大下条 かいどうした 街道下 1667～1670，1944

阿南町 大下条 かいどうした 街道下 2562～2563

高森町 牛牧 かいどうした 街道下 ４５４－４５７ ５－１３ 28

天龍村 平岡 かいどうした 街道下 107-108 27 11

松川町 元大島 かいどうした 街道下 ４４０６ 37 73

泰阜村 怒田 かいどうした 街道下 3031 41 109

高森町 山吹 かいどうにし 街道西 ３０２４－３０２８ ９－７ 28

阿南町 大下条 かいとうばた カイトウバタ 120，　125

阿智村 浪合 かいどうばた 街道畑 ３８７～

高森町 牛牧 かいどうばた 街道端 644 ５－１３ 28

高森町 牛牧 かいどうばた 街道バタ ５４，　２２２２ ６－１３ 28

高森町 牛牧 かいどうばた カイ道バタ ５８－５９ ６－１３ 28

根羽村 横畑 かいどうばた 街道端 4564

松川町 元大島 かいどうばた 街道端 ３４４７－３４５０，３４５３－３４５９，4396－4405 37 73

喬木村 富田 かいどうぼら 海道洞 14630-14640 4 6

根羽村 一之瀬 かいどうみなみ 街道南 4929～4930ｲ

阿南町 富草 かいとした 垣外下 8243～8246

下條村 睦沢 かいとした 垣外下 １３５４

阿智村 伍和 かいとじり 垣外尻 １４７０～１４８３

阿智村 伍和 かいとじり 垣外尻 ４０７７～４０７９

阿智村 智里 かいとじり 垣外尻 ４９３３～

阿南町 富草 かいとじり かいとじり 5261～5263

大鹿村 鹿塩 かいとじり 垣外尻 1282～1284

下條村 陽皐 かいとじり 垣外尻 １６１９

下條村 陽皐 かいとじり 垣外尻 ３６９９，　３９１５

喬木村 富田 かいとじり 垣外尻 13522-13524 1 6

喬木村 小川 かいとじり 垣外尻 7767-7768,7772,7774,7781

喬木村 小川 かいとじり 垣外尻 8231-8232,8234-8249,8252-8253,8301-8303，8315-8316

高森町 牛牧 かいとじり 垣外尻 ８２０，　８２２ ４－１３ 28

高森町 山吹 かいとじり 垣外ジリ ２５２１－２５２２ ７－７ 28

高森町 山吹 かいとじり 垣外尻 ４６０９－４６１１，4775－4786 １１－８ 28

豊丘村 神稲 かいとじり 垣外尻 ７３２９－７３３４，１２１２２，１２０９０ 五－3 38

松川町 生田 かいとじり 垣外尻 ２２３１－２２３２ 30 73

松川町 元大島 かいとじり 垣外尻 ７２６ 55 73

泰阜村 南山 かいとじり 垣外尻 6719，8127，8132,8204-8205 89 126

高森町 山吹 かいどじり 開土尻 ４７７１－４７７４ １１－８ 28

松川町 生田 かいとじりひかげ 垣外尻日影 ２２３５－２２３８ 30 73

阿智村 伍和 かいとた 垣外田 ６４５９～６４６０

阿南町 大下条 かいとた カイト田 651，　657
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阿智村 春日 かいとだ 垣外田 ６４２～６４３

阿南町 大下条 かいとだ 垣外田 3687

下條村 睦沢 かいとだ 垣外田 ２３５，２５６～２７４

下條村 陽皐 かいとだ カイト田 ５５４９～５５５４

下條村 睦沢 かいとだ 垣外田 ６８９６～６９０１，６９１２～６９１５

下條村 睦沢 かいとだ 垣外田

喬木村 加加須 かいとだ 垣外田 5266

喬木村 小川 かいとだ 垣外田 8258

豊丘村 河野 かいとだ 垣外田 ８０５－８０６ 二－4 77

泰阜村 左京 かいとだ 垣外田 5900-5901,5904-5906 53 97

泰阜村 南山 かいとだ 垣外田 8300-8302，6770 86 97

下條村 睦沢 かいとたじり 垣外田尻

阿智村 伍和 かいとのほら 垣外ノ洞 ６４３１～６４３６

阿智村 伍和 かいとばた 垣外畑 ６６１９～

下條村 睦沢 かいとばた 垣外畑 １３５５

下條村 睦沢 かいとばた 垣外畑 １４２７，１４２９，　１４３４

喬木村 小川 かいとばた 垣外畑 6185　,6194

高森町 牛牧 かいどばた カイドハタ 645 ４－１３ 28

高森町 牛牧 かいどばた カイドバタ ６４６，１４２０，１４２２－１４２４，１４５２ ４－１３ 28

泰阜村 打沢 かいどばた カイドバタ 1707-1708 22 66

豊丘村 河野 かいどばたうえ 開土畑上 ４６７２－ 五－2 62

高森町 牛牧 かいとばら 垣外原 ２４４８，２４５１－２４５２ ５－１１ 28

阿智村 春日 かいとみずじり 垣外水尻 ２４９１～

阿南町 富草 かいとみちした 垣外道下 8233～8234

阿南町 富草 かいとみちした 垣外道下 8381～8382

阿南町 富草 かいとみちした 垣外道下 8671～8674

阿南町 和合 かいのり カイノリ 2037

松川町 生田 かいはた 開畑 ７９０１－７９２１ 57 73

天龍村 平岡 かいばた？
開畑（宇連山
ノ内）

942 13 133

下條村 睦沢 かいばな カイバナ ７５３６，　７５４２

喬木村 小川 かいまがり 貝まがり 6855-6858 みまがり

豊丘村 神稲 かいまがり カイマガリ １０５３８－１０５６１ 五－3 105

喬木村 小川 かいまわり 貝回リ 5943-5944

喬木村 小川 かいまわり 貝廻 6810-6811,6823-6825,6827,6829-6834

根羽村 町 かいまわり 貝廻リ 2082～2089，2125

喬木村 小川 かいまわりした 貝廻下 6817-6821

根羽村 町 かいまわりみちした 貝廻リ道下 2080

泰阜村 南山 かいむづくり カイム作 7339 63,77 126

豊丘村 神稲 かいもちだいら かい持平 ５６９６－５７０６ 五－2 59

豊丘村 神稲 かいもちだいら カイモチ平 ５６９６－５７０６？ 五－5 59

豊丘村 神稲 かいもちだいら かいもち平 １１７４８－１１７４９，１１７５１－１１７５２ 五－5 59

喬木村 小川 かいよけ カイヨケ 7791-7793

高森町 牛牧 かいろく 開録 １２３１，　１２３４ ５－１２ 29
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阿南町 大下条 かいろくば カイロクバ 916

天龍村 平岡 かいろぶち カイロ渕 2580 157 108

天龍村 平岡 かいろぶち 蛙渕 1580-3 157 108

喬木村 伊久間 かえいあらため 嘉永改
15671-15675,15677-15679,15688-15692，15729-
15734,16026-16027,16074-16078

下條村 陽皐 かえと カエト
４０７３，４１８１，４１８３，４１４４，４１４６～４１４８，４１９３
～４１９６，４２００～４２０５

下條村 陽皐 かえと？ カヘト ３９７６

下條村 陽皐 かえもんばた 嘉右衛門畑 ６６５～６７４

豊丘村 神稲 かえりがくち 帰口 五－6 109

豊丘村 神稲 かえりがくち 帰ヶ口 １０２８６－１０２８８，１０３３９，１０２１５ 五－6 109

豊丘村 神稲 かおり 磬 １１７５３－１１７５７ 二－5 21

豊丘村 神稲 かおり カホリ ８０９２－８０９３ 二－5 21

豊丘村 神稲 かおりがおか 薫ヶ岡 ５８４－５８５，５９０，５９８－５９９，６０１－６０２，６１１ 二－6 49

喬木村 小川 かおれ かをれ 7759

阿南町 大下条 かかさやしき カカサヤシキ 3702

阿南町 大下条 かかさやしき？ 母屋敷 3700

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

下條村 睦沢 かかたぼら かヽ多洞 ２６５３～２６５４

天龍村 平岡 かがみいし 鏡石 2460 170 101

天龍村 平岡 かがみいし 鑑石 2217

阿智村 伍和 かかりき カヽリキ ４８９１～４８９９

下條村 睦沢 かがりば カガリバ ２４９５～２５０２

阿南町 旦開 かきかいど 可き開土 714

阿南町 旦開 かきかいど かき開土 716

阿南町 旦開 かきかいど カキ開土 715717

阿智村 伍和 かきがいと 垣垣外 ６７ノ１

豊丘村 神稲 かきがいと 柿垣外 ４９８，５８９，５９１－５９７，６００，６０３－６０９，６１０

豊丘村 神稲 かきがいと 柿開土 ５８６－５８８ 二－3 6

豊丘村 神稲 かきがいと 柿開外 二－3 6

豊丘村 神稲 かきがいといえのあと 柿垣外家ノ後 ５９６，５９３－５９４

阿南町 大下条 かきがくぼ 柿ヶ久保 3258

下條村 陽皐 かきかけ カキカケ ５９８４

下條村 睦沢 かぎかけ カギカケ １９９５～２００８

天龍村 神原 かぎかけ カギカケ 6315 79 83

天龍村 平岡 かぎかけ 鍵掛け 2141-2142 125 ,140 83

松川町 生田 かぎかけ カギカケ ７２７０－７２７５，７２７７－７２８９ 73

根羽村 田島 かきがだいら 柿ヶ平 172～174，180

豊丘村 河野 かぎがたいら 鍵ヶ平 ７６１５－ 五－7 164

根羽村 田島 かきがつぼ 柿ヶ坪 188～202

阿南町 和合 かきがひら かきが平

根羽村 田島 かきがひらいえうら 柿ヶ平家裏 181

天龍村 神原 かきくぼ
柿久保（中組
平内）

770-771 109 176

天龍村 神原 かきくぼ 柿久保 4174，4191-4193 119 176
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松川町 生田 かきくぼ 柿久保 ４５０７－４５０９，４５１１－４５２１ 73

喬木村 氏乗 かきざわ 柿沢 11464

根羽村 新井 かきざわみちばた 柿沢道端 871

天龍村 神原 かきした 柿下 4020 105 273

豊丘村 神稲 かきした 垣下 ７２５０－７２５２ 二－6 91

松川町 元大島 かきた カキ田 ４２００ 46 74

松川町 元大島 かぎた 鍵田 ３７７，６５７ 46 74

阿南町 大下条 かきだいら 柿平 1303～1358，1405～1406

阿南町 大下条 かきだいら 柿平 2312～2323

天龍村 神原 かきだいら 柿平 2306-2307 178 77

豊丘村 神稲 かきだいら 柿平 ４０９２－４０９６ 二－5 92

豊丘村 神稲 かきだいらした 柿平下 ３７２３－３７２６

天龍村 神原 かきたわ 柿タワ 2778,2780-2800 166 235

下條村 陽皐 かきど 垣土 ４０７９～４０８１

松川町 元大島 かきぬま カキ沼 ２４２８－２４３６ 38 138

喬木村 加加須 かきねばら かき祢ばら 5358

喬木村 加加須 かきねばら かき祢原 5743-5744,5745-5747

泰阜村 柿野 かきの 柿野 3606 37 84

松川町 上片桐 かきのうち 垣ノ内 １００１－１０１１ 6 6

泰阜村 唐笠 かきのきくぼ 柿木久保 4118 － －

高森町 出原 かきのきだ カキノキダ １４４－１４７ ８－９ 29

高森町 山吹 かきのきだ 柿ノ木田 ５３０７－５３１１ ９－１０ 29

豊丘村 神稲 かきのきだ 柿木田 ５４２０－

松川町 元大島 かきのきだ 柿ノ木田 ２５０１，２５０５，２５１４－２５１５，２５７０，２５７５ 39 39

阿南町 和合 かきのきたいら カキノキタイラ2441

阿南町 和合 かきのきたいら 柿木平 2442～2443

阿南町 富草 かきのきだいら 柿木平 434

阿南町 和合 かきのきだいら カキノキダイラ2444

阿南町 和合 かきのきだいら 柿ノ木平 2593

松川町 生田 かきのきだいら 柿ノ木平 ２５１７－２５２２，２５３７－２５４８ 23 39

豊丘村 神稲 かきのきばた 柿木畑 ５４２１－ 五－2 53

下條村 睦沢 かきのきはら 柿の木原

泰阜村 柿野 かきのきはら 柿ノ木原 3612-3616,3618-3621 37 84

下條村 睦沢 かきのきぼら 柿木洞 ６１５４，　６１６１

大鹿村 鹿塩 かきのくぼ 柿ノ久保 3348～3364，3392～3398

天龍村 神原 かきのくぼ 柿ノ久保 3551 106 264

泰阜村 金野 かきのくぼ 柿の久保 218-228,236-238ｲ,238ﾊ-242 4,15 8

豊丘村 神稲 かきのさわ 柿ノ沢 １０９３６－１０９３９ 五－3 99

松川町 元大島 かぎのた 鍵ノ田 ８０２－８０３ 46 74

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

天龍村 神原 かきのたいら 柿ノ平 2354

天龍村 神原 かきのたいら
柿ノ平（中組
平内）

728,761,768-769 94 205

天龍村 神原 かきのたいら 柿ノ平 797 94 205
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天龍村 神原 かきのたいら 柿ノ平 1483-1485，1489-1490 138 205

天龍村 神原 かきのたいら カキノ平 4338，4376-4387 133 205

根羽村 萸野 かきのたいら 柿ノ平 2997～2999

泰阜村 金野 かきのたいら 柿の平 344-356 4,6 7

泰阜村 南山 かきのたいら 柿ノ平 8727 104 7

天龍村 神原 かきのだいら 柿ノ平 828 94 205

阿南町 大下条 かきのたいらみちうえ 柿ノ平道上 2307～2308

阿南町 大下条 かきのたわ カキノタワ 732～736，1483～1486，1494～1501

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

阿南町 富草 かきのば 柿場 6988～6991，7285～7286

天龍村 平岡 かきのひら 柿ノ平 2089 111 77

泰阜村 南山 かきのひら 柿ノ平 7938-7956,7960-7962,7964-7967,7971，9030 74,92 8

泰阜村 金野 かきのほら 柿の洞 251 4,15 89

天龍村 神原 かぎのり カギノリ 6113-6123 12 ,20 323

天龍村 平岡 かきのわ 柿ノワ 1728

阿南町 大下条 かきはた 柿畑 994～995

下條村 睦沢 かきはた 柿木畑 ２３３６

阿南町 和合 かきばた 柿畑 1660～1669

天龍村 神原 かきばた 柿畑 50

天龍村 平岡 かきばた 柿畑 730 3 ,4 120

天龍村 神原 かきはたざか カキ畑坂 5932 54 318

天龍村 神原 かきばやし 柿林 2387 178 45

天龍村 平岡 かきばやし 柿林 1844 83 45

天龍村 平岡 かきばやし 柿林 2048､2056 96 ，110 45

阿南町 大下条 かきほら 柿洞 3712～3713

喬木村 伊久間 かくえん 角円 16535-16550

喬木村 小川 かくご 覚吾 8783,8791-8812

喬木村 氏乗 かくご かくご 9898

豊丘村 神稲 かくしだ カクシ田 １１４４３－１１４５２ 五－3 94

喬木村 氏乗 かくしばた かくし畑 11224-11225

喬木村 富田 かくせんぼら 角仙洞 14319-14322

天龍村 神原 かぐのどう カグノドウ 4532-4534 146 ,161 286

天龍村 神原 かぐのどう カクノトウ 4547 161 286

阿南町 富草 かくばた 角畑 8920～8922

喬木村 富田 かくばた 角畑 12250-12252､15003-15008 4 6

天龍村 神原 かくべい 角兵 138 32 ,33 137

天龍村 神原 かくべい
角兵ヱ（郷戸
ヒラノ内）

183 32 137

阿南町 大下条 かくぼ カクボ 352

阿智村 智里 かくれごや カクレゴヤ ３６８８，３７０３～３７０４

豊丘村 神稲 かくれだいら カクレ平 ５５５０－５５５４ 五－5 111,129

天龍村 神原 かくれぼとけ カクレ佛 4165 105 276

阿智村 浪合 かくれやま カクレ山 ９７２ホ３

阿南町 和合 がくんとう がくんとう 1910
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阿南町 和合 がくんどろ がくんどろ？ 1905，1909，1911～1912

阿智村 駒場 かけ カケ
１３６２～１３６３，１３６４～１３６８，１３７０～１３７１，１４０９
～１４１０

阿智村 駒場 かけ カケ ３０６～３０７，３５４

阿智村 駒場 かけ カケ ８１１～

平谷村 合川 かげ カゲ １４４４－

平谷村 合川 がけ ガケ １４２５－１４２６，１４２８－１４９８？，１４５１－１４５４

平谷村 合川 がげ ガゲ １４４９－１４５０

下條村 睦沢 かけぐち カケ口 １０２３１

泰阜村 明島 かけぐち カケ口 5227-5230,5331-5332 50 74

阿智村 駒場 かけざわ カケ沢 １３８７ロ

泰阜村 南山 がけした 岨下 6048 - -

阿南町 富草 かけた 可希田 14

阿智村 春日 かけだ 欠田 １８９２～１９１０，１９３３～１９３４

阿智村 春日 かけだ 欠田 ２３８４～２３８７

下條村 陽皐 かけだ 欠田 ２５０３～２５２１，２５２８～２５３０

豊丘村 神稲 かげだ 影田 ５４６９－ 五－5 112,124

天龍村 神原 かげだいら 陰平 2296-2305，2308-2322 178 227

泰阜村 黒見 かけはし カケハシ 4358-4369 17,18 38

泰阜村 田野口 かけはし カケハシ 5410-5414 33,34 38

泰阜村 万場 かけはし かけはし 3829-3831,3861-3873 18,34 38

阿智村 駒場 かけはた カケ畑 １３８７ノ１，１３９３

喬木村 小川 かけはた かけ端 6836-6839

根羽村 向黒地 かけはた カケ畑 2739～2742

根羽村 取手 かけはた かけ畑 4742～4743

阿智村 駒場 かけばた カケ畑 ６２０，６４８～６４９

阿智村 伍和 かげばた 影畑 ７２７～７２８

喬木村 加加須 かけまたさわぐち 欠又沢口 5516ﾉ8-5516ﾉ6？

天龍村 神原 かけまま カケママ 5010-5011 146 295

天龍村 平岡 かけみず かけ水 2155-2156 111 ,125 84

豊丘村 河野 かごた 篭田 ３３０－３３４，３４０－３４３ 二－4 70

阿智村 春日 かごだいら 籠平 ２０５２～２０５４

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

阿智村 春日 かごだいらやま 籠平山 ２０４４～２０４７

阿智村 春日
かごだいらやまかみく
ち

籠平山上ノ口 ２０４８～

阿智村 春日
かごだいらやましたく
ち

籠平山下ノ口 ２０５１～

阿智村 春日
かごだいらやまなかの
かみ

籠平山中ノ上 ２０５０～

阿南町 大下条 かごば カゴバ 2275～2277

喬木村 富田 かごばた カゴ畑 12816-12819 １，２ 6

喬木村 阿島 かごやつるね カゴヤツルネ 4398-4450

大鹿村 鹿塩 かさ カサ 2296～2298？，2300

天龍村 神原 かさ 傘 5865,5874,5879　,5928 65 ,66 315
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下條村 陽皐 かざあな 風穴

天龍村 神原 かざあな 風穴 1450-1451 124 40

天龍村 平岡 かざあな 風アナ 1406,1452-1456 40

天龍村 神原 かざあなたかはね
カザ穴高羽
根

1853 167 214

下條村 陽皐 かさいさんりゅうこうじ 河西山隆興寺

天龍村 神原 かさいじま カサイジマ 664680 81 171

泰阜村 南山 かざくぼ 風久保 7348-7349 61,63 126

泰阜村 南山 かざくぼ 風久保 9007 63,64 126

阿南町 富草 かざこし 風越 2193，2211～2213

阿南町 富草 かざこし 風こし（志） 9660～9665，9720～9722，9732～9735

下條村 陽皐 かざごし 風越 ６１４４～６１４７

阿智村 伍和 かさだ 笠田
５６５６ロ，５９２３～５９３４，５９３６，５９３８，５９４０～５９５
０，５９６０～５９６３

阿智村 伍和 かさだひかげ 笠田日かげ ５９３５，５９３７～

天龍村 平岡 かざはた 風畑 2279 140 91

喬木村 大和知 かさはら 笠原 11591

泰阜村 左京 かざはら 風原 5636 53 98

泰阜村 南山 かざはら 風原 6059,6061-6063 53,55 97

阿智村 春日 かざはり 風張 ３０１，２２０１～

阿智村 春日 かざはりきただいら 風張北平 ２２１９～

阿智村 春日
かざはりきただいらと
うげ

風張北平嶺 ２２２０～

阿智村 春日 かざはりみなみだいら 風張南平 ２２２１～

下條村 睦沢 かざまき 風槙 １３５０

喬木村 加加須 かざまき 風巻 5375ﾛ､5535-5536

高森町 吉田 かざまき カザマキ 2960 29

天龍村 神原 かざまき
カザマキ（郷
戸ヒラノ内）

165-166 34 140

阿南町 和合 かさまつ かさ松 1796

下條村 睦沢 かさまつ 傘松 ３２４９～３２５０

天龍村 神原 かさまつ 笠松 3150-3151 107 249

天龍村 神原 かさまつ
カサマツ（郷
戸ヒラノ内）

219 68 145

泰阜村 南山 かさまつ 笠松 7325-7326 - -

泰阜村 南山 かざまつり 風祭 8667,8672 90 126

松川町 生田 かさもち 笠持 ４８９２－４９１０ 43，44 74

松川町 元大島 かさもちませたお 笠持馬瀬タヲ ４６９２ 43，52 74

大鹿村 鹿塩 かさやま 笠山 4188－

大鹿村 鹿塩 かさやま 笠山 4188－

阿南町 旦開 かざよけばやし 風除林 26～28，30

下條村 陽皐 かざら 風原 ３０７

下條村 陽皐 かざら カザラ １１３４～１１３５

喬木村 富田 かざら 風原 12196-12200､14433-14448 １，２，４ 6

天龍村 神原 かじ かぢ 2101 168 222
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下條村 睦沢 かし？ カミ？カシ ５８４３

大鹿村 鹿塩 かしお 鹿塩 489，663－

大鹿村 鹿塩 かしお 鹿塩 1765－

阿南町 大下条 かしおさわ カシヲ沢 1657

下條村 陽皐 かしがいと 加シ垣外 ５４９６～５５００

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

泰阜村 南山 かしがいと カシ垣外 7056-7057 72,73 126

阿南町 富草 かじがいと 梶垣外 3034～3036

阿南町 富草 かじがいと カジ垣外 7145～7146

下條村 陽皐 かじがいと 鍛冶垣外 ２０９５

下條村 陽皐 かじがいと 梶垣外 ５５３０

高森町 大島山 かじがいと 鍛冶垣外 ４５０－４６１，４７５－４８６ ６－１１ 29

天龍村 神原 かじがいと カジ開土 3223 80 251

松川町 元大島 かじがいと 梶かいと ２６２８－２６２９ 29 55

松川町 元大島 かじがいと かちかいと ２６４６－２６５２，２６５７－２６５９，２６６２－２６８２，２６８８ 29 55

松川町 元大島 かじがいと 梶垣外 ４３８５－４３８６ 37 55

泰阜村 南山 かじがいと カジガイト 8514 103 126

阿智村 伍和 かじかばやし 加持加林 ２７０８～２７２０，２４８１～２５２４

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

天龍村 神原 かしくぼ カシ久保 1472 139 204

天龍村 平岡 かじこやど かじ子やど 2113 112 79

阿南町 富草 かしざか かし坂 720

阿南町 大下条 かじざか カジザカ 617～618

阿南町 大下条 かじし カヂシ 1247～1249

阿南町 大下条 かじし カジシ 5～25，33，620，622～658，663～671

阿南町 大下条 かじしたわ カジシタワ 616～618

下條村 睦沢 かじた カジ田 ２９０２～２９０４

高森町 牛牧 かじた 梶田 ２３２８－２３３０，２３３１－２３３３ ６－１２ 29

高森町 牛牧 かじた カジタ ２３３０ロ ６－１２ 29

高森町 牛牧 かじた カジ田 ２３４２－２３４７ ６－１２ 29

高森町 山吹 かじだ カジ田 ３７０６－３７０７ １０－８ 29

阿智村 伍和 かしちはた 嘉七畑 ５５３３～

天龍村 神原 かじちや カジチヤ 3470　,3490 121 258

天龍村 神原 かじつくり カヂ作リ 2976-2978 151 5

天龍村 平岡 かじつくり カジ作リ 56 26 5

根羽村 老平 かしどや カシドヤ 3505～3508

泰阜村 南山 がしな 我科

8467-8470,8472-8478,8480,8486,8489-8496，8498，8500-
8505,8507-8513,8515-8521,8523-8526，8530-8532,8535-
8540,8542-8543,8545-8548，8551-8554,8556-8558,8560-
8563,8565-8569,8572-8574,8577-8580，8618,8647-
8648,8650-8651, 8671

90 126

阿南町 富草 かしのくぼ かしの久保 4372～4374，4396～4400

天龍村 神原 かしのそうれ
ｶｼﾉｿﾌﾚ（ヒヨ
サワヨリ竜川
ﾉ内）

975-976 95 185
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大鹿村 鹿塩 かしばさま 貸場様 43～46，49～50

根羽村 町 かしばた 加志畑 2115～2123

根羽村 小川 かしばた カシ畑 4027～4029

泰阜村 南山 かしばた カシ畑 8938 79,82 55

阿南町 大下条 かじばた カジバタ 990～993，999～1011

天龍村 神原 かじばた カジ畑 5476 90 ,104 305

松川町 元大島 かじばた 梶畑 ４３２３－４３３３，４４１４－４４１６，４４１８－４４２０ 37，46 74

泰阜村 打沢 かじばた カジ畑 2128 22 55

天龍村 神原 かしはら カシ原 5873　，5875 65 316

豊丘村 神稲 かしはら 柏原

１２２４６－１２２７０，１２２７５－１２２８６，１２５１１－１２５１
２，１２０９７－１２１２１，１２１２４，１２１２７－１２１３４，１２
２３２－１２２３３，８９３５－８９５７，８９６１－８９６２，９４１３
－９４１９，９４２１－９４３８，９４４０－９４４１，９４５６－９４
５７，９４６５－９４７２

二－7 39

松川町 大島 かしはら 樫原
３１０－３１１，３１４，３２９－３３０，３５８，３６０－３６１，３９
５，５４９，５５５，５５８，５６０，５６２－５６３，６０８－６１２，６
４４－６４５，

14 74

阿南町 大下条 かしほさわうえ カシホ沢上 246～250

下條村 陽皐 かしほばた カシホ畑 ５９８５

阿南町 富草 かじほら 鍛冶洞 2865～2866

喬木村 氏乗 かしまた かし又 11001-11018,11023-11047,11074-11105,11439

喬木村 氏乗 かしまたかわら かし又川原 11021-11022,11048-11069

喬木村 富田 かしまや 加島屋 12275-12276

阿南町 富草 かしや カシヤ 9184～9187

阿智村 伍和 かじや 鍛冶屋 ５１１３～

阿智村 伍和 かじや カジヤ ６１７８～

阿南町 大下条 かじや カジヤ 2443

阿南町 大下条 かじや カジヤ 2703

阿南町 富草 かじや 鍛冶屋 5452

阿南町 大下条 かじや 梶屋 2657～2664

下條村 陽皐 かじや 鍛冶屋 ７２２１

下條村 陽皐 かじや 鍛冶屋 ６１３８～６１４０

喬木村 富田 かじや 梶屋 12248-12249

喬木村 小川 かじや 家治屋 8129

根羽村 横畑 かじや 鍜冶屋 4516～4529，4537

泰阜村 黒見 かじや カジヤ 4333-4334 30 71

泰阜村 南山 かじや 鍛冶屋 8180 92 71

大鹿村 鹿塩 かじやがいと 鍜冶屋垣外 2630～2648

大鹿村 鹿塩 かじやがいと 鍜冶屋垣外 2630～2648

下條村 陽皐 かじやがいと 鍛冶屋垣外 ５５０１，５５０８～５５０９

松川町 生田 かじやくぼ カジヤクボ ７１８９－７１９０ 74

高森町 山吹 かしやしき カシヤシキ ２４０１－２４０６，２４７９－２４８０ ７－７ 29

下條村 陽皐 かじやしき 鍛冶屋敷 ２１３８

下條村 陽皐 かじやしき カジヤシキ ２１０９～２１１８

高森町 山吹 かじやしき カジヤシキ
２４３３－２４３５，２４４０－２４４５，２４５１－２４６７，２４５８
－２４６７

７－７ 29
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天龍村 平岡 かじやしき カジヤシキ 1911 96 72

泰阜村 柿野 かじやしき 鍛冶屋敷 3540 37 72

泰阜村 左京 かじやしき カジヤ敷 6011-6013 53 72

泰阜村 左京 かじやしき 鍛冶屋敷 6015-6016 53 98

阿南町 富草 かじやしま 鍛冶屋島 838～839

天龍村 神原 かしやすんど カシヤスンド 1838-1840 ,1842-1842，1842-1843，1847-1848 167 213

阿南町 富草 かじやそと 梶屋外 3728，3730～3766

阿南町 富草 かじやだ 鍛冶屋田 1430

下條村 陽皐 かじやだ 鍛冶屋田 ６１３６

下條村 陽皐 かじやだ 鍛冶屋田 ６４７７～６４８５

松川町 上片桐 かじやだ 鍜冶屋田 ２２３８－２２５６ 10 10

豊丘村 河野 かじやつくり 鍛冶屋作り ５７７－ 二－4 77

豊丘村 神稲 かじやつくり 鍛冶屋作り

阿南町 富草 かじやど カジヤド 3686～3697，3706～3709

阿南町 富草 かじやどう 鍛冶屋堂 2573～2576

阿南町 富草 かじやどう カジヤドウ 4307～4308

喬木村 小川 かじやのうえ 家治屋ノ上 8133

下條村 陽皐 かじやのした 鍛冶屋ノ下 ８０１～８０２，８０８～８１４

阿南町 和合 かしやばた かしや畑 734，737～738

下條村 睦沢 かじやはた 鍛冶屋畑 ３４，　４７

阿智村 浪合 かじやばた 鍛冶屋畑 １８６ニ

阿南町 和合 かじやばた かじや畑 1088～1093

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

泰阜村 田野口 かじやばた かじや畑 5391-5392 33,34 72

阿南町 和合 かじやはたいり かじや畑入 1100

下條村 睦沢 かじやばたうえ 鍛冶屋畑上 ４１

下條村 睦沢 かじやばたうえ 鍛冶屋畑 ６４０９～６４１１

大鹿村 大河原 かしやばやし
大西ノ分カシ
ヤ林

4326～4331

阿智村 伍和 かじやまえ カジヤ前 ６１７６～

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

天龍村 神原 かしゅうわし カシウワシ 1214 95 194

天龍村 神原 かしゅうわしみちした
カシウワシ道
下

1215 95 194

喬木村 富田 かじょう 火定 13109-13120 2 26

阿南町 富草 かしらがばやし かしらが林 1962

阿南町 富草 かしらなし 頭ナシ 2871～2895

豊丘村 神稲 かしらなし 頭無 １２１３５－１２１４１，１２２２４－１２２３１，８９５８－８９５９ 二－7 42

泰阜村 万場 かしわ 柏 3777 34,37 115

阿南町 富草 かしわお 柏尾 １０２，１３１～１３２，１３５～１４１

阿南町 富草 かしわおいのした 柏尾井ノ下 143～146

阿南町 富草 かしわおおおた 柏尾大田 130142

阿南町 富草 かしわおおおたした 柏尾大田シタ 150～152

阿南町 富草 かしわおした 柏尾下 123～124
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阿智村 智里 かしわかいと 柏垣外 ２２６６～２２８８，２３５２，２７１４～２７２０

阿南町 大下条 かしわかいと 柏開土 464～465，525

阿智村 智里 かしわがき 柏垣 ２２８９～２２９２

阿智村 伍和 かしわぎ 柏木 ６４５３～６４５５

豊丘村 神稲 かしわぎ 柏木 １０５２２－１０５２６，１０５３２－１０５３４，１０５８２ 五－3 103

下條村 陽皐 かしわぎぼら 柏木洞？ ４５８０～４８５３

阿南町 大下条 かしわはば 柏巾 1078～1095，1098～1110

阿南町 富草 かしわばら 柏原 9568～9573，9577～9591，9633～9641

大鹿村 大河原 かしわばら 柏原 4859，4869～4871

阿南町 大下条 かしわや 柏屋 3813

阿南町 大下条 かしわや カシワヤ 2599～2600

豊丘村 神稲 かすが 春日 １１８７３－１１８７４ 二－5 32

豊丘村 神稲 かすがしゃのみなみ 春日社ノ南 １１８９６－ 二－5 32

泰阜村 高町 かすがどや かすがどや 909-912 17 35

泰阜村 南山 かずた 數田 6874-6876 72 127

高森町 牛牧 かずま 数馬 １０４５－１０５０，１０９７ ４－１２ 29

高森町 牛牧 かずまがいと 数マカイト 1027 ４－１３ 29

高森町 牛牧 かずまがいと 数馬垣外 １０２０－１０２６，１０２８－１０４４ ４－１３ 29

高森町 牛牧 かずままえだ 数馬前田 １０９２－１０９５ ４－１２ 29

天龍村 平岡 かぜがたわ かぜがたわ 2534 155 103

天龍村 平岡 かぜがたわ カセガタワ 2522 155 103

豊丘村 河野 かぜとおり 風通リ ４４８０－４５２５ 五－2 63

天龍村 平岡 かせどり カセドリ 408-413 ６１，７３ 30

天龍村 神原 かぜふき カゼフキ 3722,3724,3726-3728 106 269

天龍村 神原 かぜふきた 風フキ田 4539-4540 161 286

泰阜村 南山 かぜふきたお 風吹太尾 9020 46,66 127

阿南町 和合 かぞあら かぞあら 1946～1967

泰阜村 金野 かぞおか かぞおか 678 6 12

泰阜村 金野 かぞおか かぞおか 721-722,724-732 16 12

泰阜村 金野 かぞおか 楮岡 738,742-745 16 12

泰阜村 金野 かぞおかのうえ 楮岡の上 629 7,16 12

泰阜村 金野 かぞおかはなみぞ かぞおか花溝723 16 34

阿南町 大下条 かぞくぼ カゾクボ 710～712，739～753，755

阿智村 駒場 かそばた カソ畑 １４７６～

阿智村 伍和 かぞはた 楮畑 ４７５３，４７６４～

阿南町 大下条 かぞばた 楮畑 3387～3388

高森町 山吹 かぞばた 楮畑 8602 ９－７ 29

泰阜村 南山 かたあがいと 形ア垣外 6486-6489,6493-6495 72 127

阿智村 春日 かたいし 片石 ２１５２～２１５４

天龍村 神原 かだすごう カダスゴウ 1266 122 197

阿智村 春日 かたていし 片手石
２１４９～２１５１，２１５７～２１６５，２２３８～２２４０，２２４８
～２２５５

阿智村 春日 かたていし 片手石 ３２７７～

松川町 元大島 かたはた 片畑 １３０－１３１ 55 74
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阿智村 清内路 かたふた カタフタ １２１２～１２１５

天龍村 神原 かたぶち カタブチ 5181-5187 132 300

天龍村 神原 かたぶち カタブチ 6207 80 300

天龍村 神原 かだまつ
ｶﾀﾞﾏﾂ（ﾋﾖｻﾜ
ﾖﾘ竜川ﾉ内）

987 95 185

高森町 山吹 かたみやま カタミ山 3676 １０－８ 30

下條村 睦沢 がたらいし ガタラ石 ６９９８～７００５

高森町 出原 がちあみ ガチアミ ２６５－２７０ ８－９ 30

松川町 元大島 かちかいと かちかいと ２６５９－２６６７，２６６９ 4 3

松川町 元大島 かちぬま かち沼 １１４１，１１４８－１１４９，2448－2449 37，38 74

阿南町 富草 かちぼら カチ洞 1068～1069

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

阿南町 富草 かつき かつき 3906～3924，3926～3953

阿南町 富草 かつき カツキ 4013～4072

阿南町 富草 かつき カツキ 4092～4094，4148～4164

阿南町 旦開 かっくいやすんど カックイ休土 2472～2475

下條村 陽皐 かっこうやま 格好山 １１７６～１１７７，１１８１～１１８９

下條村 睦沢 かっこうやま カッコウ山 ８６５４，　８６８６

下條村 睦沢 かっこやま カッコ山

天龍村 神原 かつざわ 勝沢
1679，1690-1691 ,1693 ,1715-1716 ,1724-1729，1738-
1739，1741-1751，1766，1776

152 ,167 209

天龍村 神原 かつざわひかげ 勝沢日陰 1692 152 210

天龍村 神原 かつざわひむき 勝沢日向 1689 152 210

高森町 牛牧 かつしろ カツシロ ３８７ロ－３８９，４１９－４２１ ６－１３ 30

松川町 上片桐 かつた 勝田 ３６６９－３６９１，３６９８－３７０５ 15 20

豊丘村 河野 がっちとや ガツチトヤ ４４１３－４４１４ 五－4 145

泰阜村 唐笠 がっちどや ガッチドヤ 3998 11 19

天龍村 平岡 かつちのす カツチノス 40 17 4

高森町 牛牧 かつまがいと カツマ垣外 １０４８ロ ４－１２ 29

泰阜村 南山 かつらがさか カツラガ坂 7389 45,46 127

高森町 大島山 かつらがほら 桂ヶ洞 １３６－１３９ ６－９ 30

下條村 睦沢 かつらがわ 桂川 １９５３

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

阿智村 智里 かつらさわ 桂沢 １１０７～１１０８，１１１０～１１２２，１２８５

大鹿村 大河原 かつらさわ 桂沢 5159，5221～5229？

大鹿村 大河原 かつらさわ 桂沢 3838～3841

大鹿村 鹿塩 かつらさわ 桂沢 334～335，339～345，347～349

阿智村 智里 かつらさわぐち 桂沢口 １１２３～１１３７，１１４４～１１４７

泰阜村 南山 かつらどや 桂土谷 7333,7335-7336 63 127

下條村 睦沢 かつらのわ カツラノワ １９５２

阿智村 浪合 かつらばし 桂橋 １１４６ハ４～１１４８イ４

阿智村 浪合 かつらばしうえ 桂橋上 １１４６ハ１

阿智村 浪合 かつらばしした 桂橋下 １６４７ハ１

阿智村 伍和 かつらよこて 桂横手 ２１８０～２１８２
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阿南町 和合 かつらんさわ カツランサワ 2873～2874？

下條村 睦沢 かど 角 １０１２６，１０１４５～１０１４６

豊丘村 河野 かどいし 角石 ２３９４，２３９７－２４１６，２３１１－２３１８，２３６７ 二－2 164

松川町 生田 かどいし 角石 １１４６ 39 74

阿南町 和合 かどいしあら 角石阿ら 1178～1181，1186

阿南町 和合 かどいしぼら 角石洞 876～877

阿南町 大下条 かどがいと カドガイト 2613～2630

松川町 元大島 かどぐち 門口 ３０１－３０２ 55 75

阿南町 大下条 かどさわ カド沢 388～392

阿南町 富草 かどた 門田 6810

阿南町 大下条 かどた 角田 1063，1064ﾛ～1065

喬木村 伊久間 かどた 門田
15825-15828,15832-15839,15840-15846，15848，15850-
15861

豊丘村 神稲 かどた 角田 １０２２－１０４６ 二－4 83

松川町 大島 かどた 門田 ２７５－２７９，２８０－２８３ 14 75

下條村 睦沢 かどはた 角畑 １０１１２，　１０１２４

阿智村 浪合 かどばた 角畑 ９イ

阿南町 大下条 かどばた カドバタ 1052～1055

阿南町 大下条 かどばた カド畑 1950～1952，1954

下條村 睦沢 かどばた 角畑

松川町 元大島 かどばた 角畑 60 55 75

高森町 山吹 かどばやし 門林 5576 １１－７ 30

高森町 山吹 かどばやし 角林 ５７８５，　５８２６ １１－８ 30

阿南町 富草 かどまいだ 門前田 522

下條村 陽皐 かどや 門屋 ７１９８～７１９９

阿智村 浪合 かどろくさわ カドロクサワ １１７５イ～１１８６ニ

阿南町 和合 かないし 金石 1172

泰阜村 稻伏戸 かないし 金石 1207-1210 23 81

根羽村 田島 かないしはら 金石原 391～393

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

高森町 牛牧 かないばら カナイ原 2785 ５－１０ 31

根羽村 新井 かながさわ 金ヶ沢 971

阿智村 春日 かなぐり 金繰 １９７１～１９８６

阿智村 春日 かなぐり 金栗 ２２９４～２３１５

阿南町 富草 かなざわ 金沢 6475

下條村 睦沢 かなざわ 金沢 ６４７７～６４８９

豊丘村 神稲 かなたろう 加奈太郎 ５００－５１８ 二－3 8

喬木村 氏乗 かなぼし かなほし 11268-11282

阿南町 和合 かなや 金屋 2928

阿南町 和合 かなや カナヤ
2875～2876，2882～2883，2885～2889，2894～2895，
2898～2913，2916～2924

阿南町 和合 かなや かなや
2877，2879～2881，2870～2872，2896～2897，2929～
2931

阿南町 富草 かなやま 金山 2111～2113，2116～2125

阿南町 大下条 かなやま 金山 783
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阿南町 大下条 かなやま カナヤマ 734～736

下條村 陽皐 かなやま 金山 ５４２２～５４２７，５４３０

下條村 睦沢 かなやま 金山

下條村 陽皐 かなやま 金山

豊丘村 神稲 かなやま 金山 ７６３－７６８，７７３ 二－4 81

泰阜村 左京 かなやま 金山 5936 54 98

泰阜村 平野 かなやま 金山 4615-4619 32,33 98

豊丘村 神稲 かなやまきのした 金山木ノ下 ４３４３－４３４４，４３４６－４３４９，４３５１ 二－6 90

喬木村 加加須 かなやまだいら 金山平 5537ﾛ

下條村 陽皐 かなやまはた 金山畑 ２０９４

喬木村 氏乗 かにがいと カニ垣外 10715-10720,10757-10772

阿南町 大下条 かにがくぼ 蟹ヶ窪 3697，3699，3701，3703～3707

大鹿村 大河原 かにさか カニ坂 3186～3192

喬木村 氏乗 かにさご かにさご 10783-10797,10802

喬木村 氏乗 かにさわ カニ沢 10737-10756

豊丘村 河野 かにさわ 蟹沢 ７１３３－７１３６，７３２４－７３２６ 五－4 134

豊丘村 神稲 かにさわ 蟹沢 １１６６２－１１６６６，８０９０ 二－5 22

阿南町 富草 かにた 蟹田 7263～7264

阿智村 春日 かにだ 蟹田 ９４７～９６４

阿智村 駒場 かにだ カニ田 ３３３～３４１

阿智村 駒場 かにだ 蟹田 ３９９，４０１～

阿智村 伍和 かにだ 蟹田 ６４２１～６４２５，６４２８～６４３０

阿南町 富草 かにだ かに田 8360

下條村 陽皐 かにだ 蟹田 ９４５,　９５３

下條村 陽皐 かにだがいと 蟹田垣外

阿南町 富草 かにのくち 蟹ノ口 6689～6690

阿智村 伍和 かにばた 蟹畑 ６６３３～６６３４

阿南町 富草 かにはら かに原 1701～1712

阿南町 富草 かにはら かに原 1701～1712

阿南町 富草 かにはら かに原 2081

阿南町 富草 かにはら 蟹原
2639，2641～2644，2660～2688，2734～2737，2744～
2758

阿南町 富草 かにはら かに原 3061～3065，3072～3095

下條村 陽皐 かにはら 蟹原 ３７７２～３７７３

下條村 陽皐 かにはら カニ原 ５０３２～５０５２

根羽村 高橋 かにほりさわ 蠏堀沢 5005～5007

天龍村 平岡 かにほりば カニホリバ 190 27 14

阿南町 旦開 かねいだ 鐘鋳田 1092～1093，1096～1097

阿南町 旦開 かねいだ カネイ田 1094～1095，1098

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

高森町 山吹 かねうち 金内 ５５０２－５５０３ １１－７ 31

喬木村 富田 かねがほら 金ヶ洞 13828-13861,14180-14183 3 7

下條村 睦沢 かねつきどう カネツキドウ ５１６６

根羽村 黒地 かねつけまえ 金付前 2233，2259
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高森町 牛牧 かねやきさわ カネヤキ沢
１５２９－１５３０，１５３１，１５３２，１７６０？，１７６８－１７７
０，１７７６－１７７８

５－１２ 31

高森町 牛牧 かねやきざわ カネヤキザワ １５３０ロ、１５３１ロ？ 31

高森町 牛牧 かねやま カネ山 １６２５，１８０４，１８０５－１８０６ロ ５－１２ 31

高森町 牛牧 かねやま カ子山 １８０６イ，１８０８ ５－１２ 31

泰阜村 金野 かのくび 鹿の首 391-399,420-430,432-433,435-438 2,6 3

阿南町 和合 かのしま カノシマ 198

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

阿南町 大下条 かのしま カノシマ 1793～1794

阿南町 大下条 かのしま かのしま 903～910

豊丘村 神稲 かぶっちょ 株丁 ２５５２－２５６８ 五－2 59,121

天龍村 神原 かぶとやま 甲山 2867-2868,2871-2872 150 241

阿南町 和合 かぶら かぶら 1254

根羽村 町 かぶらせ 蕪瀬 2090～2097，2116

根羽村 町 かぶらせ 鏑瀬 2098～2103，2112

下條村 陽皐 かへいじだ 嘉平治田 ６５４８～６５５１

大鹿村 鹿塩 かへいじばた 嘉平次畑 2345－

売木村 小枝軒川 かへいしま 嘉平嶋 ４２１～４３２

松川町 生田 かべくさ 壁草 ２９４５ 40 75

泰阜村 南山 かべじり 壁尻 8763 108 127

豊丘村 河野 かへびやま？ 蚊蛇山 ５０６７－５０７２，５０７８－５０８５ 五－5 126

阿南町 富草 がほりだ 我堀田 8557～8559

下條村 睦沢 かま カマ ４４０９

阿智村 浪合 かまあらし 釜アラシ ９０５～９３１

阿智村 清内路 かまい カマ井 ３３１～３５７，３６５～３６６

天龍村 神原 かまいしうえ 釜石上 2095 168 222

天龍村 神原 かまいしまい 釜石前 2090 168 221

天龍村 神原 かまいわ 釜岩 5131 116 299

喬木村 伊久間 かまえのうち 構ノ内 16852-16856,16859,16862,16942,16945

豊丘村 河野 かまがくぼ 釜ヶ久保 ２３２０－２３５１，２３５７－２３６６ 二－2 164

豊丘村 神稲 かまがくぼ 釜ヶ久保 ２６３７－２６６９，２６７１－２６７５ 五－5 124

松川町 生田 かまがたいら 釜ヶ平 ７９６６－７９６８ 58 75

下條村 睦沢 かまがほら 釜ヶ洞 ７０１０

喬木村 氏乗 かまがほら 釜ｹ洞 10514-10536

下條村 睦沢
かまがほらのうちそと
やたけ

釜ヶ洞ノ内外
屋岳

７１４１

下條村 睦沢
かまがほらのうちひか
げやま

釜ヶ洞ノ内日
陰山

７６０１

下條村 睦沢
かまがほらのうちひか
げやま

釜ヶ洞ノ内日
陰山

７６１０

天龍村 神原 かまくど カマクド 6139 42 324

天龍村 神原 かまくど カマクド 294 154.5837

下條村 睦沢 かまくぼ 釜久保 ６８２６～６８４３

下條村 睦沢 かまくぼ 釜窪

豊丘村 河野 かまくぼ 釜久保 ２９０３－２９０４ 二－2 164
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松川町 生田 かまくぼ 釜久保
５５０５－５５１１，６４２１－６４２９，６６４５－６６５７，６６６
０，６６９0－６６９６，８０５７－８０５９，８５２５－８５５５，８５
７５－８５７８，８６１０－８６１２，８６１５－８６１７

52，63 75

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

大鹿村 大河原 かまさわ 釜沢 2373～2455？，2456～2595

大鹿村 大河原 かまさわ 釜沢 4891～4892，4971

大鹿村 大河原 かまさわ 釜沢 5489－

天龍村 神原 かまさわ 釜沢 283 44 151

天龍村 神原 かまさわ
釜沢（天竜川
向ﾉ内）

1013　,1014,1018,1010 58 151

豊丘村 神稲 かまさわ 釜沢 １２５１５－ 五－3 166

天龍村 神原 かまざわ
釜沢（ﾋﾖ沢ﾖﾘ
天竜川ﾉ内）

999 58 151

松川町 生田 がまさわ ガマ沢 １８５６－１８６０ 58 75

大鹿村 大河原 かまさわいり 釜沢入 4896－

大鹿村 大河原 かまさわぐち 釜沢口 4896－

松川町 元大島 かまた 鎌田 １４２１－１４２６，１４３７，１５７９，１５８１，１５８３－１５９０ 28，38 49

泰阜村 金野 かまた カマ田 32 6,7 10

阿智村 春日 かまだ 鎌田 ７７７～７８２

豊丘村 河野 かまだ 鎌（鎗）田 ５９５－５９６

豊丘村 河野 かまだ 鎌田 二－4 76

松川町 生田 かまだ かまだ ４９７３ 42 49

松川町 元大島 かまだ か満田 １５７３－１５７５，１５７８ 28 49

泰阜村 金野 かまだ カマダ 54-58 6,7 10

高森町 吉田 がまた ガマタ 994 ７－１０ 31

阿南町 富草 がまだ がまだ 6464

阿南町 富草 がまだ 蒲田 6479～6490

松川町 生田 かまたいら 釜平 ７１６６－７１６７，７１７４－７１８８，7890 58 75

泰阜村 稻伏戸 かまだいら 釜平 1148-1150 9，20 18

大鹿村 大河原 かまつかさわひなた 釜塚沢日向 4499－

喬木村 富田 かまつるね 釜ツルネ 12600-12603 1 7

泰阜村 南山 かまつるね
竈釣根（向山
ノ内）

9024 79 127

阿智村 駒場 かまぬま 釜沼
４４７，４５４～４５５，４５７～４５８，４６３～４６７，４８６～４９
３，４９７～４９９，５３４～５３７，５３９～５５１

豊丘村 神稲 かまぬま 釜沼
１０３４３－１０３４９，１０３６７－１０３７４，１０３７６－１０３７
９，１０８８７－１０８８９

五－3 101

売木村 長下 かまね 鎌根 １－１～３，１－１０，２

阿南町 和合 かまのうえのひかげ
かまの上の
ひかげ

1063

天龍村 神原 かまのくち カマノ口 496 69 40

天龍村 平岡 かまのくち かまの口 2202 139 ,140 40

天龍村 平岡 かまのくち 釜ノ口 1461 60 40

泰阜村 明島 かまのくち 釜ノ口 4900,4902-4903,4905-4908 34 74

泰阜村 万場 かまのくち 釜ノ口 3653-3666,3667-3674 37,39 74

泰阜村 南山 かまのさわ 釜ノ沢 8459-8466 90 74

下條村 睦沢 かまのひら カマノ平 １０１８４
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阿南町 大下条 かまのま 釜ノ間 2159

天龍村 平岡 かまのもと カマノ本 1719 71 60

阿智村 伍和 かまば かま場 ４２２３～４２２７

豊丘村 河野 かまば 釜場 ７４０８

松川町 生田 かまば 釜場 4435，８５５６－８５６０ 63 75

泰阜村 稻伏戸 かまば 釜場 1514-1516,1522-1525,1545 20 49

松川町 生田 かまばいえまわり 釜場家廻り ３４９３ 44 75

天龍村 神原 がまばた ガマ畑 4285-4286 119 ,134 281

根羽村 黒地 かまぶち カマブチ 2485

根羽村 老平 かまぶち 釜淵 3646

根羽村 老平 かまぶちうえ 釜淵上 3647

天龍村 平岡 かまんどうれ カマンドウレ 2520　,2524 155 103

阿南町 富草 かみ 上 1414～1419

阿南町 富草 かみ 賀美 2144

阿南町 富草 かみ かみ 5188

阿南町 富草 かみ かみ 4670　4672

下條村 睦沢 かみ 賀美 ４７１

下條村 睦沢 かみ カミ ５４１７

下條村 陽皐 かみ 賀美 ６１０３

下條村 陽皐 かみ 賀美 ６９１９

下條村 陽皐 かみ 上 ７１６９

下條村 睦沢 カミ 上 ７３６６

喬木村 小川 かみ 加美 8187

喬木村 氏乗 かみ 上 10224

天龍村 神原 かみ カミ 2176 168 224

天龍村 神原 かみ カミ(上） 3585-3586,3667,3935-3937 106 ,120 266

天龍村 神原 かみ 上 4189-4190 105 266

泰阜村 明島 かみ カミ 5042 36 75

泰阜村 怒田 かみ 上 3027 41 75

泰阜村 南山 かみ カミ 7521,7583 72,74 75

泰阜村 南山 かみ 賀美 7589 74 75

阿智村 伍和 かみあいざ 上相沢 ８９８～９０２

阿智村 伍和 かみあいざわ 上相沢 ４７９３～４８０５

豊丘村 河野 かみあかさか 上赤坂 １５０１－１５０５ 五－1 63

豊丘村 河野 かみあかさわ 上赤沢 １５００－

豊丘村 河野 かみあしくら 上足倉 ４４５４－ 五－4 144

阿南町 富草 かみあたご 上愛宕 8247～8248

泰阜村 左京 かみあなじょう 上穴城 5564 51 98

大鹿村 大河原 かみあめざわ 上雨沢 4342～4343

高森町 牛牧 かみあらた 上アラタ １５７８，１５８１－１６０８，１６１０ ５－１２ 31

下條村 睦沢 かみあらやま 上新山 ２８０８，　２８２９

阿南町 大下条 かみいけだ 上池田 3664，3685～3686

天龍村 神原 かみいちこり
上市コリ（郷
戸ヒラノ内）

161
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下條村 陽皐 かみいっかんめ 上壱貫目 ６１３３～６１３４，６１６７～６１６９

喬木村 伊久間 かみいど 上井戸
15497-15504,15509-15510,15517,15519，15551-
15552,15556-15557

高森町 牛牧 かみいなば 上いなば 1260 ５－１２ 31

阿南町 大下条 かみいりはた 神入（人）畑？839

泰阜村 南山 かみうしろやま 上後山 7929 73,76 40

阿南町 和合 かみうそざわ 上うそ沢 1027

松川町 生田 かみうばしま 上ウバ嶋 １４３４，１４４６－１４６４ 62 65

松川町 生田 かみうばしまいうえ 上姥嶋井上 １５２１－１５２３ 62 65

阿南町 大下条 かみうまみち 上馬道 119

豊丘村 神稲 かみうるしざわ 上漆沢
１５１８－１５１９，１５２１－１５２８，１５３０，１５７０，２１０１
－２１２０

二－6 164

高森町 上市田 かみおおくぼ 上大久保 ７０５－７２６ ６－１２ 32

阿南町 富草 かみおおさわ 上大澤 579～588

阿南町 富草 かみおおさわ 上大澤 1869～1870

泰阜村 南山 かみおおさわ 上大澤 7534-7536 72,74 127

天龍村 神原 かみおおの 上大野 1772，1802，1833-1835，1837 152 ,167 149

天龍村 神原 かみおおの 上大野 2921,2945,2950,2980,2982-2992 167 149

天龍村 神原 かみおおの 上大野 276 44 149

喬木村 氏乗 かみおおはた 上大畑 10967-10972

泰阜村 稻伏戸 かみおおぼら 上大洞 1534,1539,1543-1544 20 49

泰阜村 鍬不取 かみおきつち 上置土 2831,2832-2833 38 50

阿南町 大下条 かみおくりば 神送り場 1351

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

下條村 睦沢 かみおくりば 神送場 １２５３，１２５７～１２６１，１４５２

天龍村 神原 かみおくりば カミ送リバ 4559 160 286

阿南町 大下条 かみかいと 上開土 3891～3896

阿南町 大下条 かみかいと 上開土
493～494，572～573，577～581，584，586～587，590～
592，600～602，858

阿南町 大下条 かみかいと カミカイト 576，　583，585

天龍村 神原 かみかいと 上開土 3294-3297 80 252

阿智村 智里 かみがいと 上垣外 ４８７５～４８９３

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 892

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 1409～1412，1426～1428

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 7178

阿南町 大下条 かみがいと 上ガイト 1722～1728

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 6835～6839

阿南町 旦開 かみがいと 上開土 688，693～694

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 6890～6893

阿南町 大下条 かみがいと 上垣外 810～815

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 9240～9242

阿南町 富草 かみがいと 上垣外 9381～9382

大鹿村 大河原 かみがいと 上垣外 2976～2979，2998～2999

大鹿村 大河原 かみがいと 上垣外 5149～5150

喬木村 小川 かみがいと 上垣外 7721-7724,7739
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天龍村 神原 かみがいと 上垣外 1056-1059 70 124

天龍村 平岡 かみがいと 上垣外 510-511,526-539 35 124

松川町 生田 かみがいと 上垣外 ５６９９－５７０１，５７０３－５７０４ 50 23

松川町 上片桐 かみがいと 上垣外 ４０４７－４０４９，４０５２－４０６６，４０９３－４１１１ 15 23

泰阜村 門島 かみがいと 上垣外 4737 32，49 27

泰阜村 唐笠 かみがいと 上垣外 4135-4139 14 27

泰阜村 南山 かみがいと 上垣外 6774，7761 72 27

阿南町 和合
かみがいとうえだのし
た

上垣外上田
ノ下

天龍村 神原 かみがたづくり 上方作リ 1767 152 212

天龍村 神原 かみがたづくりかみ 上方作リ上 1770 152 212

大鹿村 大河原 かみからさわ 上唐沢 4420～4426

大鹿村 大河原 かみからさわひかげ 上唐沢日影 4427－

下條村 陽皐 かみかわら 上河原

高森町 牛牧 かみかわら 上川原 ２６９８－２６９９，２７００－２７０３，２７０５ ６－１１ 32

高森町 吉田 かみかわら 上川原 ２１７２－２１８０，２１９０－２２０２ ９－１１ 32

天龍村 神原 かみかわら 上川原 1038-1041 59 188

豊丘村 神稲 かみかわら 上川（河）原
９０２１－９０２５，９１２８－９１３１，９１３３－９１３６，９１４０
－９１４１，９１４４－９１４５，９１４７－９１４９，９５９４－９３
９５

二－5 30

阿智村 駒場 かみがわら 上川原 １５８８～１５８９

高森町 牛牧 かみがわら 上河原 ２７０４，２７０７－２７０８ ６－１１ 32

下條村 陽皐 かみかわら？ 上川原 ７０４３～７０５９

天龍村 神原 かみかわらうえ 上川原上 1036 59 188

豊丘村 神稲 かみかわらせぎした 上河原堪下 ６７４７，　９０２０　（湛か）

天龍村 神原 かみかわらまえ 上川原前 1042 59 188

天龍村 神原 かみかんさく 上勘作 345 57 155

大鹿村 鹿塩 かみきうつぼ 上キウツボ 2416～2418

豊丘村 河野 かみきおとし 上木落 １０３２－１０５０ 二－4 79

天龍村 神原 かみくぼ 上久保 800,801-802 94 177

天龍村 神原 かみくぼ
上久保（倉ﾉ
平ヒラノ内）

1427，1429-1430 138 ,139 177

豊丘村 神稲 かみくぼ 上久保 ７８２０－ 二－5 28

松川町 大島 かみくぼ 上久保 １６０－１６３，１６９－１７０，１７６－１７７，１８６－１９５ 19 57

喬木村 小川 かみくらま 上くらま 8907,8960-8963

阿南町 大下条 かみくりた 上栗田 3039～3045，3056～3057

喬木村 氏乗 かみくるみざわ 上くるみ沢 9847-9860

阿南町 富草 かみくれぬま 上暮沼 7313～7325，7335～7339

阿南町 富草
かみくれぬまごろうぶ
ん

上暮沼五郎分7326～7327

阿南町 和合 かみくろだ 上黒田 1769～1770

豊丘村 河野 かみくろや 上黒谷 ２０９７－２０９９，２１０１－２１１５ 五－1 152

阿南町 大下条 かみげんの 上源ノ 2237,2239～2240,2243,2246～2247,2260～2262

阿南町 大下条 かみげんのくちのた 上源ノ口ノ田 2238,　2241

天龍村 神原 かみこいちがしま 上コイチガシマ335 57 154

大鹿村 大河原 かみこじま 上小島 5059－
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大鹿村 大河原 かみこじま 上小島 5059－

阿南町 和合 かみこばた 上小畑 1333

松川町 元大島 かみこはら 神子原 ３８８７－３８９７，３９０９－３９９１ 46 57

豊丘村 河野 かみこやしきぼら 神子屋敷洞 ４８０５－４８２９ 五－2 60

松川町 生田 かみさいぞうばた 上才蔵畑 ６８７９－６８８１ 76

阿智村 智里 かみさいはん 上サイハン ４０２～４０５

阿南町 富草 かみざえもんばた 上左ヱ門畑 8009

天龍村 平岡 かみさか 神坂 189-190 47 117

豊丘村 河野 かみさかじり 上坂尻 ６５０，７５８ 二－4 78

阿智村 智里 かみさかやま 神坂山 ４２５７～

下條村 陽皐 かみささき 上佐々木 ６８３５

豊丘村 神稲 かみさはら 上左原 ６１９１－６１９８，６４１２－６４２４，６４３０－６４３１，６４３５－６４４４五－5 117

阿南町 富草 かみさわ 上澤 856～862

天龍村 平岡 かみさわ 上澤 81 28 8

阿智村 春日 かみさんたんだ 上三段田 ６４～８８

喬木村 小川 かみしおだ 上塩田 7343-7345

天龍村 神原 かみしま 上島 1225 95 195

豊丘村 神稲 かみしま 上島 ３４２４－３４４２，３４４７－３４６３ 二－5 13

豊丘村 神稲 かみしま 上嶋 １２３４６－１２５０８ 二－3 13

天龍村 平岡 かみじょう カミ上 1527-1529 ６０，７２ 53

阿智村 智里 かみしょうぶだ 上勝負田 ７３～７６

阿智村 駒場 かみじょうろくばら 上丈六原 ９８４～１００３

阿南町 大下条 かみじんで 上ジンデ 612～613

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

阿智村 伍和 かみしんでんみちした 上新田道下 ５７２８～

泰阜村 黒見 かみすがのくち 上菅口 4332 32 90

泰阜村 黒見 かみすがのくち 上菅ノ口 4335-4336 32 90

下條村 陽皐 かみた 神田 ４６０６

下條村 陽皐 かみた 神田 ３６１～３６２

豊丘村 神稲 かみだ 上田 ２４２８－２４２９ 五－5 54

豊丘村 神稲 かみだ カミダ ２４１７－２４２５，２４３６ 五－2 54

豊丘村 神稲 かみだ 神田
２３２４，３７１１－３７２２，１０７０２－１０７０８，１０７１６－１
０７１８，１１１２０－１１１２１，１１１３８－１１１４２

五－2 54

豊丘村 神稲 かみだ 神田
2324，3711－3722，10702－10708，10716－10718，11120
－11121，11138－11142

二－5 19，96

阿智村 伍和 かみだいみょうじん 上大明神 ７５０８～７５１２

松川町 生田 かみだいら 上平 ２９６－３５９，375－４０５，1157－1159 48 76

阿南町 和合 かみたきがわ？ 上滝川 2046～2047，2049

阿南町 富草 かみたきのもと 上タキノ本 8469

泰阜村 明島 かみたぐち 上田口 4864 34 15

松川町 生田 かみたさわ 上田沢 ５９７３－５９７６，５９８２－５９９３，６０２８－６０３３，６０３９ 42，50 76

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

阿智村 伍和 かみたしろやしきぞい 上田代屋敷添７０５５～

阿南町 富草 かみたや 上田屋 7638～7639
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泰阜村 南山 かみたや 上タヤ 8336-8338 88,89 128

阿智村 智里 かみちようし 上チヨウシ ２３４７～

豊丘村 神稲 かみでら 上寺 ７７４１－７７４８，７７５０－７７５２ 二－5 164

阿智村 智里 かみてらさわ 上寺沢 ２７８～２８６

阿南町 大下条 かみてろう 上テロウ 943～948

天龍村 神原 かみどうじ 上ドウジ 1270-1272 109 198

天龍村 神原 かみとずらの 上トヅラノ 1273 109 198

豊丘村 神稲 かみとなか 上戸中
５４６７，５４７０－５４７４，５５２３，５５３２，５５６５，５５７７
－５５８２

五－5 51

喬木村 氏乗 かみとばた 上戸畑 10775-10782

天龍村 神原 かみとやば 上トヤバ 3777

松川町 元大島 かみながどおり 上長通 305308 55 76

大鹿村 大河原 かみなかぼら 上中洞 1698～1719，1721～1723

大鹿村 大河原 かみなかぼら 上中洞 4655～4676，4695～4698

大鹿村 大河原 かみなかぼら 上中洞 1698～1719，1721～1723

大鹿村 大河原 かみなかぼら 上中洞 4655～4676，4695～4698

阿南町 大下条 かみなかや 上中谷 2505，2528～2532

阿南町 大下条 かみなかや 上中ヤ 2534～2543，2551～2552

高森町 牛牧 かみなかや 上中屋 ２２７０－２２７１ ６－１２ 32

阿智村 伍和 かみにし 上西 ２２１２～２２１７

喬木村 氏乗 かみにし 上西 10051

泰阜村 怒田 かみにほんまつ 上二本松 2927,2933-2934 38 109

天龍村 平岡 かみぬたのさわ 上ぬたの澤 85 ３９，４０ 9

喬木村 富田 かみねぎや 上ネギヤ 12267

高森町 出原 かみねのかみ 神ネノカミ 106 8－9 32

阿南町 和合 かみねびき 上ネビキ 2279，2281～2283，2288～2293，2295

阿南町 和合 かみねびき 上袮ビキ 2280，　2284

阿南町 和合 かみねびき 上ねびき 2285～2287，2296

喬木村 大和知 かみのいけ 神ノ池 11900-11904

阿南町 富草 かみのいり 上ノ入 435～437

阿智村 智里 かみのかいと 上ノ垣外 ４６２～４６５，４６９～４７０

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

喬木村 富田 かみのかいと 上ノ垣外 14811 4 7

泰阜村 南山 かみのがいと 上ノ垣外 6951-6952 72 27

根羽村 萸野 かみのき 神ノ木 3071～3077

松川町 生田 かみのきざわ 神木沢 ５１８９－５１９７ 31 76

根羽村 向黒地 かみのきまえ 神ノ木前 2658～2674，2694

根羽村 萸野 かみのきまえ 神ノ木前 3066～3070，3089

泰阜村 打沢 かみのきり 上ノ切 1971-1975,1998-2000,2005,2048,2057-2060 22 66

泰阜村 黒見 かみのきれ 上ノ切 4383 30 66

泰阜村 平野 かみのきれ 上ノ切 4592 33,35 66

泰阜村 明島 かみのくぼ 上ノ久保 5215-5218 50 75

下條村 陽皐 カミノクロソネ 上ノクロソネ ５９８１

高森町 吉田 かみのさわ 上ノ沢 ２４４８－２４８１ ８－１０ 32
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豊丘村 河野 かみのしろ 上ノ城 １１４７－１１６３，１１８３－１１９４ 二－4 74

豊丘村 河野 かみのしろにしだいら 上ノ城西平 ７５７－ 二－4 75

豊丘村 河野 かみのしろひなた 上ノ城日向 ９７８－ 二－4 75

下條村 陽皐 かみのた 神ノ田 １０６８

天龍村 神原 かみのた 上ノ田 3938 106 271

天龍村 神原 かみのたいら 上ノ平 4199 120 277

天龍村 平岡 かみのたいら カミノタイラ 2276 140 91

泰阜村 南山 かみのたいら 神ノ平 8639-8644，8669 90 128

阿南町 富草 かみのたいらうしろ 上平後 480～482

松川町 生田 かみのたお 上ノタヲ １４１２－１４２６，１５２４－１５３０ 62 77

喬木村 氏乗 かみのたば 上のたば 11335-11345

阿南町 大下条 かみのはた 神畑 3690～3694

泰阜村 明島 かみのはた 上ノ畑 5240 50 75

天龍村 平岡 かみのひら カミノ平 1785 83 67

喬木村 加加須 かみのまえ 神ノ前 5614-5615,5622,5625-5628,5630-5641

泰阜村 打沢 かみのみや 上ノ宮 2546-2548 25，41 66

阿智村 浪合 かみのむかい 神ノ向 ４４８イ３～４７８

豊丘村 神稲 かみのやど 神ノ宿 ９９０２－９９０６

喬木村 富田 かみはた 神畑 14396-14397 4 7

天龍村 神原 かみはた 上畑 3934 106 271

泰阜村 明島 かみはた 上畑 5206-5207 50 75

阿南町 大下条 かみばやし 上林 3865

高森町 出原 かみばやし 上林 ２８８－２９１，２９３－２９５ ９－１０ 33

天龍村 神原 かみばやし 上林 46 ,47 ,48ﾛ  132

天龍村 神原 かみばやし 上林 4183-4185 105 277

天龍村 平岡 かみばやし 上林 867　,949 22 132

泰阜村 稻伏戸 かみばやし 上林 1349-1352 20 49

下條村 陽皐 かみひかげだ 上日影田 ６４８７～６４９３

豊丘村 河野 かみひゃくだ 上百田 ５８８８－５８９２，５８９６－５８９９ 五－4 132

豊丘村 河野 かみひゃくだいのうえ 上百田井ノ上 ５８９３－５８９５ 五－4 133

阿南町 大下条 かみひらいし 上平石 3005～3024，3027～3028

大鹿村 大河原 かみふじさか 上藤坂 5064－

阿南町 富草 かみふたつだ 上二ツ田 546～547

天龍村 神原 かみふなしろ
上フナシロ
（郷戸ヒラノ
内）

197-198 43 144

大鹿村 大河原 かみふるかわたのくち
上古川田ノ
口

4644～4646，4648～4652

泰阜村 明島 かみぼう 上坊 5048-5049 36 75

喬木村 富田 かみほそだ 上細田 14646-14653,14858-14862 4 7

高森町 下市田 かみほら 上洞 ４０４０－４１６０，４２１６－４２２７ ６－１４ 33

阿智村 駒場 かみぼら 神洞 １０２２～１０２３

阿南町 大下条 かみまえだ 上前田 1680～1683

高森町 上市田 かみまがさわ 上間ヶ沢
８３－９５，１０６－１１０，１１５－１２０，１２３－１３０，１３３
－１４０

６－１２ 33
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喬木村 氏乗 かみまきだち 上槇立 11401-11403

喬木村 氏乗 かみまきたて 上牧立 11451ﾉ1

泰阜村 打沢 かみまだ 上マダ 2638-2639 41 61

阿智村 浪合 かみまち 上満知 １０１３～１０１６イ

阿智村 浪合 かみまち 上町 １０１４ノ３～１０１４ノ４

豊丘村 神稲 かみまちやしき 上町屋敷 ６８０２－ 二－5 27

天龍村 平岡 かみまつくら 上松倉 2213 124 89

大鹿村 大河原 かみまつのた 上松ノ田 5039－

阿南町 富草 かみまつばら 上松原 8901～8910

阿南町 富草 かみまるやま 上丸山 1482～1492

阿南町 富草 かみまわりば 上廻リ場 872～879

泰阜村 万場 かみまんば 上萬場 3787-3788,3796-3812,3816-3819 34 115

喬木村 小川 かみみちばた 上道畑 8580-8581

天龍村 神原 かみみとう 上ミトウ 6046 31 322

大鹿村 鹿塩 かみむかい 上向 2355～2356

泰阜村 打沢 かみむかいがいと 上向垣外 2073 22 66

大鹿村 鹿塩 かみもちお 上持尾 323－

天龍村 神原 かみもろたいら 上モロ平 4265 134 280

阿智村 伍和 かみや カミヤ ６６４４～

阿南町 大下条 かみや 紙屋 3815

阿南町 和合 かみや 紙屋 453～459

阿南町 富草 かみや 紙屋 7623～7624

下條村 陽皐 かみや カミヤ ４０６５

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

下條村 睦沢 かみや 上谷
９４９９～９５０４，９５０６，９５１３～９５４５，９５４９，９５５
２，９５５６

高森町 吉田 かみや カミヤ ３２４，１５２６－１５４６ ８－１１ 33

泰阜村 金野 かみや かみや 163-164,171-188 6,15 12

泰阜村 南山 かみや カミヤ 6796-6798,6800-6802,6829,7055 59,73 12

松川町 生田 かみやうえ 神屋上 ８６０９－８６１１ 64 77

大鹿村 大河原 かみやくざわ 上薬沢 4844～4845，4854～4858

喬木村 氏乗 かみやざわ 神屋沢 10240

阿南町 大下条 かみやしき 上屋敷 38～40

大鹿村 大河原 かみやしき 神（紙）屋敷 254～388

喬木村 伊久間 かみやしき 上屋敷 16455-16459

大鹿村 大河原 かみやしきのうえ 紙屋敷の上 4222？～4224

大鹿村 大河原
かみやしきもとはたぐ
ち

上屋敷本畑
口

4221－

喬木村 氏乗 かみやだいら 神屋平 10239

豊丘村 神稲 かみやと 神谷戸 １０４９２，１０４９４－１０５１７，１０４９２ 五－3 102

豊丘村 神稲 かみやど 神宿 ９９０２，９９０６，　９９１１，９９２０ 五－3 102

豊丘村 神稲 かみやど 神宿

阿南町 大下条 かみやとうげ 紙屋峠 3833

阿南町 和合 かみやの 紙屋の 430，433，436～439，448～449
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阿南町 和合 かみやはた 紙屋畑 1553

阿智村 伍和 かみやばた 紙屋畑 ５５２３～

阿智村 伍和 かみやぼら 紙屋洞 ４０５４～４０５５，４０７１～４０７５

阿智村 春日 かみやま 上山 ２０９３～２０９４

泰阜村 南山 かみやまでぐち 上山出口 7880 74 128

天龍村 神原 かみやまもし 上山モシ 4496 146 285

阿南町 和合 かみよこて 上横手 360

阿南町 大下条 かみよこて 上横手 3107

豊丘村 神稲 かみよこやま 上横山 ８５０－８８７，８９３－８９５ 二－4 84

阿南町 富草 かみろっぴゃくめ 上六百目 9149～9150

阿南町 和合 かみわごう 上和合
915，919，923～930，933，937～940，944，946，948～
954，956

阿南町 大下条 かみわちの 上ワチノ 1668～1690，1701～1704，1721，1733～1748

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

泰阜村 南山 かむりいわ カムリ岩 8083-8084 89 128

阿南町 大下条 かめうげ カメウゲ 448～453

阿南町 富草 かめがはら 亀ヶ原 7481～7493

阿南町 和合 かめざわ 亀沢 10

阿南町 和合 かめざわやま 亀沢山 6

松川町 元大島 かめずみがいと 亀泉垣外 ７９３ 46，54 77

喬木村 富田 かめとよ 亀豊 13736-13744 １，３ 7

天龍村 平岡 かめのくち
亀ﾉ口（黒石
高久立谷ノ
内）

652-653 25 126

松川町 生田 かめのくぼ 亀の久保 ３１３８－３１４２ 32，42 77

松川町 生田 かめのくぼ 亀ノ久保 ５１１２ 42 77

天龍村 神原 かめのふしど 亀ノフシド 4606　,4609 145 289

天龍村 平岡 かめばやし 亀林 386 47 121

豊丘村 河野 かめまつ 亀松 １０５５－１０５８

豊丘村 河野 かめまつした 亀松下 １０５４－

豊丘村 河野 かめまつぼら 亀松洞 ４６３０－４６５４，４６６１ 五－2 60

豊丘村 河野 かめまつぼらぐち 亀松洞口 ４６６４－ 五－2 60

阿南町 大下条 かめや かめや 3164

下條村 陽皐 かめや 亀屋 ７１４０

高森町 吉田 かめやしき カメヤシキ １２４７－１２５０ ８－１１ 33

阿智村 伍和 かめわり 亀割 ５８９４～５９０９，５９１２～５９２２

天龍村 神原 かめわりば カメワリバ 43214389 133 282

松川町 元大島 かもいけ 鴨池
６２６－６３３，１０５１，１０５３－１０６２，１０６５，１０８３－１
０８６，１０８８

46，47 57

阿南町 旦開 かもじ かもじ 3056

阿南町 旦開 かもじ？ 鴨地 2999，3021～3055，3057～3068

喬木村 伊久間 かもだ 鴨田 15438-15440,15443

松川町 元大島 かもち かもち
１０７４－１０７６，１０７８－１０７９，１０８１－１０８２，１０８
７，１０８９，１０９１－１０９４，１０９７－１０９８

46，47 57

阿南町 大下条 かもめやま カモメ山 754～755

泰阜村 平島田 かやかきば カヤカキバ 3466-3467 43 59
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阿南町 富草 かやかきひら かやかきひら 5490～5504

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

阿南町 富草 かやかきひらみちした
かやかき平
道下

5528

高森町 山吹 かやの カヤノ ２５９７，２５９９－２６０４ ８－７ 34

泰阜村 打沢 かやの カヤノ 2516-2517 25，41 60

阿南町 富草 かやのきした 栢ノ木下 704

泰阜村 南山 かやのきした カヤノ木下 7908 74 128

阿南町 富草 かやのきのもと 栢木の元 9354～9358

天龍村 平岡 かやのひら 可やの飛ら 1479 85 42

天龍村 平岡 かやのもと カヤノ本 1731 83 61

阿智村 伍和 かやはら かや原 ２５５９，２５６８～２５８１，２５９７～２６００，２６０５～２６０６

松川町 上片桐 かやはら 栢原 4433 16 22

阿南町 和合 かやんば？ やかんば？ 2435

阿南町 富草 から（ぞ）からばた
から（ぞ）から
畑

6913

泰阜村 明島 からうめ からうめ 4784-4792 35 75

泰阜村 南山 からうめ 唐梅 6722,6734 72 75

阿智村 駒場 からかさ 唐笠 ３９３～３９５

阿智村 清内路 からかさ カラカサ ２１６２～２１６８

阿智村 清内路 からかさのくち カラカサノ口 ２１５０～２１５１

阿南町 大下条 からさわ カラサワ
2310～2318，2320～2373，2375～2377，2379～2381，
2561～2566

阿南町 大下条 からさわ カラサワ 439～442

阿南町 富草 からさわ 唐沢 8118～8122，8192～8204

阿南町 富草 からさわ カラサハ 8215～8218

阿南町 富草 からさわ カラサハ 8884～8895

阿南町 富草 からさわ カラ沢 8948～8960

大鹿村 大河原 からさわ 唐沢 1307～1319

大鹿村 鹿塩 からさわ 柄沢 3948～3956

大鹿村 鹿塩 からさわ 唐沢 3998～3999，4075，4102～4103，4293～4300

下條村 睦沢 からさわ 唐沢
８１２７，８１７９～８１８９，８１９２～８１９３，８１９５，８１９７
～８２０９，８２１４～８２２０

下條村 睦沢 からさわ 唐沢 ８２２３～８２２７，８２２９～８２３８，８２４９

喬木村 阿島 からさわ 唐沢 1671-1768

喬木村 小川 からさわ 唐沢 6032-6036,6051-6054,6057,6065-6070，6077-6080

喬木村 小川 からさわ 唐澤 6884-6885

喬木村 小川 からさわ 唐沢 7881

高森町 下市田 からさわ 唐沢 １６２１－１６８１ ８－１３ 34

高森町 山吹 からさわ 唐沢 ５９４９－５９６０，６１６０－６１７５，６２３５－６２４５ １１－９ 34

天龍村 神原 からさわ カラ沢 1506 122 ,123 29

天龍村 神原 からさわ カラ沢 3421-3423 93 ,107 29

天龍村 神原 からさわ カラ沢 4591 144 ,145 29

天龍村 平岡 からさわ カラ沢 370-371,379-383 37 28

天龍村 平岡 からさわ から沢 2391 154 ,169 29
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豊丘村 河野 からさわ 唐沢 ２８９３－２９０２，２４２４－２４４４，２８５－２９０，３３６－３３９ 二－2 76

松川町 元大島 からさわ 唐澤 3992ﾉ7，3993，4006ー4010，4012－4016 37，46 77

松川町 元大島 からさわ 唐沢
3992ﾉ1～6，4005，4012－4015，4009－4010，4017，4318
－4322，4334－4342

37 77

根羽村 町 からさわいり カラ沢入 1896～1898

喬木村 小川 からさわぐち 唐沢口 6015-6016,6040-6046

喬木村 小川 からさわぐち 唐沢口 6876-6877,6879,6886-6887,6904-6906，7608-7610

喬木村 氏乗 からさわぐち 唐沢口 11332-11333

高森町 下市田 からさわばら 唐沢原 ２２１８－２２２６，２２２７－２３０９，２３３０－２３３６ ８－１３ 34

下條村 睦沢 からすくぼ 烏久保 ６９９～７０３，７０８～７１３，７１８～７５２

豊丘村 河野 からすだ からす田 ７０４１－７０４２

豊丘村 神稲 からすだ からす田 ７０４１－７０４４，７０５６

松川町 大島 からすだ 烏田 ７３－７４，８２－８４ 19 78

泰阜村 南山 からすねぐら 烏寝倉
7873-7874,7881,7890,7897-7900,7904-7906,7909-7912，
7920-7921

74 128

根羽村 小戸名 からつさわ カラツ沢 3332

根羽村 町 からつさわみちうえ カラツ沢道上 1867～1878

阿智村 駒場 からはし カラ橋 １３５９，１３６１～

阿南町 旦開 からまつ から松 1157～1158，1168

阿南町 旦開 からまつ 唐松 1158，1163～1164

高森町 山吹 からまつだいら 唐松平 ７３９６－７４５５，７４６５－７４８１，７４８５，７５０９ ８－５ 34

高森町 山吹 からまつばやし 唐松林 ３５４４－３５４７，３５４９，8500－8526 ９－７ 34

高森町 山吹 からまつばやしたじり 唐松林田ジリ ３５５０－３５５１，３５５３ ９－７ 34

豊丘村 神稲 からむしだ 苧田 ７２５７，７３０３－７３０６ 二－7 38

大鹿村 鹿塩 からやま 柄山 4100～4101

大鹿村 鹿塩 からやま 唐山 4315～4317

大鹿村 鹿塩 からやま 柄山 4100～4101

大鹿村 鹿塩 からやま 唐山 4315～4317

天龍村 神原 からやま カラ山 827 81 179

松川町 生田 からやまいり 柄山入 ７２７６ 138

喬木村 富田 がらん ガラン 12394,12469-12475

高森町 下市田 がらん ガラム 4059 ７－１５ 35

阿南町 大下条 がらんだ ガラン田 1895～1896

天龍村 神原 がらんのき ガラン軒 3070 137 248

阿南町 大下条 がらんやしき ガラン屋敷 1897～1899

泰阜村 左京 かりがえし 雁返シ 5925,5940,5944-5946,5948-5952,5961 53,54 98

阿南町 富草 かりづか 狩塚？ 5003～5005

阿南町 富草 かりつくり 苅作リ 6667

阿南町 富草 かりまた 苅又 6632

阿南町 富草 かりまた カリ又 6620～6623

根羽村 檜原 かりやすのたいら 苅安平 1250，1282

阿智村 伍和 かりやま かり山
２４６１～２４６３，２４６６，２４６８～２４７９，２４８１～２４９
８，２５０２～２５０４，２５６３

下條村 陽皐 かりやま 刈山 １７４４

下條村 睦沢 かりやま 刈山 ２１８３
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下條村 睦沢 かりやま 狩山 ４３９９

下條村 陽皐 かりやま カリ山 ４２３０～４２３３，４２３６～４２３８

下條村 陽皐 かりやま 刈山 ６２５４～６２５５，６２６１

下條村 睦沢 かりやま 刈山 ７２５８～７２５９

根羽村 萸野 かりやま カリヤマ 2976ﾛ～2977，2980

根羽村 中野 かりやま カリ山 4271

松川町 上片桐 かりやま 苅山 ５０４－５０６ 4 2

阿智村 伍和 かりやまあおきぼら かり山青木洞 ２４８０～

阿智村 伍和
かりやまあおきぼらぐ
ち

かり山青木
洞口

２４６７～

阿智村 伍和
かりやまううちやすみ
いし

かり山の内
休石

２５５６～２５５８

阿智村 伍和 かりやまのうちひんが
かり山の内
ひんが

２５０５～２５０６

下條村 睦沢 かりゅう 加龍
８２１～８２６，８７３，８７５～８７６，８７８～８７９，８９６～８９
８，９３８，９５２～９５６，１０２９，１１０４～１１０７，１１２２，
１１２４～１１３１，１１３６

下條村 睦沢 かりゅう？ 加龍？ ５１９０～５１９２，５１９４～５２０４

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

下條村 睦沢 かりゅう？ か里う ９０７７～９０８０，９１０２，９１３４～９１４０，９１４２

下條村 睦沢 かりゅう？ カリウ

下條村 睦沢 かりゅういり 加龍入 ９３５，１００９～１０１２

下條村 睦沢 かりゅういりまたぼら 加龍入又洞 １０００～１００１

下條村 睦沢 かりゅうおくのやま 加龍奥ノ山 ８７４，　１１３７

下條村 睦沢 かりゅうさらだ 賀龍サラ田 １１１８～１１２１，１１２３

阿南町 富草 かるおけだ カルヲケ田 9000～9005

天龍村 神原 かろめ カロメ 457,460-461 57 162

天龍村 神原 かろめみちうえ カロメ道上 449 57 162

天龍村 神原 かろめみちした カロメ道下 443-444,446-448 57 162

大鹿村 鹿塩 かわい 川合
33ノ2～6，51～57，59～99，101～121，128～130，132～
137

天龍村 神原 かわい 川合 847859 81 180

天龍村 神原 かわいざか 川合坂 489 69 164

大鹿村 鹿塩 かわいざわ 川合沢 31～33ノ1、34～37，40～42，139

大鹿村 鹿塩 かわいひかげ 川合日影 124～127，131，140～149，151～155，179

阿智村 浪合 かわうえ？ 川上 １０７７～

豊丘村 神稲 かわうそだ 川うそ田 １１４８１－１１４９２ 二－7 41

下條村 睦沢 かわうそぼら 川うそ洞 ４８８１～４９０７，４９１９～４９３２，４９３７

根羽村 向黒地 かわかけ 川カケ 2709～2711

根羽村 萸野 かわかけ 川カケ 2871～2877，3060

天龍村 神原 かわかみ 川上 833 81 179

松川町 上片桐 かわきた 川北 ３８０－３８２ 4 3

根羽村 日向 かわきたうえ 川北上 5317ｲ2

根羽村 日向 かわきたやま 川北山 5317ｲ1

阿南町 富草 かわくぼ 川久保 1～2

阿南町 大下条 かわくぼ カワクボ 339～343，347～351
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阿南町 大下条 かわくぼ カワクボ 400～406

大鹿村 鹿塩 かわくぼ 川久保 507～508，512～513

大鹿村 鹿塩 かわくぼ 川久保 715～724，1216

下條村 陽皐 かわくぼ 川久保 １６９９～１７０６

下條村 陽皐 かわくぼ 川久保 ６９２９～６９３０，６９４８

下條村 陽皐 かわくぼ 川久保 ６９２９～６９４８

阿南町 富草 かわくぼしものきり 川久保下ノ切 3～5

高森町 山吹 かわこいし 川子石 ７７２７，７７４０－７７４１，７７４６－７７６０イ ９－５ 35

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

天龍村 神原 かわごいし カワゴ石 5733　，5740 90 311

阿智村 駒場 かわこういがわら 川小路川原 １０５４～１０５８

阿南町 和合 かわごし かわごし 1587

阿智村 清内路 かわしま 川島 １９１６，１９１８～１９１９

阿智村 智里 かわしま 川嶋
４９４７～４９７０，４９７５～４９７７，４９８０，４９８４ハ，４９８
９～４９９０

阿智村 浪合 かわしま 川島 １２４３ロ

天龍村 神原 かわしま 川島 4117-4127 91 ,105 34

天龍村 神原 かわしま 川島 5779-5783 105 312

天龍村 平岡 かわしま 川島
851-874,885,1172-1186,1189-1209,1217-1219，1372-
1381

４７，６０ 34

根羽村 老平 かわしま 川嶋 3616～3617

天龍村 神原 かわしまさか 川島坂 4113　,4134 105 274

平谷村 ムク沢 かわじや カハジヤ ８８６－８８９

阿南町 旦開 かわじり 川尻 3495～3497，3507，3535～3570

阿南町 旦開 かわじり 川尻 985～986，991～994，997～1004

泰阜村 稻伏戸 かわじり 川尻 1146 8，20 16

阿智村 清内路 かわすそ 川裾 393，３９８～４３９

高森町 下市田 かわそこ 川底 ２７８６－２８７１，２８７２ ８－１２ 35

高森町 大島山 かわぞこ 川底 １８７－２６９ ５－１０ 35

阿南町 大下条 かわたさわ 川田沢 1646

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

松川町 元大島 かわたやしき 川田屋敷 ２８－３１，３４ 54 53

泰阜村 南山 かわて 川手
6066-6072，6085，6072,6085,6087,6092,6104,6128-
6130,6273-6277,6290-6293，7539，7836

69,74 128

阿南町 大下条 かわてやま 川手山 84

天龍村 平岡 かわど 川戸 262 ２５，３６ 1

泰阜村 南山 かわなかいわ 川中岩 8238-8242 89,91 128

阿智村 浪合 かわなかじま 川中島 ５１３～５３４

根羽村 一之瀬 かわなかじま 川中島 4912

根羽村 田島 かわのうえ 川上 326～331，426

根羽村 新井 かわのうえ 川上 644，990

根羽村 小戸名 かわのうえ 川上 3435

根羽村 小川 かわのうえ 川ノ上 3733～3734，4105

根羽村 取手 かわのうえ 川ノ上 4739～4740，4757

根羽村 田島
かわのうえおおみちし
た

川上大道下 298
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根羽村 新井 かわのうえしんぱちだ 川上新八田 639～640

松川町 上片桐 かわのがいと 河野垣外 ２２２８－２２３７，２４１５－２４１８ 10 10

根羽村 中野 かわのくち 河ノ口 4319

根羽村 小戸名 かわのした 川ノ下 3436～3440ｲ

天龍村 平岡 かわのと 川野戸 1 1 1

下條村 睦沢 かわのど 川のと ３２６１～３２６３

下條村 睦沢 かわのど 川ノド
３５９８～３６００，３６０２ノ１，３６０３～３６０７，３６１２～３６
１５，３６１７～３６４３

下條村 睦沢 かわのど 川のど
３６４４～３６５８，３６６４，３６７０～３６８１，３７２８～３７２
９，３７３３，３７３５

根羽村 檜原 かわののぼり 川ノ上リ 1238～1239，1278

松川町 生田 かわはけ 川ハケ ７０７－７０８，７３７－７３８ 48，56 53

豊丘村 神稲 かわはた 川ハタ １１２１４－１１２２２ 五－3 96

根羽村 黒地 かわはた 河畑 2484，2493

根羽村 黒地 かわはた 川畑 2488～2492，2494

根羽村 向黒地 かわはた 川畑 2588～2592

根羽村 小戸名 かわはた 川畑 3321

松川町 元大島 かわはた 川ハタ ３５９５－３５９７ 37 29

阿智村 伍和 かわばた 川端 ４９５５～

阿智村 清内路 かわばた 川端 １５８７～

阿智村 智里 かわばた 川畑 １７７８～１７８５，１７８９～１８００

阿智村 智里 かわばた 川端 １８５９～

阿智村 浪合 かわばた 川畑 ２４５～２４８

阿南町 富草 かわばた 川はた 2293

阿南町 大下条 かわばた 川バタ 1963

阿南町 大下条 かわばた 川端 1923～1925，1942～1944

阿南町 富草 かわばた 川ばた 6204～6214

阿南町 富草 かわばた 川端 6328～6331

下條村 陽皐 かわばた 川端 ４０７１

下條村 睦沢 かわばた 河端 ７７９１

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

下條村 陽皐 かわばた 川端 ４６９，９０３，　９０５

下條村 陽皐 かわばた 川端 ７８２，８０６～８０７

喬木村 富田 かわばた 川端 13195

喬木村 加加須 かわばた 川端 5464-5467

喬木村 小川 かわばた 川端 7221-7222,7264-7266,7270-7275

高森町 牛牧 かわばた 川バタ ６１０，６１３－６１５ ５－１４ 35

高森町 山吹 かわばた 川バタ 3016 ９－７ 35

高森町 山吹 かわばた 川端 6055 １２－８ 35

天龍村 神原 かわばた 川端 1722 167 211

豊丘村 神稲 かわばた 川端 ５４５２－５４５４ 五－5 96

豊丘村 神稲 かわばた 川バタ １０６５１－１０６５５ 五－3 96

根羽村 田島 かわばた 川バタ 325

根羽村 檜原 かわばた 川端 1203～1205，1356
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根羽村 万場瀬 かわばた 川端 1594～1598

根羽村 町 かわばた 川バタ 2077

根羽村 小川 かわばた 川端 3989

根羽村 中野 かわばた 川バタ 4238～4242，4495

根羽村 横畑 かわばた 川端 4545～4552，4693

根羽村 一之瀬 かわばた 川バタ 4814～4815，4874

平谷村 ムク沢 かわばた 川バタ ９３４－９４４，１２６６

松川町 大島 かわばた 川端 892 18 29

松川町 元大島 かわばた 川端
892，３５６２－３５６５，４０５６，４２４４－４２４６，４４９７－４
４９９，４６０９－４６１２

37，46 29

泰阜村 打沢 かわばた 川バタ 1709-1710,1736-1937 21，22 34

泰阜村 打沢 かわばた 川端 1916-1919，2124-2125 21，22 34

泰阜村 高町 かわばた 川ばた 794,811-821 16 34

泰阜村 高町 かわばた 川端 754-756,801-804,939-940 16,19 34

泰阜村 高町 かわばたむかい 川端向 853 19,21 50

阿智村 清内路 かわはら 川原 １９１４，２０４４～２０４８

下條村 睦沢 かわはら 河原 ４９１０

下條村 睦沢 かわはら 川原 １０００６～１０００７

下條村 陽皐 かわはら 川原 ４５６７，４５６９～４５７０

下條村 睦沢 かわはら 川原
４６５２～４６５６，４６６７～４６６８，４７２１，４７２８，４７３４
～４７３５，４８５８～４８７７，４９０８～４９０９

下條村 睦沢 かわはら 河原
７７６５，７７６８，７７８５，７８６３～７８６７，８７７４～８７７
５，８７８５

下條村 睦沢 かわはら 川原
８８８５～８８８６，８９２０～８９２２，９３６４，９３７５～９３７
９，９７７３～９７７４

阿南町 大下条 かわはらだ 川ハラダ 1978～1980

阿南町 旦開 かわはらだ 川原田 2458～2464，2497～2498

下條村 睦沢 かわはらなか 川原中 ９７６８

阿南町 大下条 かわはらはた カワハラハタ 2196

阿智村 清内路 かわはらばた 川原畑 ２０２５～２０３１

松川町 元大島 かわま 川間 ４０５４－４０５５ 46 53

阿南町 富草 かわまま 川まヽ 4900～4902

阿南町 大下条 かわまま 川マヽ 970，994～998，1035～1036

阿智村 伍和 かわみなみ 川南 ６１３８～６１４０

根羽村 小栃 かわみなみやま 川南山 6178

阿智村 浪合 かわむかい 川向 １２０８ノ１～１２４１

阿智村 浪合 かわむかい 川向 ４８８～

阿智村 浪合 かわむかい 川向 ９７２ホ～１６５３ホ

阿南町 旦開 かわむかい 川向 3179～3191

喬木村 小川 かわむかい 川向 7236-7238,7247-7252

根羽村 檜原 かわむかい 川向 1064～1093，1339

根羽村 萸野 かわむかい 川向 2978ﾛ

根羽村 小戸名 かわむかい 川向 3325～3327

根羽村 小川 かわむかい 川向 3735～3752，4186

根羽村 中野 かわむかい 川向 4402，4512

根羽村 横畑 かわむかい 川向 4640～4641，4699
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根羽村 一之瀬 かわむかい 川向 4825～4837

根羽村 高橋 かわむかい 川向 5000，5073

平谷村 合川 かわむかい 川向 ２３－２７，５１，２１１－２２０

根羽村 檜原 かわむかいいりぐち 川向入口 1182～1183

阿智村 浪合
かわむかいうえのだ
ん

川向上ノ段 １２２０、１２４２～

根羽村 小川
かわむかいうえのだ
ん

川向上段 3839～3844

根羽村 横畑
かわむかいかめがだ
いら

川向亀ヶ平 4690ｲ，4692

根羽村 横畑 かわむかいかわはら 川向川原 4638～4639

阿智村 伍和 かわむかいくるまや 川向車屋 ４９８３～

阿智村 伍和
かわむかいくるまやう
え

川向車ヤ上 ４９８２～

根羽村 横畑 かわむかいのぼり 川向上リ 4668～4672，4677

根羽村 檜原 かわむかいひらいわ 川向平岩 1192～1195

根羽村 小戸名
かわむかいまつばや
し

川向松林 3273

根羽村 檜原 かわむかいみちうえ 川向道上 1185～1191

根羽村 横畑
かわむかいやまのし
た

川向山ノ下 4673～4682

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

阿智村 伍和 かわむこう 川向 ５５９４～

阿智村 智里 かわむこう 川向 ４１６３～

阿智村 浪合 かわむこう 川向 １９３～１９９ロ２

阿智村 浪合 かわむこう 川向 ３９１～１１４４

阿南町 大下条 かわむこう 川向 1310～1311

阿南町 富草 かわむこう 川向 4878～4880

阿南町 富草 かわむこう 川向 6020～6028

下條村 陽皐 かわむこう 河向 ２３１９～２３２２

天龍村 神原 かわむこう 川向 1213 95 194

根羽村 取手 かわむこう 川向 4762ﾛ～4763

泰阜村 鍬不取 かわむこう 川向 2741 38 93

根羽村 高橋
かわむこううえのたい
ら

川向上ノ平 5074

根羽村 高橋
かわむこううえのたい
らもりよこ

川向上ノ平
森横

5075

根羽村 取手 かわむこうすたのうえ 川向スタノ上 4760～4762ｲ

高森町 山吹 かわよけした 川除下 ６３４５－６３４６ １２－９ 35

阿智村 駒場 かわら 川原 １４９５，１５９０～１５９３，１６２４～１６２５

阿智村 駒場 かわら 河原 １５１８～

阿智村 駒場 かわら 川原
６５８～６６０，６９７～７１２，７１６～７１７，７１９～７２０，７２
２，９３２，１０９０～１０９６

阿智村 伍和 かわら 河原 ２０８２～２０８６

阿智村 伍和 かわら 川原 ４０～４２

阿智村 伍和 かわら 川原 ４４６～

阿智村 伍和 かわら 川原 ４９６３～４９６４，４９７２～４９７４

阿智村 智里 かわら 川原 １０９３～１０９６，１１２９
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阿智村 智里 かわら 川原
４７５３，４９８６～４９８８，４９９１～４９９３，４９９５～４９９
６，５０００，５００５，５００７

阿智村 浪合 かわら 川原 １４～１８７

阿智村 浪合 かわら 川原 ４９０ハ１～５１２ロ

阿智村 浪合 かわら 川原 ７４９～７９０ロ

阿智村 浪合 かわら 川原 ９６４～９６７ハ

阿南町 富草 かわら 川原 2058，2079～2080

阿南町 富草 かわら 川原 2252～2254

阿南町 富草 かわら 河原 5453

阿南町 大下条 かわら 川原 1323～1325

阿南町 和合 かわら 川原 158～159

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

阿南町 和合 かわら 川原 1828，　1947，1950，2781，2784

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

阿南町 富草 かわら か王ら 6000～6003

阿南町 富草 かわら 川原 6066～6067，6179～6184

阿南町 和合 かわら 川原

下條村 陽皐 かわら 川原 ２２０３～２２１４，２２７４

下條村 陽皐 かわら 河原 ２８６１～２８６２，２８６８～２８７０

下條村 陽皐 かわら 川原 ２８６５～２８６６

下條村 陽皐 かわら 川原 ５０６７～５０８０

下條村 陽皐 かわら 川原
５１２０～５１２４，５１２８～５１８３，５１９３～５１９５，５２５７
～５２６５，５２９２～５３０４，５４８２～５４８８イ，５４８９～５
４９４

下條村 陽皐 かわら 川原

喬木村 阿島 かわら 河原 5110

喬木村 加加須 かわら 川原 5487-5488ﾉ4,5490ﾉ1-5490ﾉ3

喬木村 小川 かわら 河原 6491-6494,6804-6807,6816

喬木村 小川 かわら 川原
6610-6611,6644-6648,6662-6666,6668,6670-6672,6676-
6677,6682,6699-6700，6706

喬木村 大島 かわら 川原 9664-9667,9687

喬木村 氏乗 かわら 川原 9960,9990-10002,10394-10407,10418

喬木村 氏乗 かわら 川原 11435-11438

喬木村 大和知 かわら 川原 11583-11586

喬木村 伊久間 かわら 川原 15192,15284,15287,15289-15292,16321,15328,15626

高森町 牛牧 かわら 川原 2697 ６－１１ 35

高森町 牛牧 かわら 河原 ２６８４，２６８８，２７０６，２７０９－２７１４，２７７３ノ３－４ ６－１１ 35

高森町 山吹 かわら 川原 １５２５－１８００，4064－4192 ９－１０ 35

高森町 山吹 かわら 河原 ６３３０－６３３６，６３５４ １１－９ 35

天龍村 神原 かわら 川原 4714-4715,4780,4782,4826 132 15

天龍村 神原 かわら 川原 4851 131 ,132 15

天龍村 平岡 かわら 川原 182-186,192-195 27 15

豊丘村 河野 かわら 川原 ９８８５ー 二－2 16

豊丘村 神稲 かわら 川原
３６０６，３００７，３７０７，３６２２－３６２７，３６２９，５４２８
－５４３０，５３９９－５４０１，５４０８－５４０９，５４２３－５４
２６

二－5 16
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根羽村 小川 かわら 川原 3979～3980

根羽村 中野 かわら 川原 4329～4331，4415

松川町 生田 かわら 河原 ８０９－１１２８，9013，9017－9083 39，47 53

松川町 元大島 かわら 河原 ９０１３，９０１７－９０８３ 55 53

松川町 元大島 かわら 川原 ４６７，４７７－４９８，５６０－５６６ 47 53

松川町 元大島 かわら 河原 2351，　2623，　2548 29，39 53

泰阜村 打沢 かわら 川原 1787-1791,1794-1798，2121 22 66

天龍村 神原 かわらうつ
カワラウツ
（郷戸ヒラノ
内）

182 32 142

阿智村 浪合 かわらうらばた 川原裏畑 １６３７ノ１～１６４０

喬木村 小川 かわらおち 川原落 654,366,676,669

喬木村 小川 かわらおち 河原落 6683-6685

松川町 元大島 かわらかみ 川原上 ８５９３－８５９４ 63 78

下條村 睦沢 かわらさわ 川原沢 ７５０１，７５０３～７５０６

下條村 睦沢 かわらざわ 川原沢 ７３３３

阿智村 春日 かわらだ 川原田 １０３５～１０５３

阿智村 春日 かわらだ 川原田 ２３１２ロ～ハ，２３１６～２３１９

阿南町 大下条 かわらだ カハラタ 233

阿南町 大下条 かわらだ 川原田 1776

阿南町 大下条 かわらだ 川原田 1224～1228

阿南町 大下条 かわらだ 川原田 1812，1890～1893

阿南町 大下条 かわらだ 川原田 2557～2558

阿南町 富草 かわらだ 川原田 5552～5553

阿南町 富草 かわらだ 河原田 5554～5560

阿南町 富草 かわらだ 川原田 6119～6120

阿南町 大下条 かわらだ 川原田 68～69

下條村 陽皐 かわらだ 川原田 ２４８５～２４９７，２８４５～２８４９，２８５１

下條村 睦沢 かわらだ 川原田 ５９４９，５９５４～５９５６

下條村 睦沢 かわらだ 川原田 ５９７～６２４，６３０～６４４，１３１０～１３１１，１３１５

喬木村 大島 かわらだ 川原田 9455

喬木村 氏乗 かわらだ 川原田 9965-9972

豊丘村 神稲 かわらだ 川原田 ６９８６－６９８７，６９９２ 五－4 19

豊丘村 河野 かわらだ 川原田 ３６３０－３６４６ 二－5 19

泰阜村 高町 かわらだ 川原田 960 19 50

豊丘村 神稲 かわらでぐち 川原出口 ９０２７－９０２８

高森町 吉田 かわらのひら 川原平 ２００８，２１２６－２１３４ ９－１１ 35

阿智村 駒場 かわらばた 川原畑 １９７９～１９８０

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

阿智村 清内路 かわらばた 川原端 １７２３～１７２５，１７３６～１７３８

阿智村 浪合 かわらばた 川原畑 ２４８ロ～３０８

阿智村 浪合 かわらばた 川原畑 ３８６～

阿智村 浪合 かわらばた 川原畑 ５２～１９３

阿南町 旦開 かわらばた 川原ばた 850
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阿南町 大下条 かわらばた 川原畑 1841

阿南町 大下条 かわらばた 川原畑 2187～2190

阿南町 旦開 かわらばた 川原畑 850～851

喬木村 氏乗 かわらばた 川原畠 9961-9963,9977-9983

喬木村 氏乗 かわらばた 河原畠 10545

根羽村 小戸名 かわらばた 河原畑 3277

根羽村 一之瀬 かわらばた 川原畑 4866～4867

松川町 生田 かわらばた 川原畑 ８５９５－８６０１ 64 53

泰阜村 門島 かわらばた 川原畑 4671 32 67

高森町 山吹 かわらばやし 川原林
５２５１，５２７２－５２７３，５３５９－５３６７，５４２２ロ－５４２
３イ，５４２４－５４２６

35

高森町 吉田 かわらひら 川原ヒラ １３８８－１３９１，２００８ ９－１１ 35

大鹿村 大河原 かわらみち 川原道 4802－

喬木村 小川 かわらみちした 川原道下 6583-6585,6595-6596,6603-6609,6613-6617

高森町 山吹 かんおん カンヲン ２９６０－２９６１，３０２３ ８－８ 36

阿南町 大下条 かんおんした 観音下 1374～1375

高森町 山吹 かんおんだ カンヲン田 ３７０８－３７０９ １０－８ 36

泰阜村 左京 かんおんばやし カンオン林 5773 53 98

泰阜村 左京 かんおんばやし 觀音林 5769-5770 51,53 98

阿南町 大下条 かんおんほら 観音洞 1616～1628，1631，1632

天龍村 神原 かんおんぼら
カンオン洞
（郷戸ヒラノ
内）

175 33 140

泰阜村 田野口 かんおんまえ 觀音前 5408-5409,5448 33 107

天龍村 神原 かんがしま カンガシマ 642，645-646 81 169

大鹿村 大河原 かんからいしやま かんから石山 4816－

阿智村 智里 かんこうはた 寒紅畑 ８６０～９０１

阿智村 智里 かんこうばたがわら 寒紅畑川原 ９０２～９０５

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

高森町 出原 かんさわ カンサハ ３０８－３１１ ９－９ 36

根羽村 新井 かんしだ 勘四田 600～607

豊丘村 神稲 かんすけやしき 勘助屋敷 ６７８１－６７８２ 二－5 28

高森町 吉田 がんせき 岩石 ２１３５－２１４８ ９－１２ 36

高森町 吉田 がんぜき ガンゼキ ４８２－４９２ ９－１２ 36

阿南町 大下条 かんた カンタ 1291～1296

阿智村 智里 かんだ 蟹田 ８３０～８３３，８３８～８５９

阿南町 大下条 かんだ カン田 102～104，107

阿南町 大下条 かんだ カン田 1288～1289

豊丘村 神稲 かんだ 神田

２３２４，３７１１－３７２２，１０７０２－１０７０８，１０７１６－１
０７１８，１１１２０－１１１２１，１１１３８－１１１４２１０７０２－
１０７０８，１０７１６－１０７１８，１１１２０－１１１２１，１１１３
８－１１１４２

二－5 54

高森町 吉田 かんだがいと カンダガイト １２３７－１２４６ ８－１１ 36

大鹿村 大河原 かんだちくぼ 神立窪 5248～5252，5307～5308

高森町 山吹 かんだばら 神田原 ５０６６－５１２２ １０－６ 36

天龍村 神原 かんづくり 勘作り 349 57 156
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喬木村 富田 がんどうぼら ガンドウ洞 12621-12626 1 8

下條村 睦沢 がんどぼら がんど洞 １８５

下條村 睦沢 がんどぼら 厂土洞 ２５１２，２５２０～２５２３

阿智村 伍和 かんのん 観音 ９１３～９１４

泰阜村 南山 かんのん 觀音 8541 90 107

豊丘村 河野 かんのんあと 観音後 ７４３１－ 五－4 55,151

阿智村 春日 かんのんうえ 観音上 ２７５４～２７５５

阿智村 春日 かんのんうしろ 観音後 ２７６５～２７７２

泰阜村 南山 かんのんがいと 觀音垣外 7685-7686，7825 74 107

豊丘村 河野 かんのんざか 観音坂 １５１－１５５ 二－4 4

天龍村 平岡 かんのんざわ かんのん澤 210 27 17

阿智村 春日 かんのんした 観音下 ２７５０，２７５２ノ１

天龍村 神原 かんのんした 歓音下 1462 124 204

豊丘村 河野 かんのんした 観音下 １４８－１５０，１５６－１６０，２１７－２１８，７４３４ 二－4 3,151

豊丘村 河野 かんのんだ 観音田 ８８０－８８３ 二－4 4

喬木村 加加須 かんのんどう 観音堂 5418-5422

喬木村 伊久間 かんのんどう 観音堂 15815-15817,15820-15824,15829,15847

豊丘村 神稲 かんのんどう 観音堂 ２９０８－２９２７ 五－5 128

泰阜村 南山 かんのんどう 觀音堂 7824 74 16

豊丘村 神稲 かんのんどうした 観音堂下 ３０１３－

阿智村 伍和 かんのんばた 観音畑 ３８７２～３８７６

下條村 陽皐 かんのんばた 観音畑

天龍村 平岡 かんのんばた 観音畑 131 27 12

高森町 山吹 かんのんばやし 観音林 ７６７８－７６８４ ９－６ 37

下條村 睦沢 かんのんばら 観音原 ５４５０～５４６２？

高森町 山吹 かんのんばら 観音原 ７６５３－７６５４ ９－６ 37

松川町 生田 かんのんばら 観音原 １７１２－１７１５、１７２０－１７２１ 28 50

下條村 睦沢 かんのんばらそと 観音原外 ５５７９～５５８４

下條村 睦沢 かんのんぼら カンオン洞 ５３５６～５３５７

天龍村 神原 かんのんぼら
観音洞（郷戸
ヒラノ内）

170 33 140

天龍村 神原 かんのんぼら 観音洞 239 ,259 33 140

豊丘村 神稲 かんのんぼら カンノン洞 ５５５５－ 五－6 111

阿智村 春日 かんのんまえ 観音前
２７０７～２７１４，２７１７～２７１８，２７２０～２７２３，２７５３
～２７７５

豊丘村 河野 かんのんまえ 観音前 ７４３２－７４３３ 五－4 151

根羽村 中野 かんのんまえ 観音前 4297～4300

阿智村 春日
かんのんまえひらは
た

観音前平畑 ２７１８～

阿南町 富草 かんのんまわり 観音廻リ 1380～1381

天龍村 神原 かんばあらし カンバアラシ 5965　,5968 67 320

阿南町 和合 かんばうつ かんばうつ 2447

喬木村 氏乗 かんばさわ かんば沢 11407-11410

大鹿村 大河原 かんばざわ かんば沢 1489－

大鹿村 大河原 かんばざわ かんば沢 1489－
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大鹿村 大河原 かんばさわひかげ カンバ沢日影 4497－

大鹿村 大河原 かんばさわひかげ カンバ沢日影 4497－

大鹿村 大河原 かんばさわひなた カンバ沢日向 4498－

大鹿村 大河原 かんばさわひなた カンバ沢日向 4510－

大鹿村 大河原 かんばさわひなた カンバ沢日向 4498－

大鹿村 大河原 かんばさわひなた カンバ沢日向 4510－

天龍村 平岡 かんばし かんばし 1510 60 51

阿南町 富草 かんばだやま カンバダ山 8298～8300

阿南町 大下条 かんばのいり カンバの入 2810～2811，2814～2818，2823～2846

松川町 生田 かんばのたお カンバノタヲ ８０８０－８１０５，８１２２－８１２４ 58，63 78

大鹿村 大河原 かんばのま かんばの間 5393～5394

阿南町 大下条 かんばのもと カンバノモト 668，683～685

天龍村 神原 かんばばやし
カンバ林（大
久名平ノ内）

413-414 70 160

天龍村 神原 かんばまぐさ カンバマグサ 5085-5089 131 78

天龍村 平岡 かんばまぐさ カンバマクサ 2105 112 78

阿智村 春日 かんばやし 上林 ２８５５～２８５６

下條村 陽皐 かんばやま カンバ山 ４８７０

天龍村 平岡 かんばらかみ カン原神 1892 96 70

阿南町 大下条 かんびた カンビ田 3570～3571

下條村 陽皐 かんべいやま 勘平山 ６１０１

阿南町 大下条 かんべえた 勘兵衛田 246～251

根羽村 新井 かんべえた 勘兵衛田 577～580

売木村 長下 かんぼ かんぼ ２２－１，２４－１

売木村 長下 かんぼう かんぼふ ２４－２～５，２４－１６～４１

阿智村 駒場 かんまち 上町

１１４０～１１４９，１１５２～１１５８，１１６０～１１６１，１２２０
～１２２１，１２３０～１２３３，１２４１～１２４２，１２４５，１２４
８，１２５１～１２５２，１２６０～１２６１，１２６５～１２６８，１２
７３～１２７４，１２７８～１２７９，１２８２～１２８４，１２９３～
１２９５，１２９７，１３０３，１３０７～１３０８，１３１０，１３１３
～１３１５

根羽村 町 かんまち 上町 1933～1948，1996

天龍村 神原 かんみ カンミ 1868 167 214

天龍村 神原 かんみ カンミ 2145 167 214

天龍村 神原 かんみ カンミ 2280-2283，2285，2290-2293 168 214

天龍村 神原 かんみした カンミ下 1865，1867-1883 167 214

天龍村 神原 かんみみちうえ カンミ道上 2275-2276 167 214

天龍村 神原 かんみみちした カンミ道下 2276-2278，2284 167 214

阿南町 和合 かんめざか カンメザカ 4

根羽村 黒地 かんもり カンモリ 2541

天龍村 神原 かんもれ カンモレ 3573 120 265

阿智村 智里 きあい 木合 ４６９３～

阿南町 富草 きあらし 木阿らし 61

阿南町 富草 きあらし 木あらし 175

阿南町 大下条 きあらし 木アラシ 1260～1261

阿南町 大下条 きあらしざわ 木荒沢 1961～1964
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大鹿村 鹿塩 きうつご キウツゴ 2407～2412

喬木村 富田 きえもんづくり 㐂右エ門作 12415-12418 　

大鹿村 大河原 きおとし 木落シ 5160～5167

大鹿村 鹿塩 きおとし 木落し 2349～2350

豊丘村 河野 きおとし 木落 １０２２－１０３１ 二－4 79

豊丘村 神稲 きおとし 木落 ９０４，１８３５－１８４５ 二－4 79

阿南町 和合 ぎおんさわ ぎをん沢 1552

阿南町 和合 ぎおんさわ ぎをん沢 1530～1534

松川町 元大島 きぎ 樹木 ７３０ 54 78

喬木村 阿島 きぎゅうばら 帰牛原 2136-2376,2392-2680,2686,2792-3099

阿南町 和合 ききょうね 桔梗根 2206～2208

松川町 上片桐 ききょうばら 桔梗原 ４６０５－４６１４，４６１７－４６４１ 21 35

松川町 元大島 ききりだ 木切田 ２４６１－２４６８，２４７２－２４７５ 39 78

天龍村 神原 ききわづくり
キキワ作（倉
ノ平ﾋﾗ内）

1420-1421 123 201

豊丘村 神稲 きくえもんがいと 菊右衞門垣外８２５２－

豊丘村 河野 きくしたいら 菊指平 ６２２５－６２４２，６２５０－６２９２ 五－4 142

天龍村 神原 きぐたし キグタシ 550 57 ,69 165

天龍村 神原 きぐだし キグダシ 648 69 165

喬木村 氏乗 きくなだいら 菊な平 10979

天龍村 神原 きぐろ キグロ 632 80 169

豊丘村 河野 きげんぼら キゲン洞 ７４０９－７４１５

阿南町 大下条 きこだし キコダシ 1859，　1890，1883

泰阜村 鍬不取 きころび キコロヒ 2763 38 94

阿南町 富草 きざえもんだ 㐂佐ヱ門畑 8871～8875

高森町 出原 ぎざえもんまえだ 儀左ヱ門前田188 ８－９ 37

天龍村 平岡 きさづくり 喜三作 2123 99 80

豊丘村 神稲 きざはし キザハシ ４７９４－４７９９，４８４３－４８４６ 二－6 89

泰阜村 唐笠 きざはし キザハシ 3995-3997 12 20

阿智村 浪合 きし 岸 ３４４イ

高森町 牛牧 きしがいと キシガイト ２４３０－２４３１ ５－１１ 28

高森町 牛牧 きしがいと キシカイト ２４３６－２４３８ ５－１１ 37

下條村 陽皐 きじがいと 雉子垣外 １９２２～１９２９，１９３７～１９５１

天龍村 平岡 きじがくぼ きじが久保 2193 124 86

大鹿村 鹿塩 きじさか 木地坂 1588～1592

天龍村 神原 きしさき キミサキ 3443 80 256

泰阜村 黒見 きじばやし キジ林 4432 30,32 90

高森町 吉田 きじや キシヤ １２７３－１２９７ ８－１１ 37

下條村 陽皐 きじやしき 木地屋敷 ４８７７～４８８７

喬木村 氏乗 きじやしき 木地屋敷 11193ｲ

天龍村 神原 きじやしき キジヤシキ 796 94 177

根羽村 小戸名 きじやしき 木師屋敷 3278～3280ｲ，3282

天龍村 神原 きじやだいら キシヤ平 440 57 162

阿智村 智里 きじやばた キジヤバタ ４９３～
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阿智村 浪合 きじやま 木地山 ６６０～８２１イ２

阿智村 浪合 きじやましたがわら 木地山下川原７８８～７８９

阿智村 浪合 きじやましただん 木地山下段 ７７２ロ２～７８２イ１

阿智村 智里 きじやみち 木地屋道 ３７１１～３７２０

天龍村 神原 きじやみち キシヤ道 1363 124 201

阿智村 智里 きじやみちうえ 木地屋道上 ３５８２～

阿智村 智里 きじやみちした 木地屋道下 ３７０８～

阿南町 和合 きじややしき きじや屋敷 1032

下條村 陽皐 きじややしき 木地や屋敷

阿南町 旦開 きしろうづくり 喜四郎作 2054～2064

高森町 牛牧 きすけだ 喜助田 2217 ６－１３ 37

喬木村 小川 きすけづくり 㐂助作り 7313,　7593

天龍村 神原 きそ 木曽 6089-6094，6102-6105 31 322

阿南町 富草 きぞうだ 喜蔵田 2968～2972

阿南町 和合 きそはた キソハタ 136，　167，638，674，678

阿南町 和合 きそばた 木曽畑 635，643～646，662～666，668，673

泰阜村 左京 きそばた キソ畑 5525 36,51 98

阿南町 大下条 きそやしき キソヤシキ 377，388，390～393

阿南町 富草 きた 北 1600

阿南町 大下条 きた 北 2473～2486

喬木村 大和知 きた 北 11551-11552

高森町 山吹 きた キタ 5282 37

天龍村 神原 きた 北 1302 124 56

天龍村 平岡 きた 北 1585-1615 ７０，７１ 56

天龍村 平岡 きた 北 2376-2377 153 ,154 56

高森町 牛牧 きたあらた 北アラタ １７５７－１７５８ ５－１２ 37

松川町 生田 きたい 北井 ８７９９ 78

阿南町 旦開 きたいかいど 北開土 409,418～419,421,423

豊丘村 神稲 きたいけのだいら 北池ノ平 ２２４５－２２５０ 二－6 85

豊丘村 神稲 きたいり 北入
７９８０－７９８１，８０１０－８０２３，８０２７，８０５１－８０５
６，８９７７－８９７９

二－5 21

豊丘村 神稲 きたいりあまだ 北入雨田 ８０２４－８０２６ 二－5 21

豊丘村 神稲 きたいりいわた 北入岩田 ８０４５－８０４７ 二－5 21

豊丘村 神稲 きたいりまえだ 北入前田 ８０３３－８０４４ 二－5 21

松川町 元大島 きたうえの 北上野 ３５９４，３５９８－３６００ 37 61

下條村 睦沢 きたうら 北浦
２０９８，２１０２，２１０９～２１１９，２１２１，２１２９，２１３２
～２１３６

下條村 睦沢 きたうら 北ウラ ２１０１，２１０３～２１０８，２１２０，２１３０～２１３１

喬木村 加加須 きたうら 北宇ら 5393

豊丘村 河野 きたうら 北裏 １２８１－１２８３，１２８７－１２８８ 二－4 65

松川町 元大島 きたうら 北裏 １７６６－１７６８ 28 46

阿南町 大下条 きたかいと 北カイト 2117～2122,2124～2126

松川町 生田 きたかいと 北垣外 1132 31 13

阿智村 智里 きたがいと 北垣外 ４３３１～４３３２
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阿南町 大下条 きたがいと 北垣外 3806

阿南町 富草 きたがいと 北垣外 5085～5086

阿南町 大下条 きたがいと キタガイト 554～555

下條村 陽皐 きたがいと 北垣外 ６８６１

高森町 牛牧 きたがいと 北垣外
９３０，９３２－９３４，９３６，９３８，９４０，９４２－９４３，１１
９８－１２０２

４－１２ 37

高森町 山吹 きたがいと 北垣外 ２４７０－２４７８ ７－７ 37

天龍村 神原 きたがいと 北垣外 384-385 57 57

天龍村 神原 きたがいと 北垣外 1054-1055,1101-1109,1111-1112,1116,1231 70 57

天龍村 平岡 きたがいと 北垣外 1576,1579-1584,1616 71 57

天龍村 平岡 きたがいと 北垣外 556 35 57

豊丘村 河野 きたがいと 北垣外 ３０８３，３８１１－３８３０，３８４８－３８５７ 二－2 155

松川町 上片桐 きたがいと 北垣外
２７３７－２７４４，２８６５－２８７７，３０３９－３０４３，３０５０
－３０６８，３４０５，３４０７－３４１３

11 13

松川町 元大島 きたがいと 北垣外
１６３８，１６４０－１６４４，１６５４－１６５６，１６５８，３６７５
－３７０２，３７１５－３７１７，３７４０ノ２－３７４４，３７４６－
３７６６，３８０３－３８１２，３８１６－３８５５

37 13

泰阜村 黒見 きたがいと 北垣外 4391-4396 30,33 16

泰阜村 高町 きたがいと 北垣外 1089,1096-1097 8,19 16

泰阜村 南山 きたがいと 北垣外 7777 74 14

天龍村 神原 きたがいとうえ 北垣外上 1113-1115 70 57

泰阜村 金野 きたがさわ 北ヶ沢 643,645-654 7,19 14

泰阜村 高町 きたがさわ 北ｹ澤 1084-1088,1103 7,8 14

豊丘村 神稲 きたがたした 北方下 ４１６６，　４１７４ 二－5 18

喬木村 富田 きたがわ 北川 13591-13596,14876-14878 1 8

豊丘村 神稲 きたきど 北木戸 ７９０２－７９０７，１１８３８，１１８５０ 24

松川町 元大島 きたくねぞい 北クネ添 87 55 78

松川町 上片桐 きたくぼ 北久保 ９７８－９８２，９９１－１０００，１０３７－１０４５ 6 6

松川町 上片桐 きたこせ 北古瀬 ４８４６－４８５１ 22 78

松川町 元大島 きたこせ 北小瀬 １１３３，１１４３－１１４４，１１７４－１１７５ 37 78

阿智村 智里 きたさわ 北沢
４４７５～４４７７，４５０３～４５０７，４５０９，４５１１，４５２
４，４５２８～４５２９，４５４４，４５４９，４９４５～４９４６

阿智村 智里 きたざわ 北沢 ２５２４～２５４７，２６０２，２６３０～２６８８

大鹿村 鹿塩 きたざわ 北沢 993～995

下條村 睦沢 きたざわ 北沢 １００５８～１００６２

天龍村 平岡 きたざわ 北沢 602-607

豊丘村 河野 きたざわ 北沢 ３９７０－３９７５ 五－1 89

豊丘村 神稲 きたざわ 北沢 ２９５１－２９７６，２９７８－２９８４ 二－6 56

豊丘村 河野 きたざわいり 北沢入 ３９７６－３９７７ 五－1 142

豊丘村 神稲 きたざわいり 北沢入 ２６８６－２６８８ 五－5 123

豊丘村 河野 きたざわいりぐち 北沢入口 ３９６４－３９６９ 五－4 142

豊丘村 河野 きたざわぐち 北沢口 ３９０７－３９１１ 五－1 142

豊丘村 河野 きたざわぐちみちした 北沢口道下 ３９２５－

豊丘村 神稲 きたざわち 北沢地 １１７４９－

豊丘村 河野 きたざわでぐち 北沢出口 ３９１２－３９１７ 二－2 142

豊丘村 神稲 きたじ 北地 １１７４９，　１８，１２
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高森町 牛牧 きたじま 北島 １６０９－１６２４ ５－１２ 37

高森町 下市田 きたじょう 北城 １９９６－２０４９ ９－１４ 38

豊丘村 河野 きたじょう 北城 ３７１０－３７２３ 二－2 155

高森町 大島山 きたしんぼぼら 北シンボ洞 51 38

喬木村 富田 きたそいり 北曽入 14980-14986 4 8

根羽村 新井 きたそぎ 北曽木 774ロ～781，795

根羽村 新井 きたそぎみちうえ 北曽木道上 770～773，774イ

根羽村 新井 きたそぎみちした 北曽木道下 768～769

松川町 元大島 きたそと 北外 ３７４０ノ１ 27 79

阿南町 旦開 きただ 北田 1020～1022

阿南町 旦開 きただ 北田 581～611

喬木村 小川 きただ 北田 8119-8121,8161

高森町 大島山 きただ 北田 ８７３－８７４ ６－１０ 38

高森町 上市田 きただ 北田 ６３０－６４２ ６－１２ 38

高森町 山吹 きただ 北田
2530，4249－4253，4924－4930，５６７７－５６７９，５７４５
－５７６８

１０－８ 38

松川町 上片桐 きただ 北田 ３８５８－３９０３ 37 20

松川町 元大島 きただ 北田 ４５４７－４５４８，４５５６－４５５８ 15 20

高森町 山吹 きただいえのまえ 北田家ノ前 4248 １０－８ 38

豊丘村 河野 きただいもん 北大門 ７５９－ 二－4 77

天龍村 神原 きただいら 北平ラ 1930 168 216

天龍村 神原 きただいら 北平 2065-2068，2070-2076 168 216

豊丘村 神稲 きただいら 北平 ２９８５－３００５，３００８，６０８８－６０９０ 五－5 120

天龍村 神原 きただいらした 北平ラ下 1931-1933 168 216

高森町 出原 きただち キタダチ 325 ９－９ 38

高森町 出原 きたたな キタヽナ 292 38

阿智村 伍和 きたたなざわ 北棚沢 ６４３７～６４４０

豊丘村 神稲 きたつけやま 北付山 ５３６０－５３６２ 五－2 50

泰阜村 鍬不取 きたとうげ 北峠 2785 38 94

喬木村 伊久間 きたどはり 北どはり 15727-15780

阿南町 富草 きたながみち 北長道 529

喬木村 富田 きたのいり 北ノ入 14974-14976

下條村 睦沢 きたのうえ 北ノ上 ６９７１～６９７２，６６１８～６６１９

豊丘村 神稲 きたのうえ 北ノ上 ５５８４ーロ

阿智村 智里 きたのかいと 北ノ垣外 ７０３～７０４，７５８～７８２

松川町 元大島 きたのかいと 北ノ垣外 ７２２，７２４ 54，55 79

阿南町 富草 きたのかけ？ 北ノ欠 5122

豊丘村 神稲 きたのぐち 北ノ口 ５５０１－５５０３，５５８３，５６０２，５６１８－５６２３ 五－5 112

阿南町 大下条 きたのくぼ 北ノ久保 2160

阿南町 大下条 きたのくぼ キタノクボ 2512～2519

大鹿村 大河原 きたのくぼ 北ノ窪 3053－

大鹿村 鹿塩 きたのくぼ 北ノ久保 1121～1122

豊丘村 神稲 きたのくぼ 北ノ久保 １０４６２－１０４８３，１０７５９－１０７６４ 五－3 103

松川町 生田 きたのくぼ 北の久保 ７４９－７５５ 56 79
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松川町 生田 きたのくぼ 北ノ久保 ２２３９，２４２１，2358－2364，2368，2372－2396 30 79

阿智村 春日 きたのさわ 北ノ沢 ２０７～２１０，２１５～２２７，２５０～２５２

阿智村 伍和 きたのさわ 北ノ沢
５９６５～６０１１，６０２０～６０２３，６０２６～６０３８，６０４０
～６０４８，６０５７～６０５９

阿智村 伍和 きたのさわ 北ノ沢 ９６８～９７４，９９７，１０３２～１０３５

阿南町 富草 きたのさわ 北之澤 622～623

阿南町 富草 きたのさわ 北ノ澤 1606～1609ｲ

豊丘村 河野 きたのさわ 北ノ沢 ２７４５－２７４６，２７５０－２７５８，３８４５－３８４６，３８７２－３８７４，３８８３－３８９０，３９１９－３９２４二－2 141

豊丘村 神稲 きたのさわ 北ノ沢
２８１９－２８２２，５０３２－５０５７，９５２０－９５２９，９５３１
－９５４４，９５５１－９５６５

二－6 42，51

泰阜村 南山 きたのさわ 北ノ沢 7208-7209 72 128

豊丘村 神稲 きたのさわさかがみ 北ノ沢坂上 ９５３０－

阿南町 富草 きたのさわどおり 北ノ沢通 1609ﾛﾊ

松川町 元大島 きたのしろ 北ノ城 ５８０－５８３，１１２２－１１２５，１１５５－１１５９，１１６１ 46，47 79

松川町 元大島 きたのしろほり 北ノ城堀 ５８５ 47 79

泰阜村 南山 きたのた 北ノ田 7796，8482 74,90 129

松川町 生田 きたのたいら 北ノ平 ７７４６ 58 79

豊丘村 神稲 きたのだいら 北ノ平 １０６２３－

松川町 生田 きたのたいらひなた 北ノ平日向 ７７４７－７７４９ 58 79

下條村 睦沢 きたのはし 北ノハシ
１００３３～１００３７，１００３９～１００４２，１００４７～１００４
９，１００５３～１００５７

阿智村 春日 きたのはた 北ノ畑 ３８３～３８７

豊丘村 神稲 きたのはた 北ノ畑 ４７２９－４７３９ 二－6 90

松川町 元大島 きたのはた 北ノ畑 ６１５－６１８，６７３－６７５ 46 79

阿智村 伍和 きたのはら 北ノ原 ４００３～４００６，４００８～４０１３

大鹿村 大河原 きたのはら 北ノ原 2333－

高森町 牛牧 きたのはら 北乃原 10 38

高森町 牛牧 きたのはら 北ノ原
１３－１６，７３３－７73，７７８－７７９，２５５７，２５６０，２５６
７，２６１２

５－１３ 38

高森町 吉田 きたのはら 北ノ原 １９１９－１９４５，２０２３ ９－１１ 38

高森町 吉田 きたのはら キタノハラ ２３９１－２３９７ ９－１０ 38

松川町 上片桐 きたのはら 北ノ原 4371，4377，４３８３－４３８４，４３８７－４３９１ 16 17

豊丘村 河野 きたのほら 北ノ洞 ３９４９－３９５０ 五－4 134,143

豊丘村 河野 きたのほら 北之洞 ７１９９－７２０１

豊丘村 河野 きたのほら 北ノ洞 ３９４９－３９５０ 五－4 134,143

豊丘村 神稲 きたのまき 北ノ牧 ２４２６－２４２７，２４３４－２４３５ 五－5 119

泰阜村 金野 きたのや 北のや 572-573 6,7 10

豊丘村 神稲 きたのわき 北ノ脇 ４８１９－ 五－5 117

阿南町 富草 きだはし きだはし 6747

豊丘村 神稲 きだはし きだはし １１２０７，　１１２０９

松川町 元大島 きだはし キダハシ ４２８１－４２８２，４２８６ 46 79

天龍村 神原 きたはた 北畑 1093　，1309，1310，1340 82 ,124 151

阿智村 伍和 きたばた 北畑 ８０２～８０７

阿南町 富草 きたばた 北畑 1586～1580

阿南町 和合 きたばた 北畑 1714

下條村 陽皐 きたばた 北畑 ７１９０，　７１９２
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喬木村 小川 きたばた 北畠 8523-8525,8980-8985

高森町 牛牧 きたばた 北畑 924 ４－１３ 38

天龍村 神原 きたばた 北畑 278 44 151

松川町 元大島 きたばた 北畑
１５９１－１５９２，１６３７，１７１０，１７２２－１７２４，１７９２
－１７９５

28 47

喬木村 加加須 きたばたけ 北畠 5392

天龍村 神原 きたはね 北ハネ 1104 70 191

豊丘村 河野 きたはば 北羽場 ４２０２－４２０６ 五－4 148

松川町 上片桐 きたはば 北羽場
４８００－４８０３，４８０５－４８２６，４８３２－４８４２，４８５２
－４８７４，４８８０－４８９５

21 35

松川町 元大島 きたはばた 北羽場田 ７３５ 55 35

阿南町 富草 きたばやし 北林 6004～6009，6012

高森町 下市田 きたばやし 北林
２０５０－２０７９，２９２９，２９３２－２９３３，２９３５，２９３７
－２９６３，２９６６－２９８１

６－１０ 39

高森町 山吹 きたばやし 北林 3832－3834，６０３－６３２，６４５－７２２，７７５－８８６ ８－８ 39

天龍村 神原 きたばやし 北林 51 ,52

天龍村 神原 きたばやし 北林 545 69 56

天龍村 神原 きたばやし 北林 1297 124 199

天龍村 神原 きたばやし 北林 4002-4003 105 272

天龍村 平岡 きたばやし 北林 1563-1566　、1715 71 56

天龍村 平岡 きたばやし 北林 248 ,781 47 56

天龍村 平岡 きたばやし 北林 830 34 56

豊丘村 神稲 きたばやし 北林 １１２０６－１１２１１ 五－3 96

松川町 元大島 きたばやし 北林 ４０２７ 無い

阿智村 智里 きたはら 北原 ７０１～７０２，７３３ノ１～７３６

大鹿村 大河原 きたはら 北原 4817～4825

下條村 陽皐 きたはら 北原 ３３６９，　３９５４

下條村 睦沢 きたはら 北原 ６１９９～６２００

高森町 牛牧 きたはら 北原
１－１０，１２，６８－７６，９０，９２－１００，１０３，１０４，１０
９－１１１，２５１－２５２，７６４，２５５８－２５５９，２５６１－２
５６２，２５６８－２５６９，２６１４，２６２１－２６２３

５－１２ 38

高森町 下市田 きたはら 北原 １７３７－１７７０，２０９４－２１６４，２８７２－２８８２ ８－１３ 38

高森町 山吹 きたはら 北原
３７７７－３７８２，３８０５－３８２６，３８３５－３８３８，4938－
4950，5519－5541

９－６ 38

高森町 吉田 きたはら 北原 ２０１８－２０１９ 38

豊丘村 神稲 きたはら 北原
８０９８－８１００，８１０２－８１０４，８１０６－８１４７，８１５２
－８１６７

二－5 23

松川町 生田 きたはら 北原
2351－2357，2365－2367，2374，2397－2407，2410－
2418，2628－２６３９、２６４９－２６５４，２６７１－２６７８，２
６８５－２７１０，２８５３－２８５５，２８５９，２８６４－２８６６

30，31 17

松川町 大島 きたはら 北原 ６９９－７７０ 13 17

松川町 元大島 きたはら 北原 ２９１２－２９６３，３３４６－３３６５，３３６６ノ５ 20 17

高森町 牛牧 きたはらながどおり 北原長通リ １０６－１０８ ６－１３ 39

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

下條村 陽皐
きたはらみょうじんひ
ら

北原明神平 ３４４７

豊丘村 河野 きたはんざき 北半崎 ３２１１－３２１３，３２０４－３２１０ 五－1 165

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

泰阜村 南山 きたはんば 北半場 7799 74 129
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泰阜村 南山 きたはんばうえ 北半場上 7800 74 129

泰阜村 南山 きたはんばのした 北半場ノ下 7798 74 129

天龍村 神原 きたひら 北ヒラ 2078 168 221

松川町 上片桐 きたひら 北平 ４８０４，４８２７－４８２８，４８３０－４８３１，４８４３ 22 37

松川町 元大島 きたひら 北ひら ２６８３－２６８６，２７４３ 29 37

松川町 元大島 きたひら 北ヒラ ４０１１，４０１８－４０１９，4080 46 37

高森町 牛牧 きたほうげ 北方下 ２０２１，２０２５，２０２７－２０３０ ５－１１ 39

豊丘村 神稲 きたほうげ 北法下 ４１６６，４１７４

豊丘村 神稲 きたほうげ 北法化 ８０１０１，８０１０５，８０９８－８１０６，８１２８－８１３９ 二－5 23

豊丘村 神稲 きたほうげ 北法外 １１７９２，　１１８０５，１１８１０，１１８１６，１１８２５ 二－5 23

豊丘村 神稲 きたほうげ 北方外 １１８２６－

下條村 陽皐 きたぼら 北洞 ６２６５，６２７２，６２８０～６２８１

豊丘村 神稲 きたぼら 北洞 ６０９６－６１０４ 五－5 120

松川町 生田 きたぼら 北洞
３５００－３５０１，３５２１，３５２３－３５２９，５１８３－５１８
６，５６７１，５６７４－５６８３，5685－5687，８１６０，８１６８
－８１６９

41，44 79

松川町 生田 きたぼらえだぼら 北洞枝洞 ３７３９－３７４０ 43 79

豊丘村 河野 きたぼらぐち 北洞口 ４４３５－４４４４ 五－4 145

松川町 生田 きたほらひかげ 北洞日影 ３５１６－３５１８ 43，44 79

松川町 生田 きたほらひなた 北洞日向 ３５０２，３５１９－３５２０，３３６３ 43，44 79

阿智村 伍和 きたまえ 北前 ６１４８～６１５１

下條村 睦沢 きたまえだ 北前田 ６６０３～６６１３，６６２８～６６３０

大鹿村 鹿塩 きたむかい 北向 3926～3942，4277

高森町 吉田 きたむき キタムキ １５８８－１５９９，１６２１－１６２９，１６３１ ７－１０ 39

高森町 吉田 きたむきさわ キタムキ沢 1632 39

高森町 牛牧 きたむくり 北ムクリ ９０５，　９０９ ４－１３ 40

松川町 元大島 きたむこ 北むこ １７１６－１７１７，１７８１－１７８２ 28 47

阿智村 清内路 きたむら 北村 ９９～１０１，２９６～３０３

高森町 山吹 きたむら 北村 ４８９６－４９０２ １１－７ 40

天龍村 神原 きたむらやまぎし 北ムラ山キシ 2068-2069 168 221

高森町 山吹 きたやま 北山 ３６３９－３６５６ １０－７ 40

天龍村 神原 きたやま 北山
3025-3026,3030,3032-3033,3085-3088,3091,3098-
3101,3103,3105-3110,3143-3145

137 191

天龍村 神原 きたやま 北山 1108 70 191

松川町 生田 きたやまはら 北山原 １１３４ 29，39 55

松川町 生田 きちえもんだ 吉右エ門田 ４３９０ 44 79

松川町 元大島 きちぞうだ 吉三田 ７１４ 55 80

下條村 陽皐 きちべえづくり 吉兵エ作 ２０４６～２０４８

阿南町 富草 きっかわ 吉川 6365

大鹿村 鹿塩 きつかわだいら キツカハ平 4117～4121

大鹿村 鹿塩 きつかわだいら キツカハ平 4117～4121

阿南町 大下条 きつけば 木附場 111～113

高森町 山吹 きっこうずみ 亀甲住 ７７０３－７７１４ ８－５ 40

阿智村 春日 きづち 木槌 １８７～１９１
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阿智村 春日 きづちほら 木槌洞 １３～６３，」２０１ロ２

阿智村 伍和 きつねあな 狐穴 ２１７７～

下條村 睦沢 きつねあな 狐穴 2648

喬木村 小川 きつねあな 狐穴 9014-9015

天龍村 神原 きつねあな
キツネアナ
（中組平内）

727 94 174

松川町 生田 きつねあな 狐穴 ２６４０－２６４８，２６５５－２６５６ 24 41

大鹿村 鹿塩 きつねいし 狐石 1171－

大鹿村 鹿塩 きつねいし 狐石 1424－

大鹿村 鹿塩 きつねいし 狐石 1171－

大鹿村 鹿塩 きつねいし 狐石 1424－

天龍村 神原 きつねいわ 狐岩 2472 178 230

松川町 大島 きつねくぼ 狐久保 ４５３２ 80

喬木村 小川 きつねじま 狐島 7602,7800-7803

喬木村 伊久間 きつねじま 狐島 16590-16593,16596

下條村 陽皐 きつねだ きつね田

阿智村 春日 きつねづか 狐塚
２５１２～２５１５，２５１７～２５１９，２５４８～２５５９，２５６１
～２５６５，２５６９～２５７１

阿南町 富草 きつねづか 狐塚 1016～1017

阿南町 和合 きつねづか きつねづか 783

阿南町 富草 きつねづか きつねづか 4792

阿南町 大下条 きつねづか 狐塚 1552～1553，1577～1580

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

阿南町 大下条 きつねづか キツネヅカ 473～474

阿南町 富草 きつねづか 狐塚 5008～5011

大鹿村 大河原 きつねづか 狐塚 2860～2866，2915～2918

下條村 睦沢 きつねづか 狐塚 ３４０～３５１，４１１～４１９

下條村 睦沢 きつねづか 狐塚 ８７０４，８８１０～８８１１，８８４６～８８５２

喬木村 富田 きつねづか 狐塚 13068-13074

喬木村 小川 きつねづか 狐塚 6091-6095,6097,6114

天龍村 平岡 きつねづか 狐塚 777,795-796 37 33

豊丘村 河野 きつねづか 狐塚 １９４５，３９７９－３９８１ 二－2 161

泰阜村 金野 きつねづか 狐塚 739-741,746-751 16 34

泰阜村 左京 きつねづか キツネツカ 5789,5800 53 34

喬木村 小川 きつねづかばた 狐塚畠 6113,6126,6128-6133

喬木村 小川 きつねづかまえ 狐塚前 6102

根羽村 萸野 きつねはぎ 狐萩 2967

松川町 上片桐 きつねばた 狐畑 １６１５－１６２５ 18 80

喬木村 小川 きつねばら 狐原 7611-7614,7636

下條村 陽皐 きつねひら 狐平 ５８５７～５８６０

阿智村 春日 きつねぼら 狐洞 １９４～２０６

阿智村 駒場 きつねぼら 狐洞 １００５～１００６

下條村 陽皐 きつねやま 狐山 ６０６７～６０７０

下條村 睦沢 きつんば キツン場 ５２４８
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下條村 睦沢 きど 木戸 ５１１５～５１１９，５８４２

阿智村 駒場 きどぐち 木戸口 １４０１～

阿南町 富草 きどぐち 木戸口 7936

阿南町 大下条 きどぐち 木戸口 1269～1270，1498

阿南町 富草 きどぐち 木戸口 8012～8013

下條村 睦沢 きどぐち 木戸口 ３９４０

下條村 陽皐 きどぐち 木戸口 ５２８５～５２９０

下條村 陽皐 きどぐち 木戸口 ６１７２～６１７４

下條村 陽皐 きどぐち 木戸口

下條村 陽皐 きどぐち 木戸口

阿南町 富草 きどぐちみちうえ 木戸口道上 8437

阿智村 伍和 きどした 木戸下 ３２６８～３３１６

阿智村 浪合 きどそと 木戸外 １１２５ニ～１１２５ホ

天龍村 平岡 きどのもと 木戸ノ本 1920 97 73

天龍村 平岡 きどば キ戸バ 1799-1800 83 69

天龍村 平岡 きどば 木戸場 498-501 35 124

天龍村 神原 きとほら キトホラ 6157 68 325

喬木村 大島 きどりさわ キドリ沢 9202-9208

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

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

天龍村 神原 きどわき 木戸ワキ 4827-4831，4848-4849 146 293

大鹿村 鹿塩 ぎないじ 義内路
3830～3832，3853～3891，3894，3909～3925，3943～
3947，3957，3961，3963～3964，3970～3971，4237～
4267，4275～4278

大鹿村 鹿塩 ぎないじ 義内路
3830～3832，3853～3891，3894，3909～3925，3943～
3947，3957，3961，3963～3964，3970～3971，4237～
4267，4275～4278

天龍村 神原 きの キノ 1348 124 201

阿智村 伍和 きのした 木ノ下 １３４０～１３５０

阿智村 智里 きのした 木ノ下
４３０８ロ１，４３１１～４３１３，４３２９，４３４４，４３５０，４３５
４～４３５６，４３６２～４３６３，４６２９～４６３３，４７００～４
７０１，

阿南町 富草 きのした 木ノ下 2999～3003

阿南町 富草 きのした 木ノ下 8048

阿南町 大下条 きのした 木ノ下 582，　584？

下條村 睦沢 きのした 木下 ６４０１

高森町 山吹 きのした 木ノ下 ５５００－５５０１，6006ノ2 １１－７ 40

阿智村 伍和 きのしたうしろ 木下後 １３３５～

大鹿村 鹿塩 きのた 木ノ田 2516～2518，2532

大鹿村 鹿塩
きのたよりおおまがり
まで

木ノ田より大
マガリまで

2530－

阿南町 大下条 きはだほら キハダホラ 3851，3854，3856～38654，3940～3946

阿智村 春日 きはちやま 喜八山 ２６５～２６８

喬木村 富田 きびがほら キヒガホラ 15049 4 8

喬木村 富田 きびがほら キビケ洞 14720-14723 4 8

喬木村 小川 きびがほら きびが洞 7862-7864

阿南町 大下条 きびしま キビシマ 1763
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阿南町 和合 きびしま キビ嶋 2388

阿南町 和合 きびしま キビシマ 2386～2387

天龍村 神原 きびじま キビ島 3348-3351 80 253

泰阜村 平島田 きびじま キビジマ 3469ﾊ-3470 40 111

泰阜村 打沢 きびた キビ田 1836，2109-2113 22 67

阿南町 富草 きひちいがいと 喜七居垣外 6724～6725

阿南町 富草 きひちがいと 喜七垣外 6726

阿南町 和合 きびばた きびばた 2937

泰阜村 南山 きびほら キビ洞 8085-8087 89 129

泰阜村 金野 きぶう きぶう 118,140-154,156,165-170 6,15 11

泰阜村 金野 きぶうぼら きぶう洞 157 6,15 11

阿南町 和合 きまたさわ きまた沢 2210

平谷村 合川 きみいでら キミ井寺 １３０６－１３０９

平谷村 合川 きみいでら キミイデラ １３１０－１３１６

阿南町 大下条 きみさき キミサキ 3922～3931，3936～3938，3947～3957

阿南町 富草 きみさき キミサキ 6155～6156

天龍村 神原 きみさきした
君先下（郷戸
ヒラノ内）

142-143 13 ,22 138

天龍村 神原 きみまえくぼ 君前久保 76

天龍村 神原 きみまえもりばやし 君前森林 77

阿南町 富草 きめん 木免 9025～9029

下條村 睦沢 きめん 木免 ５３６～５４２

豊丘村 神稲 きめんざん 鬼面山 １２５２３－ 五－5 110

下條村 睦沢 きやたくぼ 喜屋田久保 １１７７～１２３９

天龍村 平岡 きゃだじろ
キャダジロ
（宇連山ノ
内）

938-939 23 133

天龍村 神原 きやだそふれ キヤダソフレ 3446 93 257

阿南町 大下条 きやら きやら 2734～2738

豊丘村 神稲 きゅうけんわり？ 九間割 ９２９０，９２９５－９３３４，９３３６－９３８８ 二－5 37

下條村 陽皐 きゅうすけやしき 久助屋敷 ４１０１

高森町 牛牧 きゅうはちだ 久八田 １５１４－１５１５，１５１７，１５２０－１５２１，１５２４－１５２８ ５－１２ 40

高森町 牛牧 きゅうはちだもんぜん
久八田モン
ゼン

1513 ５－１２ 40

高森町 牛牧 きゅうはちだもんぜん 久八田門前 １５３４－１５３９ ５－１２ 40

高森町 大島山 きょうかんぼう 経観坊 ６１４－６１６，６２０－６２１ ６－１１ 41

松川町 上片桐 きょうがんぼら 京顔洞 1582 9 8

豊丘村 河野 きょうぎし 経岸 ２０３９－

泰阜村 南山 ぎょうざぶろう 行三良 6747，7077,7087 72 129

阿南町 和合 ぎょうじゃうしろ 行者後 392

阿南町 旦開 ぎょうじゃのみね 行者ノ峯 770

阿南町 大下条 きようすか キッヨウスカ 875～876

豊丘村 神稲 ぎょうぜん 行前 １０３４０－１０３４１ 五－6 109

豊丘村 神稲 ぎょうぜん？ 行前沢 １０１８２－ 五－6 109

阿南町 大下条 きょうつか 京ツカ 1798
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泰阜村 打沢 きょうつか キヤウツカ 2378-2379 22 21

大鹿村 大河原 きょうづか 経塚 3000，3007～3013，3049，3051～3055，3057～3060

大鹿村 鹿塩 きょうづか 京ヅカ 2274～2278

下條村 睦沢 きょうづか 経塚 ６３８０～６３８３

喬木村 富田 きょうづか 京塚 14789-14796 4 8

喬木村 加加須 きょうづか きやう塚 5386

豊丘村 河野 きょうづか 経塚
３２２６－３２５７，３３２８－３３３９，３１６７－３１７０，３１８２
－３２０３，２２８４－２３１０，５０４５－５０５０，５０５３－５０
６２，５４９４－５４９６

二－2 127

泰阜村 打沢 きょうづか キャウヅカ 2381－2386 22、25 25

泰阜村 唐笠 きょうづか 経塚 3936-3937 12 21

泰阜村 高町 きょうづか 京塚 963,965-966,1030-1031,1034 19 21

泰阜村 南山 きょうづか 京塚 6398,6869-6871 72 21

泰阜村 唐笠 きょうづかうしろぐち 経塚後口 3938,3990-3991 12 21

豊丘村 河野 きょうづかさか 経塚坂 ３１７１－３１７３ 五－1 152

喬木村 伊久間 きょうづかはら 經塚原
16728-16730,16733-16735,16738,16756-16757,16776-
16778,16759,16766

阿智村 伍和 きょうづかばら 経塚原 ２７６７，２７６９～２７７２，３４６５～３４６７，３４７２～３４７５

阿智村 伍和 きょうづかばら 経塚原 ５３５～５７２

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

阿智村 春日 きょうでんばら 京田原 ３２８７～３３４３，３３６４～３３６７

大鹿村 鹿塩 ぎょうどう 行道 463～489，506，509～511

豊丘村 神稲 ぎょうとおりい？ 行通井 １０３４２－ 五－6 109

下條村 睦沢 ぎょうにんだ 行人田 ３５３～３５４

下條村 睦沢 きょうの 京野 ９４０９～９４１０

高森町 大島山 きょうのた 京ノ田 ７２２，７２３－７２９，７６２ ６－１０ 41

下條村 睦沢 きょうのつか 京ノ塚 ９４１６～９４２０

高森町 大島山 きょうのはやし 京ノ林 ７６０－７６１ 41

下條村 睦沢 きょうのひら 京ノ平 ９４１３～９４１５

松川町 生田 きょうびたい 京ビタイ ６９５０－６９７１，６９７９－７０１０，７０３１－７０４５ 51，53 80

豊丘村 神稲 ぎょうまえざわ？ 行前沢 ３８８２－

泰阜村 南山 きょうらたいら 京ら平 7399 60 129

天龍村 平岡 きょうりんねば キャウリンネバ132 27 12

天龍村 平岡 きょうろうつ
ケウロウツ
（黒石高久立
谷ﾉ内）

662 24 126

高森町 大島山 ぎょくぞう 玉蔵 ７３０－７３３，７５３－７５９ ６－１０ 41

阿智村 駒場 きよさか？ 清坂 ７３３～７４９，２０７９　よさか

阿南町 大下条 きよすか キヨスカ 982～985

阿南町 大下条 きよつか キヨツカ 894

下條村 陽皐 きよつか キヨツカ ４６５１

下條村 陽皐 きよつか キヨツカ ４９９０～４９９３

阿南町 大下条 きよづか キヨヅカ 869～893

阿南町 大下条 ぎょれん（ぎょうれい） ギョレン？ 1864

根羽村 田島 きらずざか キラズ坂 381
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喬木村 小川 きりいし 切石 6525-6526,6564-6566,6573-6579

喬木村 氏乗 きりいし 切石 9844

高森町 山吹 きりいし キリ石 5279 41

高森町 山吹 きりいし 切石 5342 41

高森町 吉田 きりいし キリイシ １９６５－１９８０，１９８１－１９８４ ９－１１ 41

豊丘村 河野 きりいし 切石 ２６９０－２６９２ 二－2 155

松川町 元大島 きりいし 切石 ４２４３，４２４７－４２５１ 46 80

喬木村 小川 きりいしおち 切石落 6541

喬木村 小川 きりいしぐち 切石口 8488-8489

阿智村 智里 きりがくぼ キリガクボ ３７０５～３７０７

阿南町 和合 きりがくぼ きりが久保 1670

阿南町 大下条 きりがくぼ 桐ヶ久保 1403～1408

天龍村 平岡 きりがくぼ
キリガ久保
（山伏塚名木
恵谷）

438 34 122

阿智村 智里 きりかけ 切掛 ４８１６～４８１７

阿南町 和合 きりがだいら きりが平 1881，　1878，1899

阿智村 伍和 きりがひかげ 桐ヶ日かげ ２５６０，２５６４～２５６７

阿智村 伍和 きりがほら 桐ヶ洞 ５２７３～５２７４

下條村 陽皐 きりがほら 桐ヶ洞 １３８９～１３９０

下條村 睦沢 きりがほら 桐ヶ洞 ４６２５，　４６４７

大鹿村 大河原 きりぎりさわ キリギリ沢 4528－

大鹿村 大河原 きりぎりさわかわばた
キリギリ沢川
端

4529－

大鹿村 大河原 きりぎりさわひかげ
キリギリ沢日
蔭

4530－

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

阿南町 富草 きりくぼ 桐久保 770～772

大鹿村 大河原 きりくぼ 桐久保 3137～3156，3159～3181

大鹿村 大河原 きりくぼ 桐久保 3387～3389

天龍村 神原 きりくぼ キリ久保 722 93 35

天龍村 神原 きりくぼ 桐久保 5198 35

天龍村 神原 きりくぼ 切久保 5850 78,91 35

天龍村 平岡 きりくぼ 桐久保 1048-1049,1052,1056,1058 48 35

大鹿村 大河原 きりくぼひなた 桐久保日向 3157～3158

大鹿村 大河原 きりくぼひなた 桐久保日向 3157～3158

天龍村 神原 きりたてばやし キリ立林 3380 80 254

泰阜村 明島 きりつぼ 桐坪 5249-5253,5255-5262 50 75

天龍村 平岡 きりどうし 切通し 1524 60 52

天龍村 平岡 きりとや キリトヤ 2097 111 77

松川町 生田 きりのきくぼ 桐ノ木久保 １３８６，１４０４－１４０８ 62 80

阿智村 伍和 きりのきばら 桐ノ木原 ５５４３，５５４５～

阿智村 伍和
きりのきはらかわみな
み

桐ノ木原川南 ５５５１～５５６０

泰阜村 金野 きりのきほら 桐木洞 275-276，278-279 3,12 6

根羽村 中野 きりのきぼら 桐木洞 4379，4397
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天龍村 神原 きりのくぼ キリノ久保 3154 107 35

天龍村 神原 きりのくぼ キリノ久保 3550 106 35

下條村 睦沢 きりのほら 桐ノ洞 ２５１３

泰阜村 南山 きりはぎ 桐萩 7353 60 129

阿智村 駒場 きりはた 切畑 ７９４，７９７イ

天龍村 神原 きりはた 斬畑 1074-1075 82 189

泰阜村 平島田 きりはた 切畑 3254,3255-3260 40 111

阿智村 伍和 きりばた 桐畑 ４０６８～

阿智村 清内路 きりばた 切畑 ２９５４～２９６４

喬木村 富田 きりばた キリ畑 14782-14786 4 9

豊丘村 神稲 きりばた 切畑 ３８０６－３８０７，３９６３ 五－5 123

泰阜村 平島田 きりはたうしろ 切畑後 3261-3263 40 112

泰阜村 南山 きりぼら 桐洞 7344 - -

下條村 陽皐 きりめ 桐目 ５４２８～５４２９

下條村 陽皐 きりめ キリ目 ５４３７～５４４０

阿智村 伍和 きりもち 切餅 ５５８１～５５８３，５６０８～５６１０

阿智村 駒場 きりやま 桐山 １６６３～

阿南町 富草 きりやま 桐山 7901～7990，8088～8092

下條村 陽皐 きりやま 桐山 ３５８８～３５８９

下條村 陽皐 きりやま 切山 ４５１５，　４６１４

喬木村 氏乗 きりやま 切山 11383-11384

豊丘村 神稲 きりやま 切（桐）山 ５３６９－５３７５ 五－4 137

豊丘村 河野 きりやま 桐山 ２６８４－２６８５ 五－5 124

平谷村 合川 きりやま 桐山 ７９－８２，８６

泰阜村 金野 きりやま きり山 407-413 4 6

泰阜村 怒田 きりやま キリ山 2970-2972,3002 41 6

阿智村 浪合 きりやまぐち キリ山口 １１９２ハ

根羽村 一之瀬 きりやまぐち 桐山口 4911～4918ｿ

豊丘村 河野 きりやまさわ 切山沢
６３９４－６３９６，６４９７－６４９８，６５０２－６６０２，６６３４
－６６４２，６６８０－６６９２

五－4 137

豊丘村 神稲 きりやまさわ 切山沢 ５６２７－５６２８ 五－2 54

豊丘村 神稲 きりやまさわよこみち 切山沢横道 ６４６１－ 五－4 138

阿南町 和合 きわだくぼ きわだ久保 １５４６～１５５１

喬木村 氏乗 きわだほらぐち キワタ洞口 11193ﾆ

阿南町 富草 きわりば 木割場 7557～7558

豊丘村 神稲 きんえもんがいと 金右衞門垣外８１０６，８１１２－８１１５

豊丘村 神稲 きんえもんざか 金右衞門坂 １１６６７－１１６７０，１１７３０ 二－5 47

天龍村 神原 きんえもんづくり
金右衛門作
リ

4558 160 286

泰阜村 左京 きんげんどや キンゲンドヤ 5473 - -

天龍村 神原 きんごし
キンゴシ（郷
戸ヒラノ内）

180 32 142

阿南町 和合 きんごたし きんごたし 1909

阿南町 旦開 きんごぼら 金吾洞 3298～3319
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阿智村 春日
きんざえもんいえのま
え

金座衛門家
前

２６２７～

天龍村 神原 きんざえもんたぐち 金左エ門田口5018 146 296

下條村 睦沢 きんざがいと 金左垣外 ６１８８～６１８９

喬木村 富田 きんじゅうろううら 金十郎ウラ 12455 4 9

阿南町 富草 きんすけ 金助 9081～9090

阿南町 富草 きんすけやま 金助山 9065～9079

豊丘村 神稲 きんぞうざか 金三坂 ２７８８－２７８９，２８１５ 五－5 124

高森町 下市田 きんぶ 金部
２０８０－２０９３，２７８３－２９２９、２９３０－２９３１，２９３
４，２９３６

６－１０ 41

大鹿村 大河原 きんぺいはた
大西ノ分金
平畑

4334－

大鹿村 大河原 きんぺいはた
大西ノ分金
平畑

4334－

豊丘村 河野 きんようだ 希んよう田 ７１３８－７１４９ 二－7 45

阿智村 伍和 くい 久居 ６１２５～

喬木村 富田 くいつき クヒツキ 12508-12521 1 9

豊丘村 神稲 くいて 杭手 ２０７１，２０７３，２１２１－２１６０ 二－6 89

阿南町 富草 くうがだ クウガ田 8351～8354

泰阜村 南山 くがさか 苦ｹ坂 8165-8166 92 129

根羽村 小戸名 くぐり クグリ 3318

喬木村 小川 くさおとし 草落 7504-7508,7514-7516,7518-7519,7573

喬木村 小川 くさおとしほうげ 草落ほふげ 7510-7513

阿智村 智里 くさかりば 草苅場 ４４５１～４４６４，４４７１～４４７２，４４７８～４４７９

阿南町 和合 くさかりば 草刈場 977～981

泰阜村 唐笠 くさかりば 草刈場 4150-4151 14 30

天龍村 神原 くさぎ クサギ 5860 66 ,78 315

天龍村 神原 くさきざわ クサキ沢 2707 177 238

天龍村 神原 くさぎじま クサギジマ 5864,5882　,5884 66 315

高森町 出原 くさぎた クサギタ １０７，１１４－１１５ ８－９ 41

根羽村 小戸名 くさぎだち 草木立 3193

高森町 出原 くさぎのはた クサギノハタ 109 ８－９ 41

高森町 出原 くさぎはた クサギハタ １０８，１１０－１１１ 41

阿智村 清内路 くさなぎ クサナギ ２９６５，３０５６～３０６５

天龍村 平岡 くさみず クサ水 201 27 16

阿南町 大下条 くしきばた クシキ畑 1347

阿南町 富草 くしだ く志田 6117

阿南町 和合 くしのきごや 櫛木小屋 621

阿智村 駒場 くしばた 櫛畑 １４８４～

阿智村 駒場 くしばた 櫛畑 ８２４～８２５

豊丘村 河野 くじめん クジメン ５５７４，５５７６，５５７８ 五－5 130

下條村 陽皐 くじゅうかり 九十刈 １７５～１８２

下條村 睦沢 くしろうばた 久四郎畑 ５８２７～５８３０

根羽村 田島 くずれいし 崩石 274

阿智村 伍和 くずれいわ 崩岩 ６６５～６６６
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下條村 陽皐 くずれいわ 崩石 １５１９～１５２５

天龍村 神原 くずれさわ
崩沢（郷戸ヒ
ラノ内）

228-229 57 146

阿智村 伍和 くずれじり 崩尻 ２２１０～２２１１

根羽村 中野 くずれのほら？ 崩ノ洞 4441

天龍村 神原 くずれや くずれや 2574 177 234

豊丘村 神稲 くせまち？ 九畝町 ４００－

松川町 元大島 くせもちだ 九畝持田 46 54 80

豊丘村 河野 くぞうだいら 久蔵平 ７３１０－

阿南町 富草 くぞうばた 九蔵畑 5169

喬木村 小川 くぞうばた 久蔵畑 6222

阿南町 大下条 くそずみさわ クソズミ沢 12～18，47～49

阿南町 富草 くそずみさわ くそずみ沢 5789～5797

阿智村 伍和 くそねがだいら クゾ根ヶ平 ５０５６～５０６３

泰阜村 南山 ぐぞば グゾバ 8724-8725 103 130

泰阜村 高町 ぐぞまき ぐぞまき 795,800,805-810 16,19 12

豊丘村 神稲 くたつさわ クタツ沢 ５６３１－５６５２ 五－5 113

豊丘村 河野 くたつした クタツ下 ５６３２，　５６３５ 五－5 113

下條村 睦沢 くだり クダリ ５９７８

下條村 睦沢 くだり 下リ ７７６２

根羽村 高橋 くだり 下リ 5002～5004

平谷村 合川 くだり 下リ ８６４，１０９３－１０９７

下條村 睦沢 くだりかいと 下リカイト ４３８８～４３８９

阿智村 清内路 くだりかわら 下リ河原 ３９４～３９７

阿智村 清内路 くだりかわら 下リ河原 ６４０～６４４

売木村 旭 くだりさわ 下り沢 １０８１～１１７６，１１７８～１２６０

大鹿村 鹿塩 くだりさわ 下り沢 2439，2441～2442

大鹿村 鹿塩 くだりさわ 下り沢 1575～1576

松川町 元大島 くだりさわ 下リ沢 ８９１－８９７，９００－９０３ 54 80

阿智村 清内路 くだりざわ 下リ沢 11，３１～３８，３９２

阿智村 浪合 くだりさわ？ 下リ沢 ９６６ロ～９６６ハ

大鹿村 鹿塩 くだりさわかのきくぼ
下り沢かのき
窪

2440－

阿南町 和合 くだりさわしま 下リ沢島 85

阿南町 和合 くだりさわど 下リ沢度 86

阿南町 和合
くだりさわなかおひか
げ

下り沢中尾
日影

14

阿南町 和合 くだりさわまたしたこや
下ﾘ沢マタシ
小家

15

松川町 生田 くだりばた 下リ畑 ５６３０ 41 80

天龍村 神原 くだりみち 下リ道 2129-2130 168 223

阿智村 清内路 くだりむかい 下リ向 ２０６０～２０６９

天龍村 神原 くちざわ 口沢 2205-2206 168 224

天龍村 神原 くちざわのきばやし 口沢軒林 2235 179 225

天龍村 神原 くちざわひかげ 口沢日陰 2233 179 225
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天龍村 神原 くちざわひむき 口沢日向 2202-2204，2234 168 ,179 225

天龍村 神原 くちざわみちあい 口沢道合 2180 168 225

天龍村 神原 くちざわみちうえ 口沢道上 2182-2184 168 225

天龍村 神原 くちざわみちした 口沢道下 2185-2190 168 225

喬木村 氏乗 くちなし 口なし 10974-10976,10980-11000

喬木村 富田 くちもと 口本 14787-14788 4 9

阿智村 智里 くつかけ 沓掛 １２５８～１２６９，１２７２～１２８０，１２８６

阿智村 智里 くつかけ クツカケ ４８１８～４８３２

下條村 陽皐 くつかけぼら 沓掛洞 ３８６１

阿南町 和合 くて くて 1605

阿智村 清内路 ぐて グテ ２８４８～２８７６，２９５３

阿南町 和合 ぐて ぐて 1605

平谷村 合川 ぐて グテ ２２１－２２５

根羽村 高橋 ぐてがしま グテヶ島 5071

天龍村 神原 ぐてくち グテ口 3700 106 269

天龍村 神原 ぐてぐち グテグチ 6042 31 321

泰阜村 田野口 くでさか クデ坂 5423-5426 34 107

泰阜村 田野口 ぐてざか ぐて坂 5445 34 107

下條村 睦沢 ぐてどや グテドヤ ５６７８～５７４２，５７４５～５７６１

下條村 睦沢 ぐてどや グテドヤ ６９６６～６９７１

天龍村 神原 ぐてばた グテ畑 5093-5094，5132 116 297

下條村 睦沢 ぐてばやし グテ林 ７５０９

阿南町 和合 くな くな 1827，　2102

天龍村 平岡 くない 宮内 1345-1349,1352,1354,1362-1365 61 40

阿南町 富草 くなば クナバ 8049～8050

天龍村 平岡 くなんば クナンバ 1753-1757 84 44

天龍村 平岡 くなんば クナンバ 1490　､1491 ７２，８４ 44

松川町 生田 くねあいやまのかみ ク子アイ山ノ神２８３４ 31 81

喬木村 小川 くねした く祢下 7024-7025

喬木村 大島 くねした クネ下 9696-9736

天龍村 神原 くねした クネ下 3324-3326 80 253

泰阜村 左京 くねした クネ下 5629-5630 53 98

阿智村 智里 くねそ 久根曽 ４５１～４５４

高森町 牛牧 くねぞい 久ネ添 ７７－８０、８５－８８，９１，２４８－２５０ ６－１３ 41

高森町 牛牧 くねぞい クネゾイ ８４，　８９ ６－１３ 41

豊丘村 河野 くねぞい 久根添 ２６９－２８２，２９１－３０２ 二－4 82

豊丘村 河野 くねぞい クネ（子）添 ４１４６－４１５９，４１６８ 五－4 82

松川町 生田 くねぞい 久袮添 ３５１０－３５１２，3889-3893,3953-3974 44，53 81

松川町 元大島 くねぞい クネ添 ６６６－６６７，６６９，４５１６－４５１８ 37 81

松川町 元大島 くねぞい くね添 １２６３－１２６５ 38 81

高森町 牛牧 くねそえ クネソエ 250 ６－１３ 41

高森町 山吹 くねぞえ クネゾヘ ３２０９－３２１２，３２１８－３２２０，4879－4884 ８－８ 41

高森町 山吹 くねぞえ クネソエ ５３０５，５４２７－５４３１ 41
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阿智村 伍和 くねのうち くね之内 ３４１３～３４１７

下條村 陽皐 くねのうち クネノ内 ３０８１～３０８４，３０８６

下條村 睦沢 くねのうち クネノ内 ６６７１～６６７６

喬木村 小川 くねのうち クネノ内 7200-7201,7219,7412-7414,7416-7418

下條村 睦沢 くねのそと クネノソト ３９４７，　３９５０

下條村 睦沢 くねのそと クネノソト ４２４９～４２５３

下條村 睦沢 ぐねのそと 具袮ノ外

喬木村 小川 くねばな ク子バナ 7314-7315

喬木村 小川 くねばな く祢花 7754,8092-8094,8117

下條村 睦沢 くねばやし クネ林 ７１４９～７１５８

泰阜村 南山 くのきうえ クノキ上 6343 70 130

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

下條村 睦沢 くびてがりうえ 首手代リ上

泰阜村 南山 くひゃくだ 九百田 6831 72 130

松川町 生田 くひゃくめ 九百目 ７０４ 48 81

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

天龍村 神原 くぶちゃばた
クフ茶畑（郷
戸ヒラノ内）

215 56 ,57 144

阿智村 伍和 くぼ 久保 ４０８０～４０８１

阿智村 伍和 くぼ 久保
６２５０～６２５５，６２６６～６２６９，６２７４～６２７８，６２８１
～６２８２

阿南町 和合 くぼ くぼ 1940

阿南町 富草 くぼ 久保 4690

阿南町 富草 くぼ 久保 5000

阿南町 富草 くぼ 久保 9324

阿南町 和合 くぼ 久保

下條村 睦沢 くぼ 久保 ２４１７

下條村 睦沢 くぼ 久保 ３５１５，３５２８～３５３２，３５３４～３５４５

下條村 睦沢 くぼ 久保 ４０１３～４０２５

下條村 陽皐 くぼ 久保 ５５５５，５５６２～５５６９

喬木村 小川 くぼ 久保 7329-7331,7595

高森町 出原 くぼ 久保 ６４，１５５－１６０ ８－９ 41

高森町 山吹 くぼ 久保
４８８－４９４，４９８－５１９，５２４－５２８，５３１ﾉ２－５５１，
５７５－６０２，2511－2512，2515－2516，2631－2633，
3197－3204，5412

７－７ 41

天龍村 神原 くぼ 久保 3335 80 116

天龍村 神原 くぼ 久保 5586,5612-5615 90 116

天龍村 平岡 くぼ 久保 134　,137 47 116

豊丘村 神稲 くぼ 久保
６８２８，６８５０－６８５１，６８５３，７８２０，７８４６，７８４８
－７８５０，３１７－３３０，３８８

二－3 11，28

根羽村 黒地 くぼ 久保 2507ﾛ

根羽村 一之瀬 くぼ 久保 4914

松川町 元大島 くぼ 久保 ４５９－４６２，５９５，６０６－６０９，4315－4317 46，47 81

松川町 生田 くぼ 久保 1665－1667 49 81

泰阜村 南山 くぼ 久保 8274-8282,8285-8293，8428 88,89 75

天龍村 平岡 くぼうえ 久保上 135-136 47 116
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阿南町 富草 くぼがいと 久保垣外 5068，5088～5090

天龍村 神原 くぼがいと 久保垣外 329，367-368，370-373 57 130

天龍村 神原 くぼがいと 久保垣外 1086 70 130

天龍村 神原 くぼがいと 久保開土 3220-3222 80 130

天龍村 平岡 くぼがいと 久保垣外 821 34 130

泰阜村 黒見 くぼがいと 久保垣外 4472-4481,4485 33,35 90

泰阜村 田野口 くぼがいと 久保垣外 5383-5384 33 90

泰阜村 田野口 くぼがいと 窪垣外 5454 - -

泰阜村 南山 くぼがいと 久保垣外 7175 - 90

高森町 山吹 くぼぎし 久保ギシ ２５１７－２５１８ ７－７ 42

阿南町 大下条 くぼぐち 久保口 3160～3163

豊丘村 神稲 くぼぐち 久保口 １００２３－１００２８，１０１３６，１０２２２ 五－3 107

下條村 睦沢 くぼさわ 久保澤 ４４９～４５４

下條村 睦沢 くぼざわ 久保沢 ４６７，４６９，５０９～５１１

下條村 睦沢 くぼさわうえのきり 久保沢上ノ切 ５５２

喬木村 大和知 くぼした 久保下 11643-11644

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

喬木村 小川 くぼじり 窪尻 7801

喬木村 小川 くぼじり 久保尻 8304-8307

豊丘村 神稲 くぼじり 久保尻 ６７３９，６７３４，６７５０－６７５１，６７４０，６７５０－６７５１ 二－6 165

松川町 生田 くぼぞい 久保添 3522 44 81

阿智村 春日 くぼた 久保田 ２０７４～

阿智村 春日 くぼた 久保田 ３１９４～３１９７

阿智村 駒場 くぼた 久保田 ２２４～２２５，３９６～３９７，４２９

阿智村 智里 くぼた 久保田 ２５～３５

阿南町 富草 くぼた 久保田 1043～1045

大鹿村 鹿塩 くぼた 久保田 1483－

下條村 陽皐 くぼた 久保田 ４０３

下條村 睦沢 くぼた 久保田 ３０９８

下條村 陽皐 くぼた 久保田 ５０１３

下條村 睦沢 くぼた 久保田 １１６１～１１７１

下條村 陽皐 くぼた 窪田 １５６１～１５６２，１５７２～１５８２

下條村 陽皐 くぼた 久保田 ２０７４～２０９０

下條村 陽皐 くぼた 久保田 ２１６１～２１６５

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

下條村 睦沢 くぼた 久保田 ４０２６～４０３０，４１０４～４１０６

下條村 睦沢 くぼた 久保田 ６０６２～６０６４，６６７０

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

下條村 睦沢 くぼた 久保田
９２８０～９２８１，９２８３～９２８８，９５４６～９５４８，９５５０
～９５５１

喬木村 富田 くぼた 久保田 12397-12398､13506-13521 1 9

喬木村 加加須 くぼた 久保田 5678-5679,5683,5696

喬木村 小川 くぼた 久保田 6382-6385,6387-6390

喬木村 小川 くぼた 久保田 8284,8287-8293
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高森町 大島山 くぼた 久保田 ５０５－５０６，５０９－５１２，５１７－５２３ ７－１１ 42

高森町 山吹 くぼた 久保田
2407－2410，２５０８ノ２，２５０９ノ２，２５１３－２５１４，２６８
６－２６９０，２７２３－２７２４，4234－4238，4767－4768

７－７ 42

高森町 吉田 くぼた 久保田 １７８８－１８０６，１８６２－１８７４，１９４６－１９６４ ８－１１ 42

豊丘村 河野 くぼた 久保田
２６０７－２６１５，５１４，５２７－５２９，６２２－６２４，６７９－
６８７，６９９０－６９９１

二－2 75

豊丘村 神稲 くぼた 久保田 ６７３９，６７３４，６７５０－６７５１，６７４０，６７５０－６７５１ 二－5 24

根羽村 萸野 くぼた 久保田 2944～2953，3126

根羽村 小川 くぼた 久保田 4030

根羽村 横畑 くぼた 久保田 4684～4685

根羽村 一之瀬 くぼた 久保田 4879～4880

根羽村 高橋 くぼた 久保田 4951

松川町 元大島 くぼた 久保田 ４１６－４１７，７２７，4551 47，55 81

松川町 生田 くぼた 久保田 ６９１－６９４，７１０，７４４－７４５，７９１，７９３－７９６ 48 81

泰阜村 南山 くぼた 久保田 7872 74 130

喬木村 大和知 くぼだいら 久保平 11515-11524

喬木村 加加須 くぼたじり 久保田尻 5677

下條村 睦沢 くぼたとうげ 久保田峠 ９１１８

下條村 睦沢 くぼたとうげ 久保田峠 ９７４３

喬木村 大和知 くぼなか 久保中 11640-11642

天龍村 平岡 くぼなか 久保中 133,138-139,141,145-146,488-495,722 35 116

高森町 山吹 くぼぬま クボヌマ 6118 １２－９ 42

高森町 山吹 くぼぬま 久保沼 ４６８８－４６９０，４７０９－４７１２ １１－８ 42

根羽村 黒地 くぼのうえ 久保ノ上 2507ｲ

喬木村 小川 くぼのうち 窪ノ内 7305

根羽村 黒地 くぼのおさ 久保長 2510～2514

阿智村 伍和 くぼのさか 窪ノ坂 ２３４３～２３４６

高森町 吉田 くぼのしり クボノシリ １９９６－２００７ ９－１１ 42

阿智村 春日 くぼはた 久保畑 １６７７～１６８２

阿南町 大下条 くぼはた 久保畑 1451

根羽村 高橋 くぼはた 久保畑 4948～4951ﾉ1

阿智村 伍和 くぼばた 久保畑 ５５１９～５５２２

阿南町 富草 くぼばた 久保畑 2217～2225，2232～2234

阿南町 和合 くぼばた 久保畑 1495

阿南町 大下条 くぼばた クボバタ 122～123

阿南町 大下条 くぼばた 久保畑 1415～1402，1426～1430

阿南町 大下条 くぼばた 久保畑 2019～2023，2028～2031，2037～2042，2044～2045

阿南町 大下条 くぼばた 久保畑 2975～2977

阿南町 和合 くぼばた 久保 519，522，527～530，1586，2108

阿南町 富草 くぼばた 久保畑 5650～5655

下條村 睦沢 くぼばた 久保畑 ２３４５

下條村 睦沢 くぼばた 久保畑 ２４１８，　２４２４

喬木村 小川 くぼばた 久保畑 6380-6381

喬木村 大和知 くぼばた 久保畠 11568
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高森町 山吹 くぼばた 久保畑 ２５０８ノ１，２５０９，3112－3116 ７－７ 42

高森町 山吹 くぼばた 久保畑 ８６２２－８６２６ ９－６ 42

豊丘村 河野 くぼばた 久保畑 ３５０９－３５１８，６９９９－７００４ 二－2 71

松川町 生田 くぼばた 久保畑 ８５６８－８５７４，８５７９，８５８２－８５９２ 63 81

天龍村 神原 くぼばやし 久保林 599 56 ,68 167

阿南町 富草 くぼはら 久保原 6910～6912

喬木村 大和知 くぼひら 久保ひら 11573-11574

阿智村 春日 くぼみ 久保見 ３１７２～３１７４

阿智村 伍和 くぼみ 久保ミ １８７６～１８７７

高森町 吉田 くぼみぞ 久保溝 １３４２－１３４７ ８－１ 42

阿智村 伍和 くぼみちした 久保道下 ６２７０～

阿智村 清内路 くぼむかい 久保向 ２７３６～２７４２

阿智村 智里 くぼやま 久ボ山 １７５～

天龍村 神原 くまおしだいら クマヲシ平 3448-3450 93 257

大鹿村 鹿塩 くまがせ 熊ヶ瀬 2341－

大鹿村 鹿塩 くまがせ 熊ヶ瀬 2341－

下條村 陽皐 くまきちばた 熊吉畑 ７１９５～７１９６

阿南町 和合 くまくぼ くまくぼ 2315

阿南町 和合 くまくぼ 熊久保 2440

泰阜村 南山 くまくぼ 熊久保 7352 58 130

阿智村 智里 くましがさわ 熊四ヶ沢 ４９４～

喬木村 富田 くまそいり 熊曽入 13997-14045,14061-14175 3 9

阿南町 和合 くまぞう 熊蔵 1657

阿南町 富草 くまぞり クマソリ 1003～1005、1010～1014

下條村 陽皐 くまだ 熊田 ８００，８０３～８０５

天龍村 平岡 くまたつ 熊龍 2395 169 ,180 98

豊丘村 神稲 くまなみ 熊波 ７１０３－７１０８，７１５０－７１５２ 二－5 36

大鹿村 大河原 くまの 熊野 3700～3703

大鹿村 大河原 くまの 熊野 3700～3703

喬木村 阿島 くまの 熊野 3912-4059,4122-4130,4329-4333,4357-4362

天龍村 平岡 くまの 熊野 2174-2176 110 85

天龍村 神原 くまのあな
クマノアナ
（郷戸ヒラノ
内）

200-204 43 144

大鹿村 大河原 くまのかわ 熊の皮 5121～5123

豊丘村 河野 くまのかわ 熊ノ皮 ２６４３－２６５７ 二－2 159

松川町 生田 くまのかわ 熊ノ皮 ７１９－７２０ 56 81

豊丘村 河野 くまのかわおき 熊の皮沖 ８２１４－８２４３

豊丘村 河野 くまのさわ 熊の沢 ７０４６－７０５８，７１２０－７１３２ 五－4 134

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

大鹿村 大河原 くまのはた
大西ノ分熊
の畑

4332－

泰阜村 南山 くまのばやし 熊野林 8378 88 130

松川町 上片桐 くまのほら 熊ノ洞 ２７８１，２７８６，２７９０－２７９２，２７９５－２８４７ 11 15
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天龍村 神原 くまのやま 熊野山 1983 180 219

天龍村 神原 くまのわけ クマノワケ 551 57 165

天龍村 平岡 くまぶしやま 熊伏山 252-253 ７６，８８ 21

阿智村 駒場 くまぼら 熊洞 １００９～１０１０

阿南町 大下条 ぐみがくぼ グミカクボ 1758

阿智村 駒場 くみざわ 汲沢
１３０６，１３１６～１３２４，１３２６～１３４７，１３４９～１３５
７，１２９８～２２０１

阿智村 春日 ぐみさわ 汲沢

阿智村 春日 ぐみざわ 汲沢 １４５～１５４ノ１，１５８～１６０，１６５～１６８

阿智村 伍和 ぐみだ ぐみ田 ２９８，３０２～

根羽村 萸野 ぐみの 萸野 2812ﾊ～2920，3185ﾛ

阿南町 大下条 ぐみのき グミノ木 1245～1247

阿南町 富草 ぐみのき 菜茱ノ木 7715～7717

阿南町 富草 ぐみのき グミノ木 7762～7763

天龍村 平岡 ぐみのくぼ グミノクボ 2581 156 108

天龍村 神原 ぐみのたいら グミノ平 3466 107 258

阿南町 大下条 くみひら クミヒラ 370～373，378～385，394～400

豊丘村 神稲 くめじ 給米地 ９３４９，　９４０９ 二－7 38

阿南町 大下条 くもい 雲井 3962～3965

喬木村 阿島 くもざわ 蜘蛛沢 2719-2771

阿南町 大下条 くもて クモテ 1～5

阿南町 大下条 くもで 雲手 3958～3961

阿南町 富草 くもてさか 蜘手坂 6692

阿南町 富草 くもてみちうえ 蜘手道上 6682

阿南町 富草 くもてみちした 蜘手道下 6683～6684

豊丘村 河野 くやせ？ 久称世 ３５０１－３５０６ 二－5 13

高森町 山吹 くようばた 供養畑 ２７９０－２７９１ ８－８ 42

下條村 睦沢 くようまつ 供養松 ８００３，　８００６

根羽村 新井 くらいさわ クライサワ 791

阿南町 富草 くらいやま？ 位山 1145

天龍村 神原 くらがいり クラガイリ 4590　，4595 144 ,145 288

阿智村 春日 くらかけ 鞍掛 ３１０９～

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

根羽村 小戸名 くらがたいら 倉ヶ平 3425ﾛ，3432

阿南町 和合 くらがり くらがり 2546～2547

下條村 陽皐 くらがり くらがり

豊丘村 神稲 くらがり くらがり ５５４９－ 五－6 110

松川町 生田 くらがり クラガリ ５１１３ 42，43 82

松川町 生田 くらがり 久良ガリ ６３９８－６４０５ 51 82

阿智村 智里 くらがりさわ クラガリ沢 ３５８４～３５８８

阿南町 大下条 くらがりほら クラガリ洞 1036～1038

豊丘村 神稲 くらくぼ 倉久保 ５８１７－５８２４，５９６３－５９７３ 五－5 113

天龍村 平岡 くらけ くらけ 2136,2138-2139 125 ,126 27

天龍村 平岡 くらけ クラケ 309-310 ３６，３７ 27
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天龍村 平岡 くらさわ クラ沢 260 ８５，９８ 24

天龍村 平岡 くらさわ クラ沢 419 ７４，８６ 24

大鹿村 大河原 くらだいら 倉平 4611～4612

大鹿村 鹿塩 くらだいら 倉平 3892～3893，3895～3908，4227～4236

松川町 生田 くらだいら 倉平 ４７－８６，９３－１２４ 56 82

松川町 生田 くらだいらい 倉平井 1385， 62 82

阿南町 富草 くらたやま 蔵田山 5798～5800

下條村 睦沢 くらながほら 倉長洞 ７１８５～７１８６，７２９９

泰阜村 黒見 くらの クラノ 4453-4454 30 90

下條村 陽皐 くらのあぜ 鞍ノ畦 ６４９６～６５０２

阿南町 大下条 くらのうえ クラノ上 560，653～654

松川町 生田 くらのうしろ 蔵ノ後
３８１－３９２，４０５－４１４，４１９－４２１，４２３－４２５，４３
２，４３８－４４１，４４３

47，55 82

泰阜村 南山 くらのうしろ 蔵ノ後 8372-8373 88 130

豊丘村 神稲 くらのがいと 蔵之垣外 ４０２－ 二－3 9

豊丘村 神稲 くらのがいと 蔵之開外 １０９２－１１１８ 二－3 9

下條村 睦沢 くらのかど 蔵ノ角 ３１７３

阿南町 富草 くらのきわ？ 蔵のきは 9365

泰阜村 唐笠 くらのこし 蔵の腰 4027 14 25

阿南町 大下条 くらのそと 蔵ノ外 3291

大鹿村 大河原 くらのたいら 倉ノ平 4505～4506

泰阜村 南山 くらのたいら 倉ノ平 7059,7123,7195 72,73 130

天龍村 神原 くらのたいらひら 倉ノ平ヒラ 1442 123 203

阿南町 富草 くらのたわ くらのた王 5813～5816

天龍村 神原 くらのたわ 倉ノタワ 492,521-522 69 164

下條村 陽皐 くらのもと 蔵ノ本 ９２４～９２７，９３０

天龍村 神原 くらはた クラ畑 4252

高森町 山吹 くらばた クラ畑 ６１０５－６１１０ １２－９ 42

天龍村 神原 くらばた 倉畑 6086 31 322

松川町 生田 くらはらくぼ 倉原久保 ８１５２－８１５８ 62 82

阿南町 富草 くらま 鞍馬 6788～6789，6793～6798

喬木村 阿島 くらま 鞍馬 1475-1670,2377-2391,2697-2699

喬木村 小川 くらま 鞍馬 8850-8856,8873-8874,8883

喬木村 小川 くらまぐち くらま口 5924-5927,5929-5930

喬木村 小川 くらまぐち 鞍馬口 5937-5938,6735,6768,6777-6779,6787-6790，6820，6828

喬木村 小川 くらまぐち 鞍馬口 8842-8846

喬木村 小川 くらまぐちじんでん 鞍馬口神田 6783-6784

喬木村 小川 くらまざわ 鞍馬沢 5907　,5936

喬木村 小川 くらまざわ クラマ沢 6767,6781-6782

喬木村 小川 くらまざわ 鞍馬沢
8816-8819,8833-8840,8847-8848,8857-8872，8875-8882，
8885-8894

喬木村 小川 くらまさわじり 鞍馬沢尻 5905-5906,6702,6736-6746,6754,6757-6760

喬木村 小川 くらまざわみちうえ 鞍馬沢道上 5973-5978

喬木村 小川 くらまさわみちした 鞍馬沢道下 6785
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喬木村 小川 くらまじり 鞍馬尻 6604,6714-6718,6751-6753

天龍村 平岡 くらまど クラマ戸 1860,1863-1864 96 70

喬木村 小川 くらまなぎじり 鞍馬梛尻 5934　,5979

喬木村 小川 くらまなぎじり 鞍馬なき尻 8813-8815

喬木村 小川 くらまはら 鞍馬原 8560-8561,8570-8571

喬木村 小川 くらまみちした 鞍馬道下 6721

阿南町 大下条 くらやしき 蔵屋敷 129～130

下條村 陽皐 くらやしき 蔵屋敷 ３１３９～３１４０

下條村 陽皐 くらやしき 蔵屋敷

高森町 吉田 くらやしき 蔵ヤシキ １２６３－１２６４ ８－１１ 42

泰阜村 左京 くららばた クララ畑 6001 56,57 99

阿智村 清内路 くららやま クラヽ山 １０５９～１０６０，１０５９～１０６０

松川町 元大島 くりがいと 栗垣外 ４４８７－４４９２，４４９６ 36 40

泰阜村 明島 くりくぼ 栗久保 5346,5349,5355-5356 36，50 76

天龍村 神原 くりこぼし 栗コボシ 3009-3015 152 246

下條村 陽皐 くりした 栗下 ６６０９～６６１５，６６２０

泰阜村 南山 くりした 栗下 6677 72 130

阿智村 浪合 くりしろ 栗代 ５８４～６１７ノ１

天龍村 神原 くりしろ 栗シロ 6158　，6190 68 325

泰阜村 南山 くりしろ 栗シロ 7396 47 131

泰阜村 南山 くりしろ クリシロ 7448 47 131

天龍村 平岡 くりぜ クリゼ 263-272,275 ２５，３６ 24

松川町 生田 くりのきざか 栗木坂 ２５８６，２５８８－２５８９ 23，24 39

阿智村 伍和 くりのきだ クリノキ田 ２３５３～

下條村 睦沢 くりのきだつま クリノ木ダツマ５２８８～５２８９

松川町 元大島 くりのきばた 栗ノ木畑 ６１９ 46 40

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

下條村 陽皐 くりのさわ クリノ沢 ５７６８～５７２０ロ

下條村 陽皐 くりのさわすいげん 栗の沢水源 ５７４２～５７４４

下條村 陽皐 くりのさわひかげ くりの沢日かげ５７４９～５７５２

下條村 陽皐 くりのさわひすいげん
栗の沢日水
源？

下條村 陽皐 くりのさわひなた 栗の沢日向 ５７３４～５７３６

阿南町 大下条 くりのたわ クリノタハ 1080～1094

阿南町 大下条 くりのたわ 栗ノタワ 1696，　1700，1753

阿南町 大下条 くりのたわ 栗ノタワ 1873～1874

下條村 睦沢 くりばやし 栗林 ４９３２～４９３６

泰阜村 南山 くりばやし 栗林 8948,8964-8976 93 131

阿南町 旦開 くりはら 栗原 511～516

売木村 南部第二 くりやさわ 栗屋沢 １９４８～２０６５，２０６７～２０７５

阿南町 和合 くりやざわ 栗屋沢 2849～2851

泰阜村 打沢 くりやだ クリヤ田 1752-1755,1760 21 52

泰阜村 打沢 くりやだ クリヤダ 1802 22 52

大鹿村 大河原 くりやま くり山 3842～3855
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天龍村 神原 くりやました 栗山下 2368 167 228

天龍村 神原 くりやままえ 栗山前 3659-3663 106 268

天龍村 神原 くりやまむこう 栗山向 3680 106 268

高森町 山吹 くりやもと クリヤモト ４５８１，４５８４－４６００，４６０２－４６０５ 10-8 42

下條村 陽皐 くりゅう 九龍
１０８４～１０８５，１０８７～１１１１，１１２３～１１２５，１３０８
～１３０９，１３２０～１３２３

下條村 睦沢 くりゅういり 栗生入 ４１０

下條村 睦沢 くりゅういりのた 栗生入ノ田 ３６０

下條村 睦沢 くりゅうおおびら 栗生大平 ４０６

下條村 睦沢 くりゅうざんこうふくじ 栗生山興福寺

下條村 睦沢 くりゅうしたのきり 栗生下切 ３３４～３３６

下條村 睦沢 くりゅうだ 栗生田 ３５５～３５８

下條村 睦沢 くりゅうつじ 栗生辻 ２８８

下條村 睦沢 くりゅうなかのきり 栗生中ノ切 ３３７～３３９

下條村 陽皐 くりゅうばら 栗生原
３９７９，３９８１～３９８５，２９８９～４００５，４００７，４０２８
～４０３３，４１０４～４１０５

大鹿村 大河原 くりょうざわ 九両？沢 69～83

大鹿村 大河原
くりょうのさわいちのさ
わ

九両ノ沢一ノ
沢

4260－

大鹿村 大河原
くりょうのさわいりあず
まひかげ

九両ノ沢吾
妻日陰

4261～4262

大鹿村 大河原
くりょうのさわいりくが
とり

九両ノ沢入ク
ガトリ

4263－

大鹿村 大河原
くりょうのさわいりでら
はたひかげ

九両ノ沢入
寺畑日影

4259－

豊丘村 神稲 くるまざか 車坂
１１６１６－１１６２０，１１６２４，１１６２６，１１６２８－１１６３
１

二－6 48

下條村 陽皐 くるまじ 車地 ４６２０

阿智村 駒場 くるまや 車屋
１５０８～１５１２，１５２２～１５２８，１６３１～１５３３，１５３５
～１５３９，１５４２～１５４３，１５４５，１５４７～１５５１，１５５
７～１５５８，１５６１～１５７９，１６３０

阿智村 駒場 くるまや 車屋
９３３～９３５，１０５２～１０５３，１６１６～１６１７，１８３２，１
９８８，２００６～２００８

阿南町 大下条 くるまや クルマヤ 1113～1118

泰阜村 南山 くるまや 車屋 8854 96 131

阿南町 大下条 くるまやうえ 車屋上 1937

高森町 山吹 くるまやだ 車屋田 3014 ９－７ 42

天龍村 神原 くるまやどおり 車屋通 4857 131 293

阿智村 智里 くるみかしま クルミカシマ ２３５０～２３５１

阿智村 清内路 くるみがしま クルミガ島 ５６０～５８０

阿智村 清内路 くるみがしまやま クルミガ島山 ５８１～５８８

下條村 睦沢 くるみがひら？ くるみが平 ２７３１

阿南町 大下条 くるみがほら クルミガ洞 989

松川町 生田 くるみくぼ 胡桃久保 ５２８４，５４７９，５４８２－５４８５，4106-4131 41，53 40

松川町 生田 くるみくぼ くるみくぼ 4137-4143 53 40

天龍村 神原 くるみざか 胡桃坂 3167-3168 94 250

喬木村 小川 くるみざわ クルミ沢 9114

喬木村 氏乗 くるみざわ くるみ沢 9824-9829,9861-9862,9917,10456
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豊丘村 河野 くるみざわ 胡桃沢

４６１２－４６２９，４６５５－４６６０，４６６２，４６６９－４６７
１，４６７３－４７０４，４７０８－４７０９，４７１１－４７２３，４７
２９－４７３０，４７３３－４７３４，４７４６－４７６１，４７６８－４
７７９，４７９２－４７９４，４８６０

五－2 61

豊丘村 河野 くるみざわにしぼら 胡桃沢西洞 ４７６２－４７６４，４７６６－４７６７ 五－2 61

豊丘村 河野 くるみざわぼら 胡桃沢洞 ７３５２－７３５５ 五－4 151

天龍村 平岡 くるみぜ クルミゼ 311-315,317-322 37 27

下條村 睦沢 くるみだ クルミ田 ７４９６

喬木村 氏乗 くるみだいら くるみ平 10442

泰阜村 平島田 くるみのおり クルミノヲリ 3505-3507 37,38 112

泰阜村 柿野 くるみのきした 胡桃ノ木下 3643 37 84

天龍村 神原 くるみのくぼ 胡桃ノ久保 399 57 158

天龍村 神原 くるみのくぼ クルミノ久保 3541 120 158

阿南町 和合 くるみぼら？ 胡桃洞？ 193

阿南町 大下条 くるみもと クルミモト 406，432，434～437

喬木村 阿島 くるわ 郭 3204-3733

大鹿村 鹿塩 くれさわ 榑沢 4204，4211，4215～4219

大鹿村 大河原 くれと 榑渡 4428～4437

大鹿村 大河原 くれど 榑（樽）渡？ 4633～4637

大鹿村 大河原 くれぬま 榑沼 5352～5354

大鹿村 大河原 くれぬま クレヌマ 5360－

大鹿村 大河原 くれぬま クレ沼 4099～4101

豊丘村 神稲 くれぬま 呉沼 ７２９１－７２９３ 二－7 39

下條村 睦沢 くれのた クレノタ
５９９４，６０２０，６０９６，６１０１～６１０２，６１４０～６１４
１，６１４４～６１４８

下條村 睦沢 くれのた 呉ノ田
６００５～６０１７，６０４３～６０５９，６０８２～６０８４，６０８９
～６０９３，６０９８～６１００

天龍村 平岡 くれふ クレフ 2608-2623 155 ,156 109

阿南町 大下条 くろいし 黒石 1662

阿南町 大下条 くろいし 黒石 1469～1470

阿南町 大下条 くろいし 黒石 604～609

下條村 睦沢 くろいし 黒石 ６５４７～６５５３

天龍村 神原 くろいし 黒石 2658-2659 185 72

天龍村 神原 くろいし
黒石（大久名
平ノ内）

412，415-416 58 72

天龍村 神原 くろいし 黒石 487 69 72

天龍村 神原 くろいし 黒石 3382,3384,3612-3613 80 72

天龍村 平岡 くろいし 黒石 2589ﾉ2 156 72

天龍村 平岡 くろいし クロ石 1913 96 72

天龍村 平岡 くろいし 黒石 2317 139 72

天龍村 平岡 くろいし
黒石（黒石高
久立谷ノ内）

658-661,663-664 24 72

泰阜村 打沢 くろいし クロ石 2104-2108 22 8

泰阜村 唐笠 くろいし 黒石 4114-4115 14 8

泰阜村 金野 くろいし 黒石 545-558 5,6 8

泰阜村 高町 くろいし 黒石 860-862,1032-1033,1035,1039,1041-1042,1047,1135-1136 18,19 8
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泰阜村 南山 くろいし 黒石 6133 52,69 8

泰阜村 南山 くろいし
黒石（向山ノ
内）

9025 87 8

天龍村 平岡
くろいしたかひさたて
たに

黒石高久立
谷

651,671-693,704 7 ,24 126

天龍村 平岡
くろいしたかひさたて
たに

黒石高久立
谷

685 8 ,15 126

泰阜村 南山 くろいしのうえ 黒石ノ上 6139 52,55 8

泰阜村 高町 くろいしぼら 黒石洞 842-843 18 106

阿智村 清内路 くろいわ クロイワ ３１１４～３１２２

阿南町 和合 くろいわ くろ岩 794

阿南町 大下条 くろいわ 黒岩 158～160

阿南町 和合 くろいわ 黒岩 1753，　1824

阿南町 富草 くろいわ 黒岩 6060～6065

阿南町 富草 くろいわ クロ岩 8917～8919

阿南町 富草 くろいわ クロ岩 9198～9201

下條村 陽皐 くろいわ 黒岩 １２７５～１２８２，１３１０

天龍村 平岡 くろいわ 黒岩 2589ﾉ1 156 108

泰阜村 南山 くろいわ 黒岩 8606 103 131

阿南町 大下条 くろううえもんだ 九郎右エ門田88

天龍村 平岡 くろうざえもんがいと
九郎左エ門
垣外

1639 70 57

喬木村 小川 くろうしちはた 九郎七畑 7838-7843

天龍村 平岡 くろうち クロウチ 2624-2627 156 ,171 109

阿南町 大下条 くろうどう 九郎堂 220～223

豊丘村 神稲 くろうひらた 九郎平田 ６９５４－６９５５ 二－5 36

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

大鹿村 鹿塩 くろかわ 黒川 3645，4346－

大鹿村 鹿塩 くろかわひかげ 黒川日影 3852－

大鹿村 鹿塩 くろかわひかげ 黒川日影 4225～4226

天龍村 神原 くろくぼ
クロ久保（中
組平内）

744 122 174

豊丘村 河野 くろさわ 黒沢 ４０２１－４０２８，５９５６－５９５８ 五－1 166

豊丘村 河野 くろさわあいいうえ 黒沢合井上 ４０６０－４０６１

阿智村 浪合 くろさわぐち クロサワ口 １１８６ロ～１１８６ハ１

高森町 下市田 くろさわした 黒沢下 ３７５８－３８９４ノ６，３８９４ノ１９－３９６２ ５－１３ 42

泰阜村 南山 くろさわだに
黒沢谷（向山
ノ内）

9021 65,77,84 131

根羽村 黒地 くろじ 黒地 2189～2200，2555ﾉ3

根羽村 向黒地 くろじ 黒地 2594ﾛ～2597，2628

根羽村 萸野 くろじ 黒地 2986ﾛ

根羽村 向黒地 くろじふち 黒地淵 2774～2776

下條村 陽皐 くろそね 黒曽根

阿南町 和合 くろだ 黒田 1772～1779，1785～1795，1797

大鹿村 鹿塩 くろはざわ 黒羽沢 4319－

阿智村 駒場 くろばさわ 黒場沢
１６９９～１７０７，１９０３，１９１２～１９１５，１９１８，１９２
０，１９２２～１９２６，１９３３～１９３６
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阿南町 和合 くろばた クロ畑 363～374

喬木村 富田 くろばた 黒畑 12270-12274 1 10

阿智村 駒場 くろばひけのさわ 黒場日ケノ沢 １６９７～

泰阜村 打沢 くろばやし クロ林 1963-1966 21，22 53

泰阜村 打沢 くろばやし 黒林 1956 22，38 53

泰阜村 打沢 くろひら 黒平 2250-2254 45 82

天龍村 神原 くろぶち クロブチ 6226 80 327

阿南町 大下条 くろへい 黒ヘイ 885

阿南町 大下条 くろまつ 黒松 1353

阿南町 和合 くろまめ 黒豆 1805

天龍村 神原 くろまめ 黒豆 4082-4086,4090-4096,4105 105 274

天龍村 神原 くろまめ 黒豆 6342　，6354 105 274

泰阜村 黒見 くろみ 黒見 4470 35 28

泰阜村 黒見 くろみがいと 黒見垣外 4503-4508 33,35 28

泰阜村 南山 くろみくぼ 黒見久保 7391 46,62 28

泰阜村 唐笠 くろみざわ 黒見澤 4154-4159 14 29

泰阜村 黒見 くろみだ 黒見田 4281-4285 14 28

泰阜村 平島田 くろみだ 黒見田 3178-3190，3422，3444-3455 37,38 28

喬木村 富田 くろや クロヤ 13760-13764 1 10

豊丘村 河野 くろや 黒谷
２０４０－２０４５，２０５２－２０８９，１３６２－１３６７，１５１１
－１５１６

二－4 65，67

豊丘村 河野 くろやいうえ 黒谷井上 ２０４６－ 二－4 65

喬木村 大和知 くろやき 黒焼 11838-11869

下條村 陽皐 くろやぶ 黒藪 ４００８～４０２３，４０２５，４０３０

下條村 陽皐 くろやぶ 黒藪

松川町 大島 くわがいと 桑垣外
５６８８－５６９８，５７０２－５７０６，５７３３－５７３５，５７６１
－５７６２

41，50 23

天龍村 神原 くわがらさわ
ｸﾜｶﾞﾗｻﾜ（天
竜川向ﾉ内）

1026 70 187

天龍村 神原 くわぎばた 桑木畑 4584　,4586 129 ,144 288

天龍村 平岡 くわくぼ 桑久保 2198 140 87

大鹿村 大河原 くわぞうれ クワゾヲレ 5057－

松川町 大島 くわぞの 桒園 １０３４ 13 82

松川町 大島 くわぞの 桑園 １０３５ 13 82

泰阜村 鍬不取 くわだいら クハ平 2872 38 94

松川町 生田 くわのきくぼ 桑ノ木久保 ４４３８－４４４７，６２６０－６２６１，６２６６－６２６９ 50，51 29

阿智村 伍和 くわのきばた 桑木畑 １３０７，１３０９～

阿南町 大下条 くわのきばた 桑ノ木畑 342

喬木村 小川 くわのきばた 桑ノ木畑 7312

松川町 大島 くわのきばた 桑木畑 ８８３－８９１，９１３，９２２，９２６ 18 28

松川町 大島 くわのきばた 桒木畑 ８９７－９１１，９１４－９２１，９２３－９２５，９２７－９２８ 18 29

泰阜村 平島田 くわのきばた 桑ノ木畑 3489-3490,3543-3544 38 112

泰阜村 南山 くわのくぼ 桑の久保 8940 79 131

松川町 元大島 くわばた 鍬畑 67 55 82

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



183

阿智村 浪合 くわばたざわ 桑畑 ９７２ホ２

松川町 上片桐 くわはら 桑原 １６１０－１６３４，１８２１－１８２５，１８２９－１８３９ 9，13 9

阿南町 富草 くわばら 桑原 684

阿南町 和合 くわばら くわ原 2603～2605

阿南町 和合 くわばら 桑原 2615～2618

喬木村 伊久間 くわばら 桑原
15151,15238,15180-15182,15195-15222,15225-
15226,15030-15032,15250

泰阜村 南山 くわばら 桑原 6954-6977,6985,7054 72 131

喬木村 伊久間 くわばらおがわざかい 桑原小川堺 1,518,015,183

下條村 睦沢 くわぼら 鍬洞 ４３２４

豊丘村 神稲 ぐんがいと 軍垣外 ３８８９－３８９１，３８９３－３８９４，３９０１－３９１０ 二－5 15

阿智村 春日 ぐんじめ 群〆 ２４８３～２４８４，２５０３

阿南町 旦開 くんで クンデ 969～974

阿南町 富草 けいじばうしろ 掲示場後 7659～7661

阿南町 富草 けいせいいわ ケイセイ岩 8111

阿智村 伍和 げいぞうがいと？ 原蔵垣外 １３８３～　　げんぞうがいと

高森町 牛牧 けいぼう ケイ坊 1194 ５－１２ 43

高森町 牛牧 けいぼう ケイボウ １１６５，１１７９－１１８０，１１８４－１１８８，２７９９ ４－１２ 43

大鹿村 鹿塩 けいまんじょう 海満塩 562～588

大鹿村 鹿塩 けいまんじょう 海満塩 562～588

豊丘村 神稲 けかちはら ケカチ原 １２２１０－１２２１４，１２２２３，８９６３－８９７６ 二－7 41

豊丘村 神稲 けかちはら ケカチハラ １２１４３－１２１５１ 二－7 41

高森町 大島山 けさがほら 袈裟ヶ洞 ９４－９５，１０１－１０５，７６３－７８２ ５－１０ 43

喬木村 富田 けさじかいと 今朝治垣外 14842-14848 4 10

天龍村 神原 けさまついど
ケサマツイド
（郷戸ヒラノ
内）

217 56 145

阿南町 大下条 けしょうだ ケショウ田 808～809

阿南町 富草 けしょうめん 化庄免 531

喬木村 富田 けだし ケタシ 14385 4 10

泰阜村 稻伏戸 けちじろ ケチジロ 1159-1177,1181-1192 9，23 18

下條村 睦沢 げっちゅうろう 月中樓 ３０６６，　３０９１

下條村 睦沢 けでら 毛寺 ４７６７～４７７１

天龍村 神原 けのくぼ 毛ノ久保 1159  

豊丘村 神稲 けはいめん 粧面 二－7 169

豊丘村 河野 けはいめん 粧面 ７１６０－７１６４ 二－7 169

高森町 吉田 げばやしき 下馬ヤシキ １３４８－１３５８ ８－１１ 43

天龍村 神原 けぼうつくり ケボウ作 3522 106 ,107 261

下條村 睦沢 けやきあんば ケヤキアンバ ３７４７～３７４８

天龍村 神原 けやきくぼ ケヤキ久保 4225-4226 120 74

阿南町 富草 けやきのうえ？ 樫上 471

天龍村 平岡 けやきのくぼ ケヤキノクボ 1927 96 74

阿南町 和合 けやきのほら けやきの洞 1057

阿南町 富草 けり（い）こばた？ ケリ（イ）コ畑 6453～6460
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大鹿村 鹿塩 けるくぼ ケル久保 1830～1832，1834～1838

阿南町 大下条 けろくぼ 毛呂窪 2104～2111，2113～2115

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

下條村 陽皐 げんえもんばやし 源右エ門林 ４１０８～４１０９

下條村 陽皐 げんえもんばやしにし
源右エ門林
西

４１１０～４１１３

阿南町 大下条 げんおぶちみちうえ ゲンノブチ道上2357,　2563

阿智村 伍和 げんがいと 源垣外 １２３２～１２４１

阿智村 浪合 げんきちもとやしき 源吉元屋敷 ３４７～３４８

阿智村 伍和 げんきゅうやしき 源久屋敷 ６２２２～６２２６

天龍村 神原 げんこう 源公 2946-2947,2951 166 ,167 244

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

豊丘村 河野 げんさまえ 源左前 ５９７－５９８ 二－4 76

阿智村 伍和 げんし 源四
２５９５～２５９６，２６０１～２６０４，２６０７～２６１１，２６１４
～２６３０，２６３３

阿智村 智里 げんじがいと 源氏垣外
１００７～１００８，１０１７～１０２２，１６６８～１６７２，１６７４
～１６７５，１６７７

阿智村 智里 げんじがいとうら 源氏垣外裏 １６７８～

阿智村 伍和 げんしざか 源四坂 ４８７１～４８８９

松川町 生田 げんじぞうれ 源氏ゾウレ ２２０８，２２３３－２２３４ 29 83

下條村 陽皐 げんじばた 源治畑 １４１０，　１４１５

下條村 陽皐 げんじばた 源氏端 １４１６～１４１７，１５２６～１５３０

喬木村 富田 げんじぼら 源氏洞 13029-13031 2 10

松川町 元大島 げんじゅうだ 源十田 １０９５－１０９６ 46 83

喬木村 氏乗 げんじゅうろうはら 源十郎原 10424-10438

阿智村 駒場 げんしょうだいら 源正平 １４５５～１４６９

阿智村 駒場 げんしょうぼら 源正洞 ２２１０～２２１１

豊丘村 河野 げんしょうまえ 源荘前 ６２５－６２８ 二－4 76

下條村 陽皐 げんしろうだ 源四郎田 ２９１１～２９１３

阿智村 智里 げんじろうとうげ 源治郎峠 ４３１８～４３２２

阿智村 伍和 げんしろうはた 源四郎畑
５７３６～５７４２，５７４５～５７５２，５７５５～５７５６，５７５９
～５７６８

阿智村 伍和
げんしろうはたかわみ
なみ

源四郎畑川
南

５７５７～５７５８

下條村 睦沢 げんすけがいと 源助垣外 ９５０７，　９５１１

阿南町 大下条 けんそ 嶮岨 3252，3292～3293

下條村 陽皐 げんぞうがいと 源三垣外 ３７２９～３７３１ノ２？

下條村 陽皐 げんぞうがいとひら 源三垣外ヒラ

天龍村 神原 げんぞうやしき 源三屋敷 4593-4594 160 288

阿南町 富草 げんたいら 元平 111～114，172～174

豊丘村 河野 げんただ 源太田 ７１５－ 二－4 68

阿南町 和合 げんたろう 源太郎 268～269

高森町 山吹 げんちゅうやま 源忠山 ３０９２－３０９５ ９－７ 43

天龍村 神原 けんど けんど 2586,2588-2591 177 234

天龍村 神原 げんど 源戸 5672 90 234

豊丘村 神稲 げんどうじ 玄道寺
１２０３５－１２０５３，１２０７８－１２０８８，８８７１－８８７４，
８９１８－８９１９

二－7 42
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高森町 牛牧 けんとく ケントク １４８９－１４９１ ５－１３ 43

高森町 牛牧 けんどく ケンドク 1492 ５－１３ 43

阿智村 伍和 げんとくじ 源徳寺 ５２９８～

阿智村 伍和 げんとくじ 源徳寺 ７０８３～７０９９

阿南町 大下条 けんな ケンナ
1701，1703，1717，1728～1729，1732～1733，1736～
1738，1742～1745

阿南町 大下条 けんないえのうえ ケンナ家ノ上 1739～1741

下條村 睦沢 げんながやしき 玄永屋敷 ７４４２～７４４４

阿南町 大下条 けんなざか ケンナ坂 1769

阿南町 大下条 げんの ゲンノ 2255～2259,2306

天龍村 平岡 けんのくぼ ケンノ久保 506,512,540-542 35 124

阿南町 大下条 げんのぶち 源ノブチ 2343～2344,2346,2351,2354～2355,2358,2362

下條村 睦沢 げんぱち 源八 ６５３０～６５３４，６５３６～６５４０

天龍村 神原 げんぱち 源八 3478 136 259

泰阜村 南山 げんぱちごや 源八小屋 8744 106 131

泰阜村 南山
げんぱちごややなば
ひかげ

源八小屋ヤ
ナバ日影

8744 106 132

下條村 睦沢 げんぱちばた 源八畑 ２４２８

天龍村 神原 げんぱちばやし 源八林 3378 80 254

根羽村 小戸名 げんべえぼら 源兵衛洞 3327

阿智村 智里 けんぼなしぼら ケンボナシ洞 ３７２１～

泰阜村 南山 けんよき ケンヨキ 8622-8623 90.103 132

松川町 上片桐 げんよはら 玄与原
８４２－８４３，８４８－８６３，８８６－８９０，９１１，９２１－９４
９，９５７

46，54 83

豊丘村 河野 げんろくだ 源六田 ４３１１，４３５７，４３５９－４３６２ 五－4 146

豊丘村 河野 げんろくだおちいうえ 源六田落井上４３７７－ 五－4 146

根羽村 町 こあなざわ 小穴沢 2064～2065

天龍村 平岡 こあらし 小嵐 2126 126 81

泰阜村 南山 こあらし 子アラシ 8156ﾛ-8159 92 132

阿南町 大下条 こいくぼ コイクボ 1502～1505

泰阜村 南山 こいくぼ 越久保 7307-7324,7350-7351,7356-7363 57,60 132

豊丘村 河野 こいけ 小池 ４０７７－４０９０ 五－4 147

松川町 上片桐 こいけ 古池 ２６７４－２６９６，２７２１－２７２２イ，２７２３－２７２４ 11 12

泰阜村 南山 こいけ 小池 6259,6519,6527-6528,6530,6538-6539 70,72 132

泰阜村 田野口 こいこ こいこ 5377-5378,5379 33 90

天龍村 神原 こいさわ コイ沢 340 57 155

天龍村 平岡 こいざわ コイ沢 246 74 21

根羽村 小川 こいざわ 小イ沢 3939ﾛ

天龍村 平岡 こいさわおがわら コイ沢小河原 2360 153 95

天龍村 平岡 こいじ こいじ 2571-2572 126 ,142 107

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

阿南町 富草 こいしはらさか 小石原坂 7304～7307

阿南町 富草 こいしはらぼら 小石原洞 7284

阿南町 富草 こいしはらぼら 小石原洞 6732～6735

阿南町 富草 こいしはらみちした 小石原道下 7301
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阿南町 富草 こいしはらみちにし 小石原道西 7302～7303

豊丘村 神稲 こいしみね 小石峯 １２５１０－ 五－5 113

天龍村 神原 こいた コイタ 4560-4561 160 287

泰阜村 田野口 こいた コイタ 5376 33 90

阿南町 和合 こいだ 小井田 2927

阿南町 富草 こいだ 小井田 6399～6403

喬木村 富田 こいだ 小井田 14479-14491 4 10

泰阜村 黒見 こいだ 恋田 4316-4324 30,33 90

大鹿村 鹿塩 こいだばやしみちした 越田林道下 1876－

泰阜村 南山 こいたわ 恋タワ 8894-8899,8901-8903 93 132

天龍村 神原 こいちがしろ コイチガシロ 328 57 130

天龍村 神原 こいど コイド 1913-1915 167 215

泰阜村 田野口 こいどいり 小井戸入 5451 33 108

阿南町 富草 こいどばた 小井戸畑 8379

阿南町 富草 こいどばた 古井戸畑 83768380

阿南町 富草 こいどやぶ 小井戸籔 8226～8227

泰阜村 田野口 こいとり コイトリ 5404-5407 33,34 108

泰阜村 田野口 こいとり こいとり 5450 33 108

泰阜村 高町 こいり 小入 970-971,974-975 19 44

豊丘村 神稲 こいわした 小岩下 ５５５６－５５５７ 五－6 111

大鹿村 大河原 こいわぼらきりぼら 小岩洞桐洞 4286－

大鹿村 大河原 こいわぼらたのうえ 小岩洞田ノ上 4287－

松川町 生田 こうがいだ 笄田 ３１２４－３１３７ 32 83

豊丘村 神稲 こうがいと？ 工垣外 ８２２９－８２３３，８２３９－８２４２

天龍村 平岡 こうかのば コウカノバ 2662　,2664 171 110

阿南町 大下条 ごうぐらはた ガウグラ畑 473

大鹿村 鹿塩 こうげんじ 光源寺 4309～4313

豊丘村 神稲 こうさいじ 向西寺 ７８７０－ 二－5 26

阿南町 大下条 こうさつばた コウサツバタ 557～558

天龍村 神原 ごうざわ ゴウ沢 3546　,3560,3596 106 264

天龍村 神原 こうざわみちうえした 口沢道上下 2207 168 225

阿南町 旦開 こうじ 小路 1442～1446，2026～2027

下條村 陽皐 こうじ 小路（角屋） ７２００

高森町 牛牧 こうじ コウジ 112－１１４ノ２，１１６－１１８、１２０－１５４，１５７ ６－１３ 43

高森町 吉田 こうじ 小路 ２９４－２９７，３１７－３２３，６５３－６７５ ８－１１ 43

豊丘村 神稲 こうじ 小路 １３６４－１３６７，１４０１－１４１６ 二－5 166

松川町 上片桐 こうじ 小路
３４７５，３４７７，３４８０－３４８１，３４８５－３４８８，３５６
４，３５７４－３５８２

15，16 21

阿南町 富草 こうじがいと 孝次垣外 6895～6897

泰阜村 南山 こうしがき カウシ柿 7592 74 132

松川町 上片桐 こうじがしら 小路頭 ３４５６－３４７４，３４７６，３４７８－３４７９ 15，16 21

泰阜村 打沢 こうじがた 小路方 2294,2296-2300,2303-2304 25，26 61

豊丘村 河野 こうしかど？ 甲子角 ４８３９－ 五－2 59

下條村 陽皐 こうしき こうしき ５５７０～５５７５，５５７９～５５８１，５５８６～５５８８
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下條村 陽皐 こうしき カウシキ ５６４１～５６５６

下條村 陽皐 こうしき コウシキ
５９４１～５９４６，５９６２，５８６８ノ１，５９６９，５８７６ロ，５８
７８～５８８８，５８８６～５９１６，５９１８～５９２０

下條村 陽皐 こうしき コウシキ ５９６５～５９６８

下條村 陽皐 ごうしき 郷敷 ５６０３～５６０９，５６３３～５６３８

阿南町 富草 ごうしぎ 合鴫 8715～8739，8750～8754

下條村 陽皐 ごうしき？ 合敷

下條村 陽皐 ごうしきいりぐち 郷敷入口 ５８６７，５８７６イ，５８７２イ

下條村 陽皐 ごうしきざわ 郷敷沢 ５９９１～６０００

下條村 陽皐 ごうしきざわ 郷敷沢 ６０００～６０１７，６０２６～６０２７

下條村 陽皐 ごうしきざわこうざん 郷敷沢コウ山 ６０３１～６０３５

下條村 陽皐 ごうしきざわしたとうげ 郷敷沢下峠 ６０２８～６０２９

下條村 陽皐
ごうしきざわしみずや
ま

郷敷沢清水山６０３６～６０４５

下條村 陽皐
ごうしきざわすすきや
ま

郷敷沢スス
キ山

６０１８～６０２０

下條村 陽皐 ごうしきざわせばいし 郷敷沢瀬場石６０２５

下條村 陽皐
ごうしきざわたかとう
げ

郷敷沢高峠 ６０２１，６０２３～６０２４

下條村 陽皐 ごうしきざわたかやま 郷敷沢高山 ６０３０

下條村 陽皐 こうしきすいげん コウシキ水源 ５９６９～５９７０

天龍村 平岡 こうじぎり かふ志ぎり 2093 111 77

喬木村 小川 こうしざわ こうし沢 8696-8697,8760-8763

喬木村 小川 ごうしざわ ごうし沢 7809　,7816

喬木村 小川 ごうしざわ ごうし澤 8386,8390-8393,8395,8406-8407,8427

天龍村 平岡 ごうしざわ ゴウシ沢 220223 ３８，４９ 18

喬木村 小川 ごうしざわたるした ごうし沢たる下8387-8389

根羽村 一之瀬 こうしちやしき 幸七屋敷 4923～4928

喬木村 氏乗 ごうしばた ごうし畑 10071

天龍村 神原 こうじはつば コウジハツハ 1961 168 218

阿智村 駒場 こうしょうぼら 光照洞 ２１９４～２１９５

豊丘村 河野 こうしろうだ 興四郎田 ６１４３－ 五－4 166

泰阜村 南山 こうしん 庚申 8077，8479 89,90 132

松川町 生田 こうじん 荒神 ３４３６－３４５５ 16 16

泰阜村 南山 こうじん 向神 8634 90 157

松川町 生田 こうしんうえ 庚申上 ７４５６－７４５８ 83

豊丘村 神稲 こうしんうら 庚申裏 ８０８９－ 二－5 20

高森町 牛牧 こうしんがいと 庚申垣外 500 ６－１３ 43

泰阜村 南山 こうしんがいと 庚申垣外 7687-7688 74 133

阿智村 智里 こうしんざか 庚申坂 １２８１，３０９６，３１０７～

阿南町 富草 こうしんざか 庚申坂 6790～6792

泰阜村 南山 こうしんどう 庚申堂 7689 74 133

阿智村 伍和 こうじんどう 荒神堂 ４５０９～４５２２

根羽村 中野 こうしんのうえ 庚申ノ上 4449
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阿智村 浪合 こうしんのき 庚申軒 ３５０～

阿南町 富草 こうしんば かう志ん場 4767～4769，4797

天龍村 平岡 こうしんば 庚申場 228-238 47 119

阿南町 大下条 こうしんばた 庚申畑 497

下條村 陽皐 こうしんばた 庚申畑 ６２４５～６２４９

高森町 山吹 こうしんばた 庚申畑 ３１０４－３１０９，3844－3850 ９－７ 44

松川町 生田 こうしんばた 庚申畑 １９０５－１９０７ 50 83

松川町 元大島 こうしんばた 庚申畑 ６４８－６４９ 46 83

高森町 山吹 こうしんばやし カウシン林 2510 ７－７ 44

阿智村 浪合 こうしんばら 庚申原 １０２～２０３

阿南町 富草 こうしんばら 庚申原 6900～6902

高森町 山吹 こうしんばら コウシン原 ２４４６－２４５０ ７－７ 44

松川町 大島 こうしんばら 庚申原 １６１４，２５４０－２６０３，２６０９－２６１３ 18 28

松川町 元大島 こうしんひら 庚申ひら １９２３－１９３５，２６５６ 29 28

阿南町 大下条 こうしんぼら 庚申洞 1442

下條村 睦沢 こうしんまえ 庚申前 ７３３２

高森町 下市田 こうじんまえ 荒神前 １１２８－１１３１，１２５０－１３８１ ８－１４ 44

天龍村 平岡 こうじんまつ 幸じん松 91 39 10

下條村 陽皐 こうしんやしき 庚申屋敷 ７０３２～７０３３，７０９８

豊丘村 神稲 ごうす 郷須 ７２５４－７２５５ 二－7 39

高森町 山吹 ごうずはら 郷頭原 ６３８６－６３９３，６３９６－６４６７，7774－7880 44

高森町 吉田 こうせんざわ 光専沢 ３９５－３９７ ９－１２ 44

天龍村 平岡 こうぞやま 楮山 99-100,249-251,785 47 115

喬木村 大和知 こうだ(さらだ？） 更田 11702,11726-11727 　

下條村 陽皐 こうたいじんぐう 皇太神宮

泰阜村 黒見 こうち 河内 4250 17 91

天龍村 平岡 こうちがわ 河内川 2461-2462 170 101

高森町 大島山 こうでん 香奠 ５０２，５０７－５０８ ７－１１ 44

天龍村 神原 ごうど 合戸 112-115

泰阜村 唐笠 ごうど 合度 4064 14 26

天龍村 神原 ごうどひらのうち 郷戸ヒラノ内 159 33 139

阿智村 伍和 こうないやしき 幸内屋敷 ６４５２～

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

阿南町 和合 こうはち 幸八 1124

天龍村 神原 こうばね コウバネ 2408-2409 167 ,178 229

泰阜村 金野 こうびゃくぼ こふびや久保 450-455,457 2,4 2

松川町 上片桐 こうふくじ 興福寺 ２１５８－２１６０ 10 10

泰阜村 南山 こうぶつやま カウブツ山 9002 92,94 133

下條村 睦沢 こうまき 小馬木 ６３４４～６３４５

阿南町 大下条 こうみょうじ 幸明寺 2616

阿南町 大下条 こうみょうじ 光明寺 379，　395？

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

泰阜村 唐笠 こうもりいわ 蝙蝠岩 4035-4036 11，13 20
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阿南町 大下条 こうや コウヤ 1205～1206

阿南町 大下条 こうや コウヤ 691～699

大鹿村 大河原 こうや コウヤ 3392～3394，3396～3397，3399～3402

下條村 睦沢 こうや カウヤ ６５９０

泰阜村 南山 こうやかいと コヲヤカイト 6141 55 133

阿南町 和合 こうやがいと コフヤ垣外 1640～1643

喬木村 小川 こうやばやし かうや林 8902,8904-8905,8924,8926

泰阜村 左京 こうやばやし こうや林 5677-5678,5690-5692 53 99

阿南町 大下条 こうややま コウヤ山 2591ﾉ1～4

阿南町 大下条 こうややまおおほら コウヤ山大洞 2533～2536

阿南町 大下条 こうややまばやし コウヤ山林 2521～2528

阿南町 大下条 こうややまひかげ コウヤ山日カケ2529～2532

阿南町 大下条 こうややまみちした コウヤ山道下 2537～2540

阿智村 智里 ごうら 郷良 １５７３～１５８１，３０１８，３０４０

下條村 睦沢 ごうらほった？ 五郎堀田 ４７８６

阿南町 旦開 こうろきざわ 高路木沢 1897～1909，1918～1925

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

売木村 小枝軒川 こえだ 小枝 ２７４～４０６

大鹿村 鹿塩 こえだ 越田 1431－

喬木村 富田 こえだ 越田 14449-14475 4 11

高森町 山吹 こえだ 越田 2971 ８－７ 44

泰阜村 田野口 こえだ 越田 5380-5382 33 90

大鹿村 鹿塩 こえだばやし 越田林 251？

高森町 山吹 こえだはら 越田原 ７５８０－７６４３ ７－６ 44

高森町 山吹 こえだひら 越田ヒラ ３０５０－３０５３ ８－７ 45

大鹿村 大河原 こえだみちうえ 越田道上 4890－

高森町 山吹 こえだやまぎし 越田山岸 2970 ８－８ 45

阿智村 春日 ごえもんだ 五右ヱ門田 １３１０～１３１７

高森町 吉田 ごおうじ 牛王地 １１９３－１２０３ ８－１０ 15

阿南町 大下条 こおえばた コヲエバタ 137

下條村 睦沢 こおおはらあがりと 小大原上リ戸

阿南町 富草 こがいと 小垣外 9414～9423

喬木村 小川 こがいと 小開登 6449-6450

豊丘村 神稲 こがいと 小垣外
２５６８，２７４７，２７４３－２７４４，２７５５－２７７０，２７７３
－２７８７，２８００

五－5 121

泰阜村 金野 こがいと 小垣外 431 6 9

泰阜村 南山 こがいと 小垣外 8555 90 9

泰阜村 南山 こがいみず 子ガイ水 7294 76 133

阿南町 大下条 こがき 小柿 1536～1537

阿南町 大下条 こがき 小柿 2250～2252

泰阜村 左京 こがきがひら 小柿ｹﾞ平 5931,5933-5934,5934-5935 54 99

阿南町 富草 こがきがほら 小柿ヶ洞 1884～1885

阿南町 和合 こがきくぼ 小柿久保 1656
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天龍村 神原 こがきくぼ 小柿久保 1996 168 66

天龍村 神原 こがきくぼ 小柿久保 5595-5596 90 66

天龍村 神原 こがきくぼ 小柿久保 5744-5745 90 66

天龍村 神原 こがきくぼ 小柿久保 6182 68 66

阿南町 和合 こがきだいら？ 小柿平 1864～1871，1904

天龍村 神原 こがきのくぼ 小柿ノ久保 398 57 66

天龍村 平岡 こがきのくぼ 小柿ノ久保 1767,1770-1771 83 66

阿南町 大下条 こがきはた 小柿畑 389

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

阿智村 春日 こがきぼら 小柿洞 ２１０２～２１０４，２１０６，２１２１～２１２４

阿南町 大下条 こがきぼら 小柿洞 180～198，202，204～205，872～873，900～901

泰阜村 南山 こがきぼら 小柿洞 6115-6124 52,55 133

阿南町 富草 こかきほらいり 小柿洞入 7864～7875

阿南町 和合 こがすず 木がすヽ 2552

平谷村 ムク沢 こがねさわ コガネ沢

天龍村 神原 こがみつくり コガミ作 3467 121 258

豊丘村 神稲 こかめぼら 小亀洞 二－3 50

喬木村 加加須 こがや こがや 5514-5515ﾛ

喬木村 加加須 こがやだいら コガヤ平 5515ﾉ8

阿智村 伍和 こかりやま 古カリ山 ５２７９～

天龍村 神原 こがわ 小川 1254 95 194

天龍村 神原 こがわあがり 小川上リ 923 81 183

天龍村 神原
こがわのぼりばしきば
やし

小川上り橋
木林

1255-1256 95 196

天龍村 神原 こがわみちうえ 小川道上 931 ,933 ,937 81 183

天龍村 神原 こがわみちうえ 小川道上 1253 95 194

天龍村 神原
こがわみちうえはかぎ
れ

小川道上墓
切

932 81 183

天龍村 神原 こがわみちした 小川道下 924 81 183

阿南町 富草 こがわら 小河原 448

大鹿村 鹿塩 ごかんばた 五貫畑 1180～1181

下條村 睦沢 ごきだ ゴキ田 １２４０～１２５２，１２５５

下條村 陽皐 ごきだ ゴキ田 １８６０～１８６１

松川町 生田 こきりやま 小切山 １７９３－１８００ 50 83

大鹿村 大河原 こぎりやま 小切山 4949～4951

天龍村 神原 こぎりやま コギリ山 3166 93 250

天龍村 神原 こぎれ 小切 3293 80 252

高森町 牛牧 ごきわり コキワリ 2839 45

高森町 牛牧 ごきわり ゴキハリ ２８３５－２８３６ 45

阿南町 旦開 ごくうめん 御供免 966～968

天龍村 平岡 ごくなし ごくなし 2079 ９７，９８ 49

泰阜村 南山 こくぼ 小久保
6318,6324-6329,6370-6371,6373,6378-
6379,6382,6389,6391，6394-6397，6399-6403,6405-
6406,6408,6415,6422-6425，6810，7202

70 133

下條村 睦沢 ごくらく 極楽 ７００８
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阿智村 浪合 ごくらくとうげ 極楽峠 ９８８イ１８～９８８ワ

阿智村 浪合 ごくらくやま 極楽山 ９８５イ４

阿南町 大下条 こぐりいわ コグリ岩 680～683

喬木村 富田 こくるみ 小くるみ 13438-13439 2 11

高森町 吉田 こくるみ コクルミ ２５０９－２５１３ ８－１０ 45

高森町 出原 こぐるみ コグルミ ４９３－４９４，４９７－５０２，５０４ ７－９ 45

豊丘村 神稲 こぐるみ 小胡桃 １２２１５－１２２２２，１２２３４－１２２４２ 二－7 42

豊丘村 神稲 こぐるみ 小グルミ ８９６０－ 二－7 42

根羽村 黒地 こくろじ 古黒地 2498～2503，2522

根羽村 向黒地 こくろじ 古黒地 2695

天龍村 神原 こくわづる コクワヅル 3149 121 249

天龍村 神原 こくわづる コクワヅル 3468-3469 121 249

阿南町 大下条 ごけがいと 御家垣外 816～826

天龍村 神原 こけざか コケ坂 4562-4564 ,4566-4583,4592 159 287

高森町 牛牧 こけだ コケ田 957 45

阿南町 大下条 ごけやま ゴケ山 1312，1315～1316

喬木村 伊久間 こけん 古検 15283,15295-15308

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

平谷村 合川 ごけんごや 五軒小屋 ４０３－

平谷村 合川 ごけんごや 五間木ヤ ４０３－

大鹿村 鹿塩 こげんじ 小源治 4097－

大鹿村 鹿塩 こげんじ 小源治 4095～4098

阿南町 和合 こごうち 小河内 1070

下條村 陽皐 ここのほら ココノ洞？ ４９６１～４９６２

阿南町 和合 こころがわ？ 心川
1402～1404，1412～1415，1418～1423，1429～1431，
1435～1439，1441～1443

喬木村 富田 こごろみ コゴロミ 13416-13437 2 11

天龍村 神原 こごろみ コヾロミ 3153 89 ,103 250

天龍村 神原 こごろみ コゴロミ 5271-5346，5355-5357，5371-5470 103 ,104 304

天龍村 神原 こごろみ コゴロミ 5819　，5885 91 304

大鹿村 大河原 こごろめ コヾロメ 5030～5031

大鹿村 大河原 こごろめみちした コヾロメ道下 5031－

阿智村 春日 こさいだ 小才田 ２３６２～２３６４

松川町 元大島 こさか 小坂
１７２５，１７５９－１７６０，１７８３，１７８６－１７８７，１７９
６，１８０２－１８１３，１８１７－１８１８，１８２１－１８２５

28 47

松川町 元大島 こさかおち 小坂落 ４４２，４９９－５００，６１４ 47 84

天龍村 平岡 こさく 小作 811 34 129

根羽村 小川 こさく 小作 3846

天龍村 平岡 こさくかいと 小作開土 638

阿南町 大下条 こさくがいと コサクガイト 1337

根羽村 小川 こさくざわ 小作沢 3847～3848

阿南町 富草 こざさ 小笹 6772～6774

泰阜村 南山 ござしき 御座敷 7641ﾛ-7644,7647,7649 74 133

阿南町 大下条 こざねほりぎり 小核堀切 988，　1003
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阿南町 和合 こさのば こさのば？ 1835～1836

大鹿村 大河原 こざやき 小ザ焼 4339～4341

高森町 牛牧 こざわ コザワ 1257 45

高森町 牛牧 こざわ 小ザワ 1269 45

高森町 牛牧 こざわ 小沢 ５５３，　６０７ ５－１４ 45

天龍村 平岡 こざわ 小沢 1865-1890 96 70

松川町 元大島 こざわ 小沢 ２６３２ノ１，２６８７，２６９４－２７０９ 29 55

阿南町 大下条 こざわぐち 小澤口 1689～1690

高森町 牛牧 こざわたぐろ 小沢田畔 ５０３，５０９－５１０ ６－１３ 45

松川町 元大島 こざわはた 小沢畑 ２６３２ノ２ 29 55

高森町 牛牧 こざわひかげ 小沢日影 ４２３ハ ６－１４ 46

高森町 牛牧 こざわひなた 小沢日向 ４２３，５５５－５５６ ６－１４ 46

高森町 大島山 ごさんまい 五三前 186 ６－１０ 46

阿智村 浪合 こし 腰 ９９０～

高森町 牛牧 こし コシ １１５－１１６ ６－１３ 46

大鹿村 鹿塩 こしお 小塩
3486～3498，3501～3510，3515～3613，3617～3638，
3642，3650～3655

大鹿村 鹿塩 こしお 小塩 4151～4158，4164～4165，4174～4175

喬木村 富田 こしお 小塩 14776-14781 4 11

大鹿村 鹿塩 こしおうえ 小塩上 4448～4450，4178

大鹿村 鹿塩 こしおひかげ 小塩日影 3499，3511～3514

大鹿村 鹿塩 こしおひかげ 小塩日影 4135～4139，4141～4143

泰阜村 明島 こしきだ コシキ田 4947-4948 36 76

阿南町 大下条 こじきぼら コジキ洞 661～662

阿南町 大下条 こじきぼらした コジキ洞シタ １，　660

阿南町 和合 こしぜ コシゼ 473，474，476，562～564

松川町 元大島 こしだ こし田 ２０５８－２０５９，２０６１，２０８１ 38 49

泰阜村 金野 こしだ こし田 82-84 6,16 13

喬木村 富田 こしのまえ 越前 12256-12257

阿智村 清内路 こしば 小芝 ４８１～４８２

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

下條村 陽皐 こしば 小柴 ３６４～３７３，３８３

高森町 出原 こしはやし コシハヤシ ４４３－４４４ ８－９ 46

阿智村 清内路 こしばやま 小芝山 480～

豊丘村 河野 こしぶがわ 小渋川 五－4 153

松川町 生田 こしぶひかげてぼやま
小渋日影手
棒山

２７５８ 84

下條村 陽皐 こしほり 腰堀 ７０６０～７０８２ロ，７１１３～７１１５

阿智村 春日 こじま 小島 ７２１～７５２

大鹿村 大河原 こじま 小島 5054～5055

大鹿村 鹿塩 こじま 小島 2522～2527

阿南町 大下条 こしまい コシマイ 143～144

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

阿南町 富草 こしまえ 腰前 290～301
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阿南町 大下条 こしまえ コシマヱ 77

阿南町 富草 こしまえ こしまへ 5783～5788，5817～5818

下條村 陽皐 こしまえ こしまえ ３７２８

下條村 陽皐 こしまえ 越前 ６２５０～６２５１

下條村 睦沢 こしまえ 越前 ７５６，７５７ロ～７６８

喬木村 小川 こしまえ こしまへ 6021-6022

喬木村 伊久間 こしまえ 腰前
15794-15795,15802-15806,15818-15819，15830-
15831,15975-15979

高森町 大島山 こしまえ 越前
１７０，１７４，７９７，８００－８０２，８０６－８１１，８２６－８４
１，８４４

６－１０ 46

豊丘村 神稲 こしまえ コシ前 ２０１２－２０１５

豊丘村 神稲 こしまえ 腰前 ２００３－

豊丘村 神稲 こしまえ 越前 ５８９－５９１，６３６－６４１ 二－4 75

豊丘村 神稲 こしまえ 古志前 ２００８－２０１０

松川町 元大島 こしまえ こし前 ２０１６－２０１７，２０２０，２１３５，２１３８，２１４２，２３４３ 29 51

阿南町 富草 こしまえだ コシマヘ田 8281～8286

阿南町 富草 こしまえだ 越前田 8348～8350

大鹿村 大河原 こじまくわぞうれ 小島クワゾヲレ5058－

高森町 吉田 こしみず 小清水 ２４２９－２４３０，２４３６－２４３７，２４４１－２４４４ ８－１１ 46

天龍村 平岡 こしみず 小清水 1617-1620 70 28

下條村 陽皐 こじゅうがり 小十刈 ７８３

阿南町 富草 ごじゅうがり 五十ガリ 8390

阿南町 富草 ごじゅうがり 五十苅 8394～8397

下條村 睦沢 ごじゅうだ 五十田
９００～９０３，９０５～９０６，９５７～９６１，９４６～９５１、９６
８～９６９，９７１～９７６，９７８，９８２～９８５，９８７～９８９，
９９１～９９９

下條村 陽皐 こじゅうづくり 小十作 ３４０～３４２

阿智村 伍和 ごじゅうめ 五十目 ２７８１～２７８４，２８１０～２８２９，２８３３～２８３６

阿南町 大下条 ごじゅうめ 五十目 1129

阿南町 富草 ごじゅうめ 五十目 6738

阿南町 大下条 ごじゅうめ 五十目 112～113，250～252

阿南町 大下条 ごじゅうめ 五十目 1985～1987

下條村 睦沢 ごじゅうめ 五十目 ３１９～３２２

下條村 睦沢 ごじゅうめ 五十目 ８５００，８５９６～９６０１，８６０５～８６２０

松川町 生田 ごじゅうめ 五十目 ７００ 48 84

泰阜村 左京 ごじゅうめ 五十目 5956 53 56

下條村 睦沢 ごじゅうめとびた 五十目飛田 ３１８

阿南町 富草
ごじゅうめなおぞうつく
り

五十目直蔵
作リ

755～757

下條村 睦沢 ごじゅうめながぼら 五十目長洞 ３２７

下條村 睦沢 ごじゅうめほんぼら 五十目本洞 ４０２～４０３

高森町 山吹 ごじゅうりょうばやし 五十両林 7715 ９－６ 47

松川町 元大島 こじょう 古城 ３５９３ 37 13

喬木村 小川 こしょうだ 小升田 6840,6852-6854

下條村 睦沢 こしょうぶ 小正婦 ２１３８～２１４１，２１４５～２１４６

下條村 睦沢 こしょうぶつるね？ 小正ツル子 ２１４３
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阿南町 大下条 ごしょうまき 五升巻 3787～3790，3836

泰阜村 柿野 ごしょうまき 五升まき 3545 － －

下條村 睦沢 ごしょがきひら 御所垣平 １５９４～１６０３

松川町 生田 ごしょだいら 御所平 ４５９－４６０，４６２－４８６，４９６－４９７ 48 56

大鹿村 大河原 こしらさわ 小白沢 4317～4318

喬木村 小川 こしろ 古城 7672

泰阜村 南山 こしろ 古城 8020,8024-8026,8033,8035,8039,8045，8048-8049 71,74 134

天龍村 平岡 こじろ 小城 2665-2666,2692-2703 156 ,171 110

泰阜村 南山 こじろう 小次郎 8946-8947 79,82,97 134

大鹿村 大河原 こしろさわ？ 小白沢 251～253

大鹿村 大河原 こしろさわ？ 小白沢 251～253

下條村 睦沢 こしんでん 小新田 ６０７４～６０７５

下條村 睦沢 こしんでん 小新田 ６４０２～６４０７

豊丘村 神稲 こずかいだ 小使田 ８１９９－

下條村 陽皐 こずかいばた こずかい畑

豊丘村 神稲 こすぎやま 小杉山 ７９１，２０５２－２２７７ 二－6 89

阿南町 富草 こずみ こずみ 5745

大鹿村 大河原 こせ コセ 2254～2259

下條村 陽皐 こせ 古畝 ２８６７

喬木村 富田 こせ 古瀬 12660-12737 1 11

喬木村 小川 こせ 古瀨 6329-6330

喬木村 伊久間 こせ 古瀬
15893-15894,15917-15920,15929-15960，16234，16247-
16251

高森町 牛牧 こせ コセ １１９２－１１９３，１１９５，２３９３－２４０４，２８０９－２８１０ ４－１２ 47

高森町 牛牧 こせ 古瀬 ９４６－９４７，９５５ ４－１３ 47

高森町 下市田 こせ 古瀬 ９１４－１０２１ ７－１３ 47

高森町 山吹 こせ 古瀬 5600 47

高森町 山吹 こせ コセ
5591－5599，5601－5604，5614－5619，５９７４－５９７５，
５９７７－５９８３，６０００－６００２，６００４，６０３０

１１－７ 47

高森町 吉田 こせ コセ ２０６０－２１１０，２１５４－２１６１，２１８８－２１８９ ９－１１ 47

豊丘村 神稲 こせ 小瀬 ７７５９，　７８１５ 二－5 166

豊丘村 神稲 こせ 古瀬 ７７６９－７７８６ 二－5 166

松川町 上片桐 こせ 古瀬 ３９４０，４１６７－４１６８，４２２６－４２２８ 21 34

松川町 元大島 こせ 巨勢 ４３３－４３７ 47 34

松川町 元大島 こせ 古勢 ４６３－４６６，４６８－４７０，４７６ 47 34

松川町 元大島 こせ 小瀬

１０６８－１０７０，１１０８，１１１０，１１１２－１１１８，１１３１
－１１３２，１１３７－１１３８，１２３１－１２３２，１２４１－１２
５２，１５１８，２０９２－２０９３ノ３，２０９３ロ，２１３４，２１３
７，２１３９－２１４１，２３７１－２３７２

38，46 34

松川町 元大島 こせ こせ １４１７－１４２０，１５０７，１５１９－１５２０，２１３６ 38 34

松川町 元大島 こせ 小世 ２３６０ 38 34

松川町 元大島 こせ 小せ
２３６１－２３６２，２３６４－２３６６，２４４４－２４４７，２４５８
－２４６０

38 34

松川町 元大島 こせ 小セ ２３６７－２３７０ 38 34

松川町 元大島 こせ コセ ２４３７－２４４０ 38 34

阿智村 駒場 こぜ 小瀬 １５０２～１５０７，１５４４
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喬木村 小川 こせくろ 古瀨クロ 6340

喬木村 小川 こせさくぞうづくり 古瀨作蔵作り 6315-6316

喬木村 小川 こせだ 古瀬田 6214,6239-6256,6258-6262,6280-6284

喬木村 伊久間 こせだ 古瀬田 15903-15916,15921-15925

豊丘村 神稲 こせだ 古瀬田
７６５８－７６６０，６８８７－６８９２，６９２８－６９３０，６９３８
－６９４２，６９５６－６９６０，７０３５－７０３９

二－5 32

豊丘村 神稲 こせだ 小瀬田 ７７１０－７７１３，７７０９ 二－5 32

喬木村 小川 こせだはしづめ 古瀨田橋詰 6263-6267

喬木村 小川 こせだやまくろ 古瀬田山くろ 6354-6357

阿南町 和合 こせと 小せと 1676～1677

泰阜村 金野 こせど 小せど 517 2 3

泰阜村 南山 こせど 小瀬戸 9012-9017 65,66 3

喬木村 小川 こせのおとし 古瀬ノ落シ 7054-7025

喬木村 小川 こせのまえ 古瀬ノ前 7061-7062

豊丘村 河野 こせばた 古畝畑 ８４９－８５２ 二－4 173

喬木村 小川 こせほうげ 古瀬ほうけ 7681

阿南町 富草 こせまち 小畝町 3698～3706

阿智村 駒場 こぜみつけ 小瀬見付 １５４０～１５４１

喬木村 富田 こせや 古瀬屋 12639-12646 1 11

喬木村 富田 こせやしきそと 古瀬屋敷外 12638

喬木村 小川 こせわき 古瀨脇 6303-6304,6307

松川町 元大島 こそらと 小そらと ２３９８ 39 56

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

阿南町 富草 こた 小田 8825～8843，8850～8865

高森町 牛牧 こた コタ 1404 ５－１３ 47

豊丘村 河野 こた 小田 ３０３－３０４ 二－4 82

阿智村 春日 こだ 小田 ２３２３～２３３６

高森町 牛牧 こだ コダ 1405 47

高森町 牛牧 こだ 小田 １４０６，１４０８，２２１０－２２１１ ６－１３ 47

下條村 睦沢 こだいばら 小大原 ４８～５３，５５，５９～６５，６８

下條村 睦沢 こだいはらのぼりと 小大原上り戸 ５６

高森町 大島山 こだいもん 小大門 ４９９－５０１，５０３－５０４，１１１９－１１２１ ７－１１ 47

下條村 陽皐 こたいら 小平 ５６６３～５６６４，５６７１ロ,５６７３

下條村 陽皐 こだいら 小平 ３７３２～３７３６

喬木村 富田 こだいら コタイラ 12949-12951 2 12

天龍村 平岡 こだいら 小平 2582-2588,2602 156 108

松川町 元大島 こだいら 小平 １０１５－１０１９，１０２１－１０２２，１０２４－１０３１ 54 84

泰阜村 明島 こだいら 小平 5163 34，49 28

泰阜村 門島 こだいら 小平 4741-4752 35 28

泰阜村 唐笠 こだいら 小平 4116 14 28

阿南町 富草 こたうえのきり 小田上ノ切 8876～8881

阿南町 富草 こたおおさき 小田大崎 8882～8883

喬木村 大島 こだかつるね 小タカツルネ 9401-9404,9406

下條村 睦沢 こだかのす 小高ノ巣 ４２５８
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下條村 睦沢 こだかのす 小鷹ノ巣 ４２５５～４２５６

下條村 睦沢 こだかのす コタカノス ４２５７，４２５９～４２６４

下條村 睦沢 こだかのす 小タカノス

下條村 睦沢 こだかのす？ 小高カノス ４２５４

泰阜村 高町 こだかまち 小高町 796-797,982-992 19 43

阿南町 富草 こたしたのきり 小田下ノ切 8847～8849

大鹿村 大河原 こだな 小棚
3039～3050，3056，3058，3061～3071，3078～3080，3082
～3089

大鹿村 大河原 こだなもんぜん 小棚門前 3081－

豊丘村 河野 こたに？ 古谷 ７５８５－７５８７，７５９６－７５９９

阿南町 富草 こたぼら 小田洞 7767～7772，7906～7914

阿南町 富草 こたぼらしたのきり 小田洞下ノ切 7764～7765

阿南町 富草 こたぼらなかのきり 小田洞中ノ切 7766

泰阜村 左京 こたま コタマ 5514 - -

泰阜村 田野口 こだま 小玉 5357 - -

天龍村 神原 こだまいし 小玉石 2403　，2434 178 229

泰阜村 打沢 こだまいわ 小玉岩 2489 25 61

阿南町 富草 こだまほら 小玉洞 7253～7256

喬木村 小川 こたる 小樽 7409

喬木村 氏乗 こたる 小たる 9918

天龍村 神原 こたろう 小太郎 1899-1900，1904 167 215

泰阜村 稻伏戸 こたろうぼった 小太郎ボッ田 1180 9 18

泰阜村 稻伏戸 こたろうぼっち 小太郎ボッチ 1178-1179 9 18

泰阜村 南山 こたわし こたわし 6730 72 134

阿智村 春日 ごたんだ 五反田 ２８２７～２８３０

阿智村 駒場 ごたんだ 五反田
２４５～２９７，３００，３０４，３０８，３４５～３４８，３５１～３５
２，３５６～３６５

喬木村 富田 ごたんだ 五反田 12476-12507 １，４ 12

喬木村 阿島 ごたんだ 五反田 453-4587,484-584,597-608,613-624,5139

豊丘村 河野 ごたんだ 五反田 １６６５－１６６６，１６６８－１６７８ 二－2 160

豊丘村 神稲 ごたんだ 五反田 ５５７－５６１，５６３－５６５ 8

松川町 元大島 ごたんだ 五反田 １２１７－１２２０ 37，46 84

阿智村 春日 ごたんださわ 五反田沢 ２０３９～

阿智村 伍和 ごたんだじり 五反田尻 ５１４～５２４，６２４～６２８

松川町 元大島 ごちがいと 五智垣外 １９６９－１９７１ 28 48

阿南町 大下条 こちぎ コチギ 111～112，114～115

阿南町 大下条 こちぎ 小千木 1376，1391～1409

天龍村 神原 こちゃばた 小茶畑 710 94 173

高森町 山吹 こつか コツカ ５２３５－５２３８，５２４６－５２５０ 47

阿智村 清内路 こつがいと 骨垣外 ２１２０～

天龍村 神原 こつがね
コツガネ（天
竜川向ﾉ内）

1021　,1022,１０２３ 58 187

高森町 山吹 こづくえはら 小机原 ７１６６－７２２１ ６－６ 47

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

松川町 元大島 こつぼ 小坪 ４２１３－４２１４ 46 84
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泰阜村 打沢 こつるね 小ツルネ 2335-2337,2345 25 63

喬木村 富田 こてざわ コテ沢 14251-14253

喬木村 小川 こでん 小田 8057-8058 こだ

高森町 吉田 ごとう 後藤 １４２４，１４３８－１４５４ ９－１１ 47

天龍村 神原 ことうげ 小峠 2208-2209 ,2211 168 225

根羽村 萸野 ことうげ 小峠 3175～3184，3193ｲ

根羽村 萸野 ことうげみちうえ 小峠道上 3185

根羽村 萸野 ことうげみちのした 小峠道ノ下 3188～3192

松川町 元大島 ことうだやしき 小藤田屋敷 155 55 84

阿南町 富草 ごとうめん 五斗免 531

阿南町 富草 ごとうめん 五斗免 537

阿南町 富草 ごとうめん 五斗免 763

阿智村 智里 ごとだ 五斗田 ３９３～３９４

根羽村 小栃 こどち 小栃 5928～6177，6291

阿南町 旦開 ごとづくり 五斗作 2704～2706

高森町 出原 ことのば コトノバ 184 ９－９ 47

松川町 上片桐 ごとまき 五斗蒔 ２８８２－２８９４ 10 11

大鹿村 大河原 ごとめき ゴトメキ 4837，4840～4843

泰阜村 稻伏戸 ことりどや コトリドヤ 1396 20 81

泰阜村 稻伏戸 ことりどや 小鳥ドヤ 1412-1417 20 81

阿南町 和合 ことりはぎ 小鳥萩 1747～1752

下條村 睦沢 こないば 小内場 １３１９～１３２０，１３２８～１３４５，１４２５

下條村 睦沢 こないばむくり 小内場無栗 １２７０

泰阜村 南山 こなかおやま 小中尾山 8816-8817 95,108 134

阿南町 旦開 こながさわ 小長沢 3585～3603，3606

喬木村 小川 こなぎ 小ナギ 7517,7526-7528,7556-7558

喬木村 小川 こなぎじり 小ナギ尻 7232-7233

喬木村 小川 こなぎほうけ 小ナギホホケ 7300-7301,7420

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

天龍村 神原 こなし
小梨（ﾋﾖｻﾜﾖ
ﾘ竜川ﾉ内）

973 95 93

天龍村 神原 こなし 小梨 1211-1212 95 93

天龍村 平岡 こなし 小ナシ 2311ﾛ 139 93

天龍村 平岡 こなし 小梨 200,347-359,641-643 47 93

阿南町 大下条 こなしがはら コナシガ原 1242

阿南町 和合 こなしがはら 小梨 313，　327

泰阜村 稻伏戸 こなしばた コナシバタ 1334-1347,1353-1354,1362-1365 20，22 48

泰阜村 南山 こなしばた コナシ畑 7640 75 48

阿南町 和合 こなみや こなみや 1465

下條村 陽皐 こにし 小西 ２８３～２８４，２８６～２８７，２９１

下條村 睦沢 ごにしき ドニシキ ６０７３

阿南町 富草 こぬたば 小ぬたば 6516～6520

高森町 出原 こぬま コヌマ ２５５－２５６ ８－９ 48

高森町 牛牧 こぬま コヌマ １４３１－１４３８ ５－１３ 48
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高森町 大島山 こぬま 小沼 ９７４－１００３ ７－１０ 48

高森町 山吹 こぬま 小沼 ３１４３－３１５０ ９－８ 48

高森町 吉田 こぬま 小沼 ２７２０－２７２１，２７２6－２７３１，２７３９－２７５１ ７－１０ 48

豊丘村 神稲 こぬま 小沼 ２９７７－ 五－4 132

天龍村 神原 こね 小根 2459 178 ,187 230

平谷村 ムク沢 こねがさわ コネガ沢 １６６－１６７

喬木村 加加須 こねりのき こ祢りの木 57,345,763

阿南町 和合 この この沢 512，531～537

大鹿村 鹿塩 この 古野
3973～3977，3983～3989，3991～3997，4000～4013，
4279～4280

大鹿村 鹿塩 この 古野
3973～3977，3983～3989，3991～3997，4000～4013，
4279～4280

阿南町 和合 このかえと このかへと 540

泰阜村 明島 このしろ コノシロ 5317 51 76

阿南町 和合 このた 古の多 2597

松川町 元大島 このた この田 ２５５４ 39 84

天龍村 神原 このばやし コノ林
3760，3770，3789-3803，3809-3822，3832-3837，3839-
3841

92 269

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

大鹿村 大河原 このま 木ノ間 1532～1543

大鹿村 大河原 このま 木ノ間 4596～4598，4601～4605

高森町 吉田 このま コノマ ２７５１ロハ，２８０４－２８０6，2722－2725 ７－１０ 48

豊丘村 河野 このま 小ノ間 ６９３８－

豊丘村 神稲 このま コノマ ６３８０－６３８６ 五－5 116

高森町 山吹 このまどおり コノマ通 ２８９６－２９０９ ８－８ 48

大鹿村 大河原 このまひかげ 木ノ間日影 1531－

大鹿村 大河原 このまひかげ 木ノ間日蔭 4562－

阿智村 伍和 こはえだ コハエ田 ３０３～

阿智村 伍和 ごはえだ ゴハヘ田 ３０１～

松川町 生田 こはぎど 小萩渡
５６３７，６５７３－６５７５，６５７８，６６０４，８６８０，3047－
3075

59 84

松川町 生田 こはぎどひかげ 小萩渡日影 ６５６９，６５７７，６５８１ 59 84

松川町 上片桐 こはぎどひなた 小萩渡日向 ６５５１ 59 85

松川町 生田 こはぎどみちした 小萩渡道下 ６５８７ 59 84

阿南町 富草 こはぎはら 小萩原 2565～2567，2570～2572

阿智村 春日 こはぎばら 小萩原 ２１１９～２１２０

根羽村 一之瀬 こばしがさわ コバシヶ沢 4819～4824，4856

根羽村 一之瀬 こばしがさわみちうえ
小バシヶ沢
道上

4855

阿智村 清内路 こばしがさわやま 小橋ヶ沢山 １３３４～１３３６

阿智村 清内路 こばた 小畑 ４７４～４７８

阿智村 智里 こばた 小畑 ２５０２，２５０４～

阿南町 大下条 こばた コバタ 1765

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

阿南町 大下条 こばた 小バタ 1452，1484～1485

阿南町 大下条 こばた 小畑 1852，　1878
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阿南町 和合 こばた 古ばた 2398～2399，2400

阿南町 富草 こばた 小ばた 9410～9413

阿南町 和合 こばた 小畑

喬木村 氏乗 こばた 小畠 10382

高森町 出原 こばた コハタ ２９７－２９８，３２７ ９－１０ 48

高森町 山吹 こばた 小畑 4888 １１－７ 48

天龍村 神原 こばた 小畑 1556-1560 138 8

天龍村 神原 こばた 小畑 3415 8

天龍村 平岡 こばた コバタ 78 28 8

天龍村 平岡 こばた 小畑 2324 154 8

豊丘村 河野 こばた 小畑 五－4 166

松川町 生田 こばた 小畑 １４８２－１４９０ 62 70

泰阜村 高町 こばた 小畑 1073,1074ﾛ-1075 8,19 16

泰阜村 南山 こばた 小畑 7816 74 16

天龍村 神原 こはたうえ 小畑上 1065-1066 82 189

阿智村 清内路 こばたのたいら 小畑平 ４７９～４８０

阿南町 和合 こはち 小はち 1113

松川町 元大島 こはちだ 小八田 ７０５－７０６ 55 85

阿南町 大下条 こはね コハネ 3410～3413

泰阜村 南山 こばのば 小場野場 8863 79 134

天龍村 神原 こばばやし コバ林 3195 80 251

天龍村 神原 こばやし
小林（中組平
内）

735-738,740 108 97

天龍村 平岡 こばやし 小林 2389　,2428 168 97

松川町 上片桐 こばやし 古林 ３３２０，３３２２，３３２４－３３２７ 11 15

阿南町 大下条 ごばやし？ 五林 1605

阿智村 伍和 こばやしき 小バヤシキ ６１５２～

天龍村 神原 こばやしざか
小林坂（中組
平内）

731-732 94 ,108 174

高森町 牛牧 こはら 小原 ４７３－４７９ ５－１３ 48

下條村 睦沢 こばら 小原 ３３４７～３３４８，３３５０，３３５２，３３５５，３３９４

高森町 下市田 こばら 小原 ２１６５－２２０７，２２０８ロ ８－１２ 48

高森町 吉田 こばら コバラ 2971 ７－９ 48

下條村 睦沢 こはら？ 小原 ５６３３

松川町 生田 こばらいち 小原市 １－３２，７９７－８０８ 56 85

下條村 睦沢 こひかげ 小日カゲ ２１２２，２１２６～２１２７

高森町 牛牧 こひかげ 小日カケ 554，2875，５１１－５１４ ６－１４ 48

泰阜村 南山 こひがし 小東 6846-6852 72 134

天龍村 平岡 こびき こび木 2430-2431 180 100

阿南町 和合 こびそ コビソ 789

天龍村 平岡 こびつき コビツキ 1536-1540,1545 72 53

下條村 睦沢 ごひゃくだ 五百田 １０１３～１０１８

下條村 睦沢 ごひゃくだうえ 五百田上 １０２８

下條村 睦沢 ごひゃくだした 五百田下 ９４４～９４５
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阿智村 春日 ごひゃくめ 五百目 １９６８～１９７０

阿智村 春日 ごひゃくめ 五百目 ２４１２～

阿南町 富草 ごひゃくめ 五百目 750～753

阿南町 富草 ごひゃくめ 五百目 1006～1007

阿南町 富草 ごひゃくめ 五百目 1958，1963～1964，2018

下條村 睦沢 ごひゃくめ 五百目 ２９９２～２９９７，３０５４～３０６２，３０７１～３０７２

下條村 睦沢 ごひゃくめ 五百目 ５４８ノ１

下條村 陽皐 ごひゃくめ 五百目 ６２８２～６２８４

高森町 山吹 こぶくろいし 児袋石 2345 ７－７ 49

松川町 生田 こぶけ コブケ ７０９ 56 85

天龍村 平岡 ごふつくり ごふ作 2463-2464 170 101

大鹿村 鹿塩 こぶなさわ コブナ沢 2335～2337

松川町 生田 こぶまき こぶまき ３２８７－３２８８ 43 85

松川町 生田 こぶまき コブマキ ７４５２－７４５５ 85

泰阜村 明島 こぶまき コブマキ 5273-5274 50，51 76

泰阜村 左京 こぶまき コブマキ 5559-5562 52 76

泰阜村 南山 こぶまき コブマキ 8741 103 76

阿智村 伍和 こへいがだいら 小平ヶ平 ６７２２～６７２９

高森町 山吹 ごへいだ 五平田 ３２１３－３２１４，３２１７，３２４１－３２４３ ９－８ 49

阿南町 和合 ごへいどち ごへいどち 1147

松川町 生田 ごへいぼら 五平洞 ５３３５－５３４６，５３６５－５３６８，５３７２－５３７４ 42 85

松川町 生田 ごへいぼらひかげ
五平洞日カ
ゲ

５３６９－５３７１，５４０２－５４０３ 42 85

松川町 生田 ごへいやしき 五平屋敷 ５３４７－５３６４，５３７５－５３９３ 42 85

豊丘村 神稲 こべたろう 小部太郎 ３９３６，３９４３，３９３８，３９４３，３９４５－３９４６，３９５０

豊丘村 神稲 こべたろう 小ベ太郎
３９３４－３９５０，３９３６，３９３８，３９３４，３９３６，３９３９，
３９４１

二－5 13

天龍村 神原 ごぼうざわ 午房沢 3089-3090,3092-3093,3095,3097,3102 136 248

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

天龍村 神原 ごぼうね 午房根 6059 31 ,42 322

阿智村 伍和 ごぼうばた 午房畑 ７０６１～７０６７，７０６９

天龍村 平岡 ごぼうばた 午房畑 2140 125 ,140 82

阿智村 伍和
ごぼうばたかわむか
い

午房畑川向 ７１２９～７１３０

高森町 吉田 こほおし コホヲシ １３３３－１３４１ ８－１１ 49

喬木村 小川 こぼとけだ 小佛田 5977-5978

喬木村 小川 こぼとけばやし 小佛林 5939-5942,5970-5972

阿智村 春日 こぼら 小洞 ３２２～３２７，３３２～３３７

阿智村 春日 こぼら 小洞 ８９～１０１，３２２～３２７，３３２，３３７，３４７ノ２

阿南町 富草 こぼら こぼら 5746～5747

阿南町 富草 こぼら こ洞 5851～5852

下條村 睦沢 こぼら 小洞 ４９７３～４９７７

喬木村 富田 こぼら 小洞 13441-13447 ２，３ 5

喬木村 加加須 こぼら 小洞 5260-5261
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喬木村 小川 こぼら 小洞 8685-8695,9006

泰阜村 稻伏戸 こぼら コボラ 1481 20 29

泰阜村 唐笠 こぼら 小洞 4100 14 29

喬木村 氏乗 こぼら（かみのたば） 上のたば小洞11353

阿南町 富草 こぼらぐち 小洞口 9494～9497，9549

阿南町 富草 こぼらとうげ 小洞峠 4001～4012

阿智村 伍和 こぼれいわ コホレ岩 ６６７～６７０

下條村 睦沢 ごほんぎ 五本木 ２４０８

天龍村 神原 ごほんぎ 五本木
5901，5907，5915，5935，5937-5943，5945，5951，5958，
5960，5966，6026-6027

54 ,67 317

天龍村 神原 ごほんぎざか 五本木坂 5972 55 ,67 320

阿南町 富草 ごほんまつ 五本松 7890～7905

喬木村 小川 ごまいばた 五枚畠 7578-7580

泰阜村 南山 こまくぼ 古マ久保 7457 60,63 134

天龍村 平岡 こまくら コマクラ 1530-1531 ６０，７２ 53

豊丘村 河野 こまざわ 駒沢 １５０６－１５１０，６１１５－６１１８，６１３１ 五－1 139

豊丘村 河野 こまざわさか 駒沢坂 １４０５－１４０８，１４１１ 五－1 152

阿南町 大下条 こまた 小又 195～202

喬木村 加加須 こまた 小又 5643-5653

泰阜村 打沢 こまた 小又 2571,2576-2582,2584-2586 41 82

泰阜村 唐笠 こまた コマタ 3934 12 82

泰阜村 打沢 こまたぐち 小又口 2570 41 82

泰阜村 唐笠 こまだち 駒立 4117 － －

泰阜村 打沢 こまたつるね 小又ツルネ 2588-2589 41 82

喬木村 富田 こまちや 小町屋 12302-12305 1 12

泰阜村 打沢 こまつ 小松 2587 41 7

泰阜村 金野 こまつ 小松 287-301 4 7

泰阜村 南山 こまつ 小松 8857-8858 98 7

天龍村 平岡 こまつがひら 小松ケ平 1758-1759 84 64

泰阜村 南山 こまつくら 小松倉 7646,7699-7703,7709 75 135

泰阜村 南山 こまつごんげんやま 小松權現山 7641-1～7 75 135

天龍村 神原 こまつした 小松下 6181 68 326

阿南町 和合 こまつだちのうえ 小松立の上 1150

阿南町 和合 こまつだちのうえ 小松立 1151

天龍村 神原 こまつね 小松根 5685 90 309

泰阜村 南山 こまつばやしがわら 小松林川原 8856 98 135

松川町 大島 こまつはら 小柗原 438ﾉ1－5 4 85

阿南町 旦開 こまつみね 小松峯 3659～3664

大鹿村 大河原 こまと 小的 2199～2202

大鹿村 大河原 こまと 小的 4784～4789

高森町 上市田 ごまどう 護摩堂 ４４５－５１４，５４２－５４３，５５３ ６－１２ 17

松川町 大島 こまのつめ 駒ノ爪 ４９０－４９５ 13，14 17

阿南町 大下条 こまはた コマハタ 2175

阿南町 和合 ごまばた ゴマ畑 2223，　2225
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下條村 陽皐 ごまばた ゴマ畑 １７６８

天龍村 平岡 こまみお 駒見尾 1720､1721 71 60

天龍村 平岡 こまみおわかばやし 駒見尾若林 1722 71 60

高森町 山吹 ごまめ 胡摩目 ７１－７４，８２－１０６，１１３－１５９ ９－１０ 49

下條村 陽皐 こまるねくりゅうばら 小丸根クリウ原４０２６～４０２７

阿智村 伍和 こまるやま 小丸山 ４２４４，４２５０～４２５２

高森町 出原 こまるやま 小丸山 ５０５－５０８ ７－１０ 49

松川町 元大島 こみかど 小御門 ２３９９－２４００，２５３５－２５３６ 39 56

松川町 元大島 こみかど 小みかと ２４０１ 39 56

阿智村 春日 ごみした 五味下 ７６６～７７６，７８３～７８７

阿南町 大下条 こみしり 込尻 2524～2527

阿南町 大下条 こみず 小水 879～882

松川町 元大島 こみそ 小みそ １６５１－１６５３，１６６４，１６６７ 28 47

松川町 元大島 こみぞ 小溝 １６５０，１６６５－１６６６ 28 47

天龍村 神原 こみとう 小見遠 6171-6179 67 326

阿南町 富草 こみなぐち こみな口 5099

阿南町 大下条 こみなぐち こみな口 2819～2822

喬木村 加加須 こみや 小宮 5517-5522,5537ﾉ4,5539ﾛ

喬木村 富田 こみやいり 小宮入 13156-13160 2 12

喬木村 加加須 こみやぐち 小宮口 5377-5378

泰阜村 黒見 こみやま 小見山 4225-4228 17 38

天龍村 神原 こむぎさわ 小ムギ澤 546 57 165

天龍村 神原 こむぎたわ コムギタワ 477 57 163

泰阜村 柿野 こむらまつ 小村松 3524,3571-3574,3571-3574 37 85

高森町 牛牧 こめの 米ノ １８６２－１８６４，１８６６－１８６７，１８７４，１８７８ ５－１２ 15

阿智村 伍和 こめやま 米山 ４７６７～４７７２，４８１４

大鹿村 大河原 こめやま 米山 4988？

大鹿村 大河原 こめやま 米山 2596～2632

大鹿村 大河原 こめやまいわくぼ 米山岩久保 4980～4982

大鹿村 大河原 こめやまかわばた 米山川端 4979，4983～4984

大鹿村 大河原 こめやまのくち 米山ノ口 4889－

大鹿村 大河原 こめやまみちうえ 米山道上 4887－

天龍村 神原 こめんくぼ コメン久保 5936 53 ,54 319

喬木村 伊久間 こもだち 菰立
16880,16883,16885-16888,16891-16892，16894-
16907,17031-17032,17124

泰阜村 明島 こもといし コモトイシ 5268 52 76

天龍村 平岡 こものどば コモノドハ 261 25 24

大鹿村 大河原 こもり 小もり 5403～5410

阿南町 大下条 ごもり 五森 1821

高森町 大島山 ごもんやま 五文山 100 ６－１０ 50

阿南町 富草 こや 小屋 5073

下條村 睦沢 こやがほら 小屋ヶ洞 ５２０５，　５２５６

天龍村 神原 こやさわ 小屋沢 4684-4685，4690-4697，4700-4702 132 ,146 291

高森町 吉田 こやざわ コヤ沢 ２８７３－２８８７ 50
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喬木村 氏乗 こやさわぐち 小屋沢口 11221 小沢口

豊丘村 神稲 こやしき 小屋敷 ７７５５－７７５６

泰阜村 怒田 こやしき コヤシキ 2903-2905 38 109

下條村 睦沢 こやすうえ 子安上 ２８５～２８６

下條村 睦沢 こやすした 子安下 ２７８

下條村 睦沢 こやすやま 子安山 ２８２

高森町 山吹 こやすやま 子安山 ３６３０－３６３８ １０－７ 50

下條村 睦沢 こやすよこ 子安橫 ２８３

天龍村 神原 こやど 小ヤト 330 57 153

阿南町 和合 こやどした 小屋土下 2301

天龍村 神原 こやどぼら 小ヤト洞 313 57 153

天龍村 神原 こやどまえばやし コヤド前林 315 57 153

下條村 睦沢 こやのうえ 小屋ノ上 ３０６５

下條村 睦沢 こやのうえ 小屋ノ上 ３２０４

天龍村 神原 こやのき 小屋軒 4492 132 ,147 285

天龍村 神原 こやのき 小屋軒 4775 132 292

天龍村 平岡 こやのき 小屋軒 629-631

阿南町 和合 こやのさわ 小屋ノ沢 688～689，694

大鹿村 鹿塩 こやのさわ 小屋ノ沢 2393－

大鹿村 鹿塩 こやのさわ 小屋ノ沢 2393－

阿南町 和合 こやのさわぐてのこや
小屋の沢ぐ
ての小屋

1060

阿南町 和合 こやのさわじんや 小屋の沢じんや1065

阿南町 和合 こやのさわなかね 小屋の沢中根1059

阿南町 和合
こやのさわねじこのう
しろ

小屋の沢ね
しこの後

1058

阿南町 和合 こやのさわひかげ 小屋の沢ひかげ1064

阿南町 大下条 こやば 小家バ 2264

天龍村 神原 こやばぼら コヤバボラ 5877 53 316

天龍村 神原 こやばやし 小矢林 3524 106 262

阿智村 伍和 こやま 小山
１８１～１９３，１９５～２００，２０６，２４２～２４６，２４９，２５
０～２５４

阿智村 智里 こやま 小山 ２６０８～２６２５

泰阜村 南山 こやま 小山 8934 78,79 135

阿智村 伍和 こやまいり 小山入 ２００～２４１

阿智村 伍和
こやまはちまんしゅび
きそと

小山八幡朱
引外

１９４～

喬木村 氏乗 こややしき 小屋屋敷 11404

大鹿村 大河原 こよけむかいなぎ 小除向ナキ 4311－

天龍村 平岡 ごよのはた ゴヨノハタ 122 ２７，２８ 6

天龍村 平岡 こよのばば コヨノバ々 62 １８，２７ 6

天龍村 平岡 ごよのばば ゴヨノバ々 63 １９，２８ 6

喬木村 小川 こりとりば こりとりば 8338,8348,8354-8356,8359

豊丘村 河野 こりとりば コリ取場 ６７－７０ 五－4 81

平谷村 ムク沢 こりとりば コリトリ場 ８９２－
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泰阜村 打沢 こりとりば コリトリ場 1799 22 67

泰阜村 唐笠 こりとりば コリトリ場 4106 14 67

泰阜村 南山 こりとりば コリ取場 7532 72,74 67

泰阜村 打沢 こりのもと 古リノ本 2374-2376 25 67

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

天龍村 平岡 ごりょう ゴリョウ 1054 61 36

泰阜村 南山 ごりょうがき 五両柿 6750-6751,6754,6759-6763,6767,6779 72 135

阿智村 伍和 ごりょうした 五良下 ５１３３～５１３９，５２３０

阿智村 伍和 ごりょうだいら 五良平 ５１０８～５１０９，５１４４～５１４５

阿智村 伍和
ごりょうだいらみちうえ
のたいら

五良平道上
ノ平

５１０７～

阿智村 伍和 ごりょうにし 五良西 ５１１２～

天龍村 平岡 ごりょうのもと ゴリョウノ本 1153-1159 ４８，６１ 36

阿智村 伍和 ごりょうひなた 五良日向 ５１４０～

阿智村 伍和 ごりょうみちくだり 五良道下リ ５１１５～５１２３

豊丘村 神稲 ごりょうりん 御料林 １２５２４ー

松川町 元大島 ごりん 五リン ３９０４－３９０８ 37 85

松川町 元大島 ごりんた 五輪田 １２６１ 38 85

豊丘村 神稲 ごろうくぼ 五郎久保 １００１１－１００８８ 五－3 106

松川町 生田 ごろうくぼ 五郎久保 ６７８７－６８０７ 52 85

阿南町 和合 ごろうじょう（しろ） 五郎城 805

松川町 上片桐 ごろうだ 五郞田 ２４１１－２４１４ 10 10

阿南町 富草 ごろうひちはた 五郎七畑 6341

天龍村 神原 ごろかみ ゴロカミ 5266-5268,5270 104 304

豊丘村 河野 ごろく 五六 ５４７２－５４８１，５１８３ 五－5 132

阿智村 浪合 ごろくざわ 五六沢 １６１０～１６５９ノ２

下條村 睦沢 ごろくばし 五六橋 ８６２６～８６３５

豊丘村 神稲 ごろくばし 五六橋 ７０６７－７０６９，７０７２，７６８３，７０８３－７０８８ 二－5 36

天龍村 平岡 ごろくやきば 五六焼場 258 86 23

泰阜村 怒田 ごろさわだ 五良澤田 2938-2965 38 109

喬木村 加加須 ごろしちやま 五郎七山 5423

喬木村 小川 ごろすけづくり 五郎助作 6696-6698

阿南町 大下条 ごろだうえ ゴロ田上 229

下條村 睦沢 ころびつるね コロビツルネ ７５７イ，７６９

喬木村 富田 こわなし コハナシ 14831-14839,15050-15054 4 12

阿智村 伍和 ごんげん 権現 ３３２～３５５，１２７１～１２７３

阿南町 富草 ごんげん 権現 749

阿南町 大下条 ごんげん ゴンゲン 718～720，723～724

喬木村 伊久間 ごんげん 権現 16443-16445

天龍村 神原 ごんげん 権現 1396-1412 123 ,124 26

天龍村 神原 ごんげん ゴンゲン 6249，6252-6253 80 26

天龍村 平岡 ごんげん 權現 515-516,1065 37 26

松川町 元大島 ごんげん 権現 ３７６７－３７７６ 37 86

泰阜村 稻伏戸 ごんげん ゴンゲン 1435-1436 20 47
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喬木村 伊久間 ごんげんきた 権現北 16446-16447

天龍村 神原 ごんげんきょう
ゴンゲンキョ
ウ

3454-3455,3516-3517 107 258

喬木村 小川 ごんげんざか 権現坂 6341-6350

阿南町 富草 ごんげんした 権現下 758～759

喬木村 小川 ごんげんした 権現下 6313,6351-6353

喬木村 伊久間 ごんげんした 権現下
16388-16390,16392-16394,16398,16401-16405,16433-
16435,16439-16441

天龍村 平岡 ごんげんした 權現下 850 48 34

泰阜村 稻伏戸 ごんげんした ゴンゲン下 1447-1449,1462-1465 20 47

泰阜村 稻伏戸 ごんげんした 權現下 1459 20 47

天龍村 平岡 ごんげんど 權現戸 512-514 37 26

天龍村 平岡 ごんげんどう 権現堂 293-301 ３６，３７ 26

天龍村 平岡 ごんげんどう 権現戸 302-308 ３６，３７ 26

天龍村 神原 ごんげんばやし 権現林 397 57 158

高森町 山吹 ごんげんばら 権現原 ６６４４－６７４８，６７５０－６７６１，６７７０－６７９４ ７－４ 50

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

阿南町 大下条 ごんげんまい ゴンゲンマイ 656～659

松川町 上片桐 ごんげんまい 権現前 ４０６７－４０９２，４１４６－４１４７ 15 21

下條村 陽皐 ごんげんまえ 権現前 ２２４２～２２５０，２２６７，２２７０

阿南町 大下条 ごんげんもり 権現森 2119～2165

松川町 元大島 ごんげんもり 権現森 ３６９－３７１，３７４－３７６ 47，55 86

阿智村 春日 ごんげんやま 権現山 ２１０８～

阿智村 駒場 ごんげんやま 権現山 ２２４０～２２４２

阿智村 春日
ごんげんやまふるいし
た

権現山古井
下

２１０９～

喬木村 小川 ごんげんわき 権現脇 6339

天龍村 平岡 ごんしちかぶれ 權七カフレ 2095 97 74

阿智村 伍和 ごんじやしき 権次屋敷 ７２９８～７３０９

阿南町 和合 ごんすけ ごんすけ 505～506

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

阿南町 富草 ごんちゃ 権茶 3842～3843，3954～3969

阿南町 富草 ごんちや 権ちや？ 3830～3837

下條村 陽皐 ごんつき コンツキ ２７９９

松川町 生田 こんでがいと 紺手垣外 ６９９ 48 86

天龍村 平岡 こんでのくぼ こんでノ久保 2070 97 ，111 47

天龍村 平岡 こんでのくぼ コンデノ久保 2078 97 ，111 49

天龍村 神原 こんでんさか コンデン坂 5918 54 317

阿南町 富草 こんどうまえ 近藤前 6806～6808

高森町 出原 こんとり コントリ ４６２－４６４ ８－９ 50

高森町 出原 こんどり コンドリ 446 ８－９ 50

高森町 出原 こんとりひかげ コントリヒカゲ ４５５－４６１ ７－９ 50

泰阜村 金野 こんのう こんのう 488,490,507-515 1,2 1

泰阜村 金野 こんのうおおぼら こんのう大洞 516 2 1

泰阜村 左京 こんのうざわ コンノウ沢 6006-6010,6017-6021 53 99
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泰阜村 南山 こんのうざわ コンノフ沢 6054 55 99

下條村 陽皐 ごんひちだ？ 権七田 ６７４８～６７４０

大鹿村 鹿塩 こんぴらあきばしゃ
金比羅秋葉
社

100－

下條村 陽皐 こんぴらした 金比羅下 ３７８７

天龍村 平岡 ごんべえ 權兵衛 1546-1549 ５９，７２ 54

高森町 大島山 ごんべえおき 権兵衛起 ４０５－４１９ ７－１１ 50

高森町 出原 ごんべえまえだ 権兵エ前田 ３５７－３７７ ８－９ 51

阿南町 大下条 こんや 紺屋 1053～1054

阿南町 富草 こんや 紺屋 9134～9183

泰阜村 南山 こんや 紺屋 6149,6151, 55,70 135

下條村 陽皐 こんやいし コンヤ石 ２８１～２８２

下條村 陽皐 こんやがいと 紺屋開土 ５８０８

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

阿南町 大下条 こんやばた コンヤ 2228

阿南町 大下条 こんやばた 紺屋畑 642～645

下條村 陽皐 こんやばた 紺屋畑

下條村 陽皐 こんややしき 紺屋屋敷

阿南町 大下条 さ（あ）わごさわばた サワゴ沢端 1553

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

阿南町 富草 ざい（なし）くぼやま？ 在久保山 8161～8171

泰阜村 南山 さいうんじ 西雲寺 6782 72 135

下條村 陽皐 さいかち サイカチ ５３１９～５３３４

松川町 生田 さいかちだ 才勝田 ７２５－７３１ 6 5

天龍村 神原 さいかちのもと
サイカチノモ
ト

1757

下條村 睦沢 さいこ さいこ ９００３

喬木村 富田 さいこのした サイコノ下 14907-14916 4 13

泰阜村 田野口 さいごろうだ 才五郎田 5401-5403 34 108

松川町 生田 さいぞうばた 才蔵畑 ７４７３－７４７５ 76

阿南町 大下条 さいのうえ サイノ上 2073～2075

阿智村 伍和 さいのかみ 妻ノ神 １００１～１０３１

阿智村 伍和 さいのかみ 妻ノ神 ４４９５～

阿智村 伍和 さいのかみ 幸ノ神 ４４９６～４５０４

阿智村 伍和 さいのかみ 幸ノ神
５６４４～５６６３，５６６５～５６７０，５６７４～５６９０，５６９８
～５７００，５７０３

阿智村 清内路 さいのかみ 才ノ神 ２２２４～２２２９

阿南町 富草 さいのかみ 幸ノ神 687

阿南町 富草 さいのかみ 幸ノ神 1317～1322

阿南町 富草 さいのかみ 妻の神 3021～3024，3124

阿南町 旦開 さいのかみ さいの神 101，102，107～114

阿南町 旦開 さいのかみ サイノ神 103～105，106

阿南町 大下条 さいのかみ 才ノ神 1548，1645～1646

阿南町 大下条 さいのかみ 才ノ神 360～362,374～390,392～396、404

阿南町 富草 さいのかみ 才の神 4909～4919，4922
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阿南町 富草 さいのかみ 才の神 4942～4943，5034～5036

阿南町 富草 さいのかみ さいのかみ 9730～9731

下條村 睦沢 さいのかみ 才ノ神 ４０９５

下條村 睦沢 さいのかみ 才ノ神 ４３２５，４３７５～４３７７

下條村 陽皐 さいのかみ 才ノ紙？ ７２３４～７２４０

下條村 睦沢 さいのかみ 才ノ神 ７７４７，７７５２，７７５４～７７５５，７７７０，７７７３～７７７５

下條村 睦沢 さいのかみ 才之神 ８１９０，８４３０～８４４３，８４４５～８４４７

下條村 陽皐 さいのかみ 才ノ神

喬木村 小川 さいのかみ 才ノ神 8069,　8071

喬木村 小川 さいのかみ サイノ神 8458-8466,8536-8542,8954

喬木村 氏乗 さいのかみ サイノ神 10344-10351

喬木村 大和知 さいのかみ 才ノ神 11489-11497

喬木村 伊久間 さいのかみ 才ノ神 15581,15586-15591,15750-15751,15758

高森町 牛牧 さいのかみ サイノカミ
２４５－２４６，１７２４，１７３５，１７３７，１７４２－１７４４，２
３７４－２３７９

５－１２ 51

高森町 牛牧 さいのかみ サイ神 ２５４－２５５ ６－１３ 51

高森町 山吹 さいのかみ サイノカミ ２５８３－２５８８，5672，　6104 ８－７ 51

高森町 山吹 さいのかみ 塞神 ６３５３，６３５５－６３５７，6114 １２－９ 51

豊丘村 河野 さいのかみ 妻ノ上 ６２４９－ 五－4 86

豊丘村 神稲 さいのかみ 妻の神 １９２９－ 二－4 86

松川町 生田 さいのかみ 妻の神 ７３９－７４０ 56 52

松川町 元大島 さいのかみ 妻ノ神 ２９４９ 31 52

松川町 元大島 さいのかみ 才ノ神
３４４，１５４１－１５４４，２０８５－２０９１，２０９３ノ４，２０９
４－２０９５

38，55 52

松川町 元大島 さいのかみ 才の神 ２５７２ 29 52

泰阜村 明島 さいのかみ 妻ノ神 5166 36，50 49

泰阜村 打沢 さいのかみ サイノカミ 1663,1677-1683 20，22 49

泰阜村 門島 さいのかみ 才ノ神 4755-4756 35 49

泰阜村 唐笠 さいのかみ サイノ神 4043 － 49

泰阜村 唐笠 さいのかみ 才ノ神 3992 － 49

泰阜村 南山 さいのかみ サイノカミ 8447 88 49

阿南町 富草 さいのかみうら 幸ノ神裏 1224

松川町 生田 さいのかみひなた 妻ノ神日向 ２９５１－２９５３ 31 52

阿智村 清内路 さいのかみむかい サイノカミ向 ２２１０～２２１９

阿南町 富草 さいのくぼ 才ノ久保 9555，9561～9567

阿南町 大下条 さいもした サイモシタ 3650～3651

喬木村 加加須 さいろ（さいくち？） サイロ 5375

阿智村 春日 さいろく 才六 １９５１～１９６７

阿南町 富草 さえもんしろうばた 左エ門四郎畑9595～9599

天龍村 平岡 さえもんしろうばた 左エ門四郎畑1633 70 57

下條村 睦沢 さえもんしろうぼら 左ヱ門四郎洞５３１５

阿南町 旦開 さえもんよつだ 左衛門四ツ田922～925

阿智村 駒場 さか 坂 １１７５～１１８１，１１８７～１１９１，１１９６～１２００

阿智村 浪合 さか 坂 ３７５イ～３７７ノイ



208

阿南町 富草 さか 坂 1880～1882

阿南町 富草 さか 坂 1907～1910

阿南町 大下条 さか サカ 508

阿南町 大下条 さか ｻカ 10～18

阿南町 大下条 さか 坂 100～107，111

阿南町 大下条 さか サカ 1722～1723，1757～1760

阿南町 大下条 さか 坂 2580～2583，2694～2699，3823

阿南町 大下条 さか サカ 458～459，461

阿南町 富草 さか さか 5839，5853～5857

下條村 睦沢 さか 坂 ８９２４～８９２５

喬木村 富田 さか 坂 14801 4 13

喬木村 小川 さか 坂 7810

喬木村 小川 さか 坂 8372,　8374

高森町 山吹 さか サカ ６０３４－６０３７ １２－８ 51

天龍村 神原 さか 坂 857,861-864,879-881 81 180

天龍村 神原 さか 坂 4022,4107-4112 105 273

豊丘村 神稲 さか 坂 ６２３９－６２４０ 五－5 166

根羽村 町 さか 坂 2012～2014

根羽村 老平 さか 坂 3549

泰阜村 打沢 さか サカ 2070-2072 22 58

泰阜村 打沢 さか 坂 2575 41 58

泰阜村 南山 さか 坂 6479,7974,9031 72,74 58

大鹿村 大河原 さかい 境 4155～4159

大鹿村 大河原 さかい 界 4185～4189

大鹿村 大河原 さかい 境 5428，5474～5478，5483～5487

大鹿村 鹿塩 さかい 境 156～158

泰阜村 高町 さかいがさわ 堺ｹ澤 854-855,938 21 50

天龍村 神原 さかいざわ
境沢（天竜川
向ノ内）

1001 ,1002 ,1004 58,59 131

天龍村 神原 さかいざわ
境沢（倉ﾉ平ﾋ
ﾗﾉ内）

1424 138 131

天龍村 平岡 さかいざわ 堺沢 843 22 131

泰阜村 南山 さかいざわ 堺澤 8757-8760 107 50

天龍村 神原 さかいさわほら
境沢洞（郷戸
ヒラノ内）

153 22 139

松川町 元大島 さかいじょう？ 境城 ９０４－９１０，１０１３ 54 86

阿智村 春日 さかいだ 境田 ３７３～３７５

阿南町 大下条 さかいづかのよこ 堺塚ノ横 1861

豊丘村 神稲 さかいなし 境なし ７３６９－７３７２，４０１，４０３，４２５－４２９，３９４－４００ 二－3 9

豊丘村 神稲 さかいなし 境無 １２１７３－１２１７４

阿南町 和合 さかいね 境根 1

豊丘村 神稲 さかいのくち 堺ノ口 ２３２７－２３２９ 五－2 56

阿南町 和合 さかいのくぼ 境ノ久保 69

阿南町 和合 さかいのさわ サカイノサワ 2456

阿南町 和合 さかいのさわ 境ノ沢 2448，　2454，2457
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天龍村 神原 さかいのさわ 境ノ沢 5347-5354,5358-5365 89 ,103 131

松川町 元大島 さかいのさわ 境ノ沢 ４２３４ 36 42

天龍村 神原 さかいのさわうえ 境ﾉ沢上 1498-1502 123 131

天龍村 神原 さかいのさわした 境ﾉ沢下 1491-1495 123 131

松川町 元大島 さかいのさわひら 境ノ沢ヒラ ４６８１－４728 36 43

天龍村 神原 さかいばやし 境林 657-658 81 170

天龍村 神原 さかいぼら
境洞（郷戸ヒ
ラノ内）

184 32 142

下條村 陽皐 さかいまつ 堺松 １３５６

大鹿村 大河原 さかいもとはたぐち 境本畑口 5482－

大鹿村 大河原 さかいもとはたぐち 境本畑口 5482－

泰阜村 南山 さかいや 栄屋 6632 56 135

喬木村 小川 さかうえ 坂上 7423-7424,7428-7429,7431-7433

天龍村 神原 さかがいと 坂開土 3299 80 252

泰阜村 打沢 さかがいと 坂垣外 2725,2730-2732 22 58

泰阜村 南山 さかがいと 坂垣外 7631,7634-7637 74 58

阿智村 伍和 さかがしら 坂頭 １８２２～１８２３

下條村 陽皐 さかがしら 坂頭 ５２７０～５２７３

喬木村 大島 さかがしら 坂頭 9360-9364

豊丘村 神稲 さかがしらおおいけはら坂頭大池原 １１６７３－１１６７６

根羽村 初入 さかき 榊 5077～5159

根羽村 万場瀬 さかき？ 榊（櫻井）？ 1513～1521

天龍村 神原 さかきのわ サカキノワ 1943 168 217

根羽村 万場瀬 さかきみちした？ 榊（櫻井）道下？1509

阿智村 智里 さかぐち 坂口 ５０４６～５０４８

阿南町 大下条 さかぐち 坂口 1075～1077

阿南町 大下条 さかぐち 坂口

天龍村 神原 さかぐち 坂口 3625-3626 92 267

天龍村 神原 さかぐち 坂口 4137 105 267

阿智村 伍和 さかさぎ 坂佐木 １５２６，１７１８～

天龍村 神原 さかし サカシ 1129 ,1146-1147 82 191

阿南町 大下条 さがし サガシ 2032

阿南町 和合 さがし さが志 2706

阿南町 大下条 さがし サガシ 3307

天龍村 神原 さがし サガシ 1362　，1370 124 191

泰阜村 打沢 さがし サガシ 2424-2425,2443 22 55

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

天龍村 神原 さがしした サガシ下 1135ﾛ 82 245

阿智村 春日 さかした 坂下 １５７～１６０

阿智村 智里 さかした 坂下 １００９～１０１６，１６７３

阿智村 浪合 さかした 坂下 ３１８ロ～３４４

阿南町 和合 さかした 坂下 2144

喬木村 大和知 さかした 坂下 11538

喬木村 大和知 さかした 坂下 11808,11889-11891
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高森町 牛牧 さかした 坂下 ２０７３－２０７７，２３８０－２３８５ ５－１２ 51

高森町 山吹 さかした 坂下 ５６０５－５６１０ １１－８ 51

松川町 元大島 さかした 坂下 １１９３－１１９４，１２０５，３３９４－３４０４，３７０３ 27，37 44

松川町 大島 さかした 坂下 ８１２，１７０４－１７０５ 19 44

泰阜村 南山 さかした 坂下 7632-7633 74 136

阿南町 和合 さかしたのしり 坂下ノ尻 2074～2075

下條村 睦沢 さかしはた サカシ畑 ４７４７

阿南町 富草 さかしばた さかし畑 5523

下條村 睦沢 さがしばた サガシ畑 ４３８７

豊丘村 神稲 さかじま 坂島 ６５８０－６６５１ 五－5 116

阿智村 智里 さかしり サカシリ ３４１０，３４４３～３４４４

阿智村 伍和 さかじり 坂尻 ３０９～３１２

阿智村 伍和 さかじり 坂尻 ３４６８～３４７１，３４７６～３４８０

喬木村 加加須 さかじり 坂尻 5388

喬木村 小川 さかじり 坂尻 7769

喬木村 小川 さかじり 坂尻 8376

喬木村 大島 さかじり 坂尻 9250-9262,9326-9327,9476-9478

喬木村 氏乗 さかじり 坂尻 10804-10805,10610-10613

高森町 山吹 さかじり 坂シリ 3680 １０－８ 51

高森町 山吹 さかじり サカジリ 6050 １２－８ 51

豊丘村 河野 さかじり 坂尻 ７４４３，７４４７，７４５２－７４５６ 五－4 151

豊丘村 神稲 さかじり 坂尻 １１７４３－ 二－4 22

松川町 元大島 さかじり 坂尻 ３０９ 55 44

泰阜村 門島 さかじり 坂尻 4651,4658-4660 31 31

泰阜村 金野 さかじり 坂尻 708,822-823,828-829 16 31

下條村 睦沢 さかす 坂巣 ６５１６～６５２１，６５２３～６５２５

下條村 睦沢 さかす 坂巣

豊丘村 神稲 さかすそ 坂スソ ４８４１－４８４２

天龍村 神原 さかだいら 坂平 488 69 164

阿南町 富草 さかのあがり 坂の上り 6196～6198

高森町 山吹 さかのうえ 坂ノ上 5304，　5304 51

豊丘村 神稲 さかのうえ 坂ノ上 １１１５９－ 五－3 96

根羽村 老平 さかのうえ 坂ノ上 3601～3613

松川町 元大島 さかのうえ 坂ノ上 ３７０５ 37 44

喬木村 伊久間 さかのさわ 坂ノ澤 16995,17002,16998-17000

阿智村 智里 さかのした 坂ノ下 ２６２～

阿智村 浪合 さかのした 坂ノ下 ２６０～２７０イ、２１７ニ

阿南町 大下条 さかのした 坂ノ下 108～110

喬木村 小川 さかのした 坂ノ下 8409,8412-8413

高森町 山吹 さかのした 坂ノ下 5649，６０３１，６０３９ノ２－３ １１－８ 51

高森町 山吹 さかのした サカノ下 ６０３８－６０３９ノ１ １２－８ 51

豊丘村 神稲 さかのした 坂ノ下 １１１４３－１１１５８，１１１６０－１１１６２ 五－3 96

松川町 生田 さかのした 坂ノ下 ７８３３－７８４９，７８５３－７８５４ 58 44
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喬木村 小川 さかのすそ 坂ノ裾 6922-6924,6952

豊丘村 河野 さかのすそ 坂ノ裾 ４５４４－４５６３ 五－2 62

泰阜村 稻伏戸 さかのすそ 坂ノスソ 1628-1632 21 51

下條村 陽皐 さかのた 坂之田 ２８８

高森町 山吹 さかのた 坂ノ田 ３６１３－３６２２，３６８１－３６８４ １０－８ 51

平谷村 ムク沢 さかのまい 坂ノ前 １２８１－

喬木村 氏乗 さかのわき 坂ノ脇 10046-10048

阿南町 大下条 さかばた 坂畑 3814

泰阜村 南山 さがみ サガミ 8340 89 136

阿南町 大下条 さかむかえば 坂迎場 148，163～165

下條村 睦沢 さかもと 坂本 １５８

松川町 元大島 さかもと 坂本 ２５９０ 29 53

下條村 陽皐 さかや 酒屋

泰阜村 門島 さかや サカヤ 4731 32 87

泰阜村 南山 さかや 酒屋 8078 89 136

下條村 陽皐 さがや 佐かや ５６３９～５６４０

根羽村 小川 さかやだ 酒屋田 3786～3799

泰阜村 南山 さかやのき 酒屋軒 8079 89 136

阿南町 大下条 さかやはた サカヤハタ 2240～2242

阿南町 大下条 さかやばた 酒ヤ畑 2218

阿南町 大下条 さかやばた 酒屋畑 2245～2246

阿南町 大下条 さかやはやし 酒屋林 1114

下條村 陽皐 さかり 坂 ３０４１

下條村 陽皐 さかり サカリ １７４８～１７４９，１７５１～１７５４

喬木村 小川 さかり さかり 5999

喬木村 氏乗 さかり さかり 9952

阿智村 伍和 さがり サガリ ６０５１～

阿智村 智里 さがり 下リ ４９１８，４９２０，４９２２，４９２６，４９２８，５００８～５０１２

阿智村 智里 さがり サガリ ９４０～

阿南町 富草 さがり 下り 1413

阿南町 富草 さがり さがり 5373～5379，5383～5389，5418～5419

阿南町 富草 さがり さがり 7433～7439

阿南町 大下条 さがり サガリ 804～807

大鹿村 大河原 さがり サガリ 5253～5255

下條村 睦沢 さがり サガリ １０１５２，　１０１５７

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

下條村 陽皐 さがり 下リ ６９８３～６９８４

喬木村 富田 さがり サガリ 13670-13677 4 13

喬木村 小川 さがり サガリ 6090

喬木村 小川 さがり さがり 6445

喬木村 小川 さがり さがり 7732-7738,7745-7746,7750-7753

高森町 山吹 さがり サガリ ２９５４－２９５９ ８－８ 51

高森町 山吹 さがり 下リ ３１９５－３１９６ ８－８ 51
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高森町 吉田 さがり サカリ ２０１３，２０１７，２０２０－２０２２ ７－１０ 51

豊丘村 神稲 さがり サガリ ４７７６－４７９３ 二－6 90

泰阜村 明島 さがり サガリ 5210-5212,5219,5221-5226,5231-5232，5234,5239,5254 50 51

泰阜村 稻伏戸 さがり サガリ 1526-1527,1555,1557,1612-1613,1621-1623 21 51

泰阜村 左京 さがり サガリ 5724-5726 53 51

阿智村 春日 さがり（したい） 下リ（下イ） ４４４～４４５

下條村 睦沢 さがりがいと？ 下り垣外

下條村 睦沢 さがりはた サガリ畑 ９９９４～９９９７

阿南町 大下条 さがりばた サガリ畑 2002～2004

阿智村 春日 さがりまつ 下リ松 １２１～１４２

阿南町 富草 さがりまつ 下り松 1420～1421

阿南町 富草 さがりまつ 下り松 1845

天龍村 神原 さがれ サガレ 1135ｲ 82 245

下條村 睦沢 さかんばやし サカン林 ４４０７～４４０８

下條村 睦沢 さきぎばやし？ 﨑木林

根羽村 高橋 さきけした サキケ下 4988～4997

下條村 睦沢 さきざか さき坂 ２７１１～２７１２，２７１６～２７３０，２７３２～２７３６

下條村 睦沢 さぎさか さき坂 ２７３２

阿南町 富草 さきちだ 佐吉田 1593～1599

喬木村 小川 さぎのす サギノス 7362-7378,7383-7395

泰阜村 平島田 さきょうみち 左京道 3287,3297-3307 39,40 112

高森町 吉田 さくえかいと サクヱカイト １２５１－１２６２ ８－１１ 51

根羽村 萸野 さくえばた 作エ畑 2978ﾊ，3000ノ4

泰阜村 左京 さくがいと 作垣外 5777 53 99

泰阜村 南山 さくがさわ 作ｹ澤 9011 65 136

阿智村 駒場 さくがはた 作ヶ畑 １０２１～

根羽村 小川 さくざえもんだ 作左エ門田 4203～4206ｲ

根羽村 中野 さくざえもんだみちした
作左エ門田
道下

4207～4214ｲ

喬木村 小川 さくぞうづくり 作蔵作り 6257,6312,6334,6336-6337

阿南町 大下条 さくだいり 作田入 1542～1545

阿南町 大下条 さくだぼら 作田洞 1539～1541

阿南町 和合 さぐち サグチ 2445

阿南町 和合 さぐち サグチ

天龍村 神原 さくづくり サクヅクリ 6151 55 324

天龍村 平岡 さくのくち 作の口 57 26 5

阿智村 清内路 さくのたいらやま 佐久ノ平山 ９９９～１００４

阿智村 春日 さくのやま 作ノ山 ３１５～３２１

天龍村 神原 さくべえつくり 作兵衛作リ 5922

阿智村 清内路 さくら 桜 ６８９～７４４イ，７４７～７５３

阿智村 清内路 さくらうえのたいら 桜上ノ平 ７４５イ２～７４６

豊丘村 神稲 さくらかいと 桜開土 １７６６－１７９３ 二－4 86

高森町 吉田 さくらがいと 桜垣外 １６３３－１６４３，１６４９－１６５４ ７－１０ 51

阿南町 和合 さくらがたいら 櫻ヶ平 499～503
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喬木村 富田 さくらがほら 桜ヶ洞 14716-14718 4 13

豊丘村 河野 さくらぎさわ 桜木沢 ５９５９－５９６４ 五－4 138

天龍村 平岡 さくらこやど 桜小屋戸 2549 141 105

豊丘村 河野 さくらざわ 桜沢 ５８５６－５８５８ 五－4 132

豊丘村 河野 さくらしみず 桜清水 ３７２４－３７３１ 二－2 157

阿南町 富草 さくらだ 櫻田 7011

高森町 山吹 さくらだ サクラ田 ３７１０－３７１５ １０－８ 52

豊丘村 河野 さくらだ 桜田 ７４１８－７４２３ 五－4 151

阿智村 清内路 さくらだいら 桜平 ７４４ロ～７４５イ－１

阿智村 智里 さくらだいら 桜平 ５０４９～５０５７

天龍村 神原 さくらだいら 桜平 3951-3954,3957 106 51

根羽村 黒地 さくらのき 桜ノ木 2201～2202，2406

泰阜村 打沢 さくらのき サクラノキ 1927-1929 21，37 53

泰阜村 万場 さくらのき 桜の木 3703,3706,3708 21,37 53

阿南町 富草 さくらのした 櫻ノ下 6655～6660

天龍村 神原 さくらのした 桜ノ下 3895-3896 106 271

天龍村 平岡 さくらのたいら 桜ノ平 1505,1508-1509,1514-1517 60 51

阿南町 旦開 さくらのみね 櫻ノ峯 2183

阿南町 大下条 さくらばた 桜畑 947，　987

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

阿智村 駒場 さくらはらさかぐち 桜原坂口 １３４～

阿智村 浪合 さくらぼら 櫻洞 １２７３ハ～１３７３ニ

阿南町 富草 さくらぼら 櫻洞 686

阿南町 大下条 さくらまぐそ サクラマグソ 1035

高森町 山吹 さくらや さくら屋 ８６８１－８６８４ ９－６ 52

天龍村 神原 さくらやすんど
サクラヤスン
ド

631 ,634 68 ,69 169

高森町 山吹 さくらやま サクラ山 ３６７７－３６７９ １０－８ 52

天龍村 神原 さくりばた
サクリバタ
（大久名平ノ
内）

421 69 ,81 161

天龍村 神原 さくりばた サクリ畑 6033-6038 42 ,55 277

天龍村 神原 さぐりばた サグリ畑 4194 119 277

阿智村 伍和 ざくろがいと 椏垣外 ５１４７～５１４８

下條村 睦沢 ざくろがいと 柘榴垣外 ８８３８

阿智村 伍和 ざくろがいとみちした 椏垣外道下 ５１４９～５１５８

豊丘村 河野 さけのみば 酒呑場 ９９３－９９５ 二－4 75

松川町 生田 さごえ 佐越
１５８２，８００３－８０１８，８０５３－８０５６，８０６０－８０７
２，８０７７－８０７９，８１２５－８１５１，８１５９－８１８１，８１
８９－８１９２

57，63 86

松川町 生田 さごええだぼら 佐越枝洞 ８０６６，８０７３－８０７６ 63 86

松川町 生田 さごえさかじり 佐越坂尻 １５７４，１５８４－１５８８ 57 86

松川町 生田 さこえひかげ 佐越日影 １５８１ 57，62 86

松川町 生田 さこえひなた 佐越日向 １５７５－１５７９，８０５１－8052 57，63 86

天龍村 神原 ささあら 笹アラ 1334 123 200
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天龍村 神原 ささあら
ササアラ（倉
ﾉ平ﾋﾗﾉ内）

1441 123 200

天龍村 神原 ささおち 笹落 251 34 ,45 147

松川町 上片桐 ささがいと 笹垣外 ２０９５－２１１９ 14 12

下條村 陽皐 ささき 佐々木 ６８５７

天龍村 神原 ささぎょう サヽギヤウ 649 69 169

阿智村 智里 ささくぼ 笹久保 ２，４５，５２～

喬木村 大和知 ささくぼ 笹久保 12071-12090

豊丘村 神稲 ささくぼ 笹久保 ２３７８－２４１６，２４３０－２４３４ 五－2 54

豊丘村 神稲 ささくぼやま 笹久保山 １２５２７－ 二－4 54

下條村 陽皐 ささした 笹下 １７０７～１７１３

高森町 山吹 ささだいら 笹平 ２３３５－２３４１ ７－７ 52

大鹿村 大河原 ささの サヽノ 4803－

大鹿村 大河原 ささのお 笹ノ尾 4806－

大鹿村 鹿塩 ささのお 笹の尾 1577～1578

大鹿村 大河原 ささのおおおみちうえ ささのを大道上4848－

大鹿村 大河原 ささのおおおみちした ささのを大道下4899～4850

大鹿村 大河原 ささのおおがけ 笹野大岨 4805－

泰阜村 南山 ささのた 笹（ノ）田 6147-6148,6150,6154-6161,6202-6209 55,70 136

泰阜村 南山 ささのた 笹のた 6385 70 136

泰阜村 南山 ささのた サヽノタ 6152,6163-6168,6179-6180,6213-6216 55 136

泰阜村 南山 ささのた さヽのた 6174,6176, 70 136

阿智村 智里 ささのたいら 笹ノ平 ２３２０～

天龍村 神原 ささのたいら 笹ノ平 6132，6134-6136 43 323

泰阜村 南山 ささのたやま サヽノタ山 6269 70 136

泰阜村 明島 ささのたわ サヽノタハ 5087-5092 36 76

松川町 元大島 ささはた 笹畑 １２９，１３２ 55 87

阿智村 伍和 ささはら 笹原 ７１５８～７１６４，７４４４～７４５０

松川町 生田 ささはらくぼ 笹原久保 ８１７６－８１８０ 63 87

阿智村 伍和 ささはらとうげ 笹原峠 ７４５１～

阿南町 富草 ささぼら サヽ洞 2203

阿南町 富草 ささみだいら 笹見平 7455～7472

豊丘村 河野 ささみだいら 笹見平 ５１９０，５２３７，５２４２，５２４７，５２５０－５２５１，５２７５ 五－5 128

阿南町 富草 ささみだいらかわばた 笹見平川端 7451～7454

阿智村 清内路 ささめき サヽメキ ４５３～４７３

松川町 生田 ささめき 笹メキ ６６０５ー６６４５，６６５８，６７１２－６７２１，７５６１－７５６７ 59 87

大鹿村 鹿塩 ささやま 笹山 2460－

阿智村 伍和 ささらくぼ サヽラ久保 ５０２８～５０３２

高森町 山吹 ささらだ サヽラダ ５７０８－５７２８ １１－８ 52

阿智村 清内路 ささらやま サヽラ山 １０９２，１０９５～

泰阜村 南山 ささんたもとごや 笹田本小屋 6137 55 136

喬木村 小川 さじき 桟敷 6391-6392,6397-6399,6412,6418-6421

喬木村 小川 さじきだ 桟敷田 6367-6371,6393-6396,9407-6418,6428，6433-6434
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喬木村 小川 さじきなかそね 桟敷中そ祢 6409-6410,6429

喬木村 小川 さじきばた 桟敷畑 6435-6439

豊丘村 神稲 さしば サシバ １９３７－１９４１ 二－6 87

高森町 出原 さしみつ サシミツ １３５－１３６ ８－９ 52

喬木村 富田 さすけばた 作助畑 12327-12332 1 13

阿南町 大下条 さそう サソウ 1554～1559，1561～1563，1565～1570，1572～1575

阿南町 大下条 さそう サソウ 1945～1955

阿南町 大下条 さそうさわばた サソウ沢端 1560564

阿南町 大下条 さそうさわばた サソウ沢バタ 1941,　1957

阿南町 大下条 さそうたのほら サソウ田ノ洞 1562

阿南町 大下条 さそうはたまわり サソウ畑廻 1571

阿南町 大下条 さそうやま サソウ山 1580

天龍村 平岡 さだきちつくり 定吉作リ 1749 83 63

阿南町 富草 さだすけ 定助 777

泰阜村 明島 さちがみ 幸神 5345 36，50 50

泰阜村 明島 さちのかみ 幸ノ神 5338,5341-5343 36，50 50

高森町 山吹 さでんじうら 佐傳二裏 ３２２１－３２２６ ８－８ 52

下條村 睦沢 ざとうあし 座頭足 ５７６２～５７６３

大鹿村 大河原
ざとおつざわよりみな
み

ザトヲツ沢ヨ
リ南

4207～4208

阿南町 大下条 さとがえと サトガヘト 2800

豊丘村 河野 さときたやま 里北山 ４４６６－４４６８？ 二－2 142

喬木村 阿島 さとはら 里原 1173-1106

松川町 上片桐 さとみち 里道 ２５９７－２６００ 10 9

天龍村 神原 さなれやすんど
サナレ休所
（倉ﾉ平ﾋﾗﾉ
内）

1422-1423 123 202

喬木村 氏乗 ざぬき ざぬき 9845

下條村 陽皐 さの 佐野 ６８２２

阿南町 大下条 さのや サノヤ 2009

阿南町 大下条 さのや サノヤ 2940

天龍村 神原 さはち 佐八 3475　,3477 136 259

天龍村 神原 さはち 佐八 5908,5914　,5919 66 ,67 317

阿南町 大下条 さばら サバラ 321～338

阿南町 富草 さばら サバラ 7759～7761

豊丘村 神稲 さはらじり 左原尻 ５６８１－５６８３，５６８７，６１０５－６１０６，６１１４－６１１６ 五－5 120

豊丘村 河野 さはらみち 左原道 ４９６３－４９７１，４９７３－４９７４ 五－5 121

阿智村 智里 さぶこや サブコヤ ３５９９，３６９０～３７０２

喬木村 小川 さぶた サブ田 9079,9082-9084

平谷村 ムク沢 さぶだ サブ田 ９３１－９３２

下條村 陽皐 さぶらいやしき さぶらい屋敷

下條村 睦沢 さぶり サブリ ３１４５～３１６５，３１７４～３２０５，３２２５～３２４６

天龍村 平岡 さぶりば サブリ場 2290-2292 139 92

阿南町 大下条 さぶんど 沢分渡 2185～2198，2216～2226
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大鹿村 大河原 さべっとう 佐別当 5151～5158

大鹿村 大河原 さべっとう 佐別当 5151～5158

大鹿村 大河原 さべつとう 左別当 3001～3002

大鹿村 大河原 さべつとう 左別当 3001～3002

大鹿村 大河原 さべつとうみちした 左別当道下 3003～3006

大鹿村 大河原 さべつとうみちした 左別当道下 3003～3006

阿南町 大下条 さめ サメ 1272～1289，1307

阿南町 大下条 さめ サメ 1744～1747

阿南町 大下条 さめた サメタ 1290，1312～1322

泰阜村 柿野 さらた サラ田 3548,3575,3575ﾄ 37 22

阿智村 伍和 さらだ 皿田 ７０１～７０４，１２００～１２３０

喬木村 富田 さらだ 皿田 13032-13035,14553 2 13

泰阜村 打沢 さらだ サラ田 2507-2508,2554-2556 25，41 22

泰阜村 唐笠 さらだ 皿田 4015-4016 12,14 22

泰阜村 怒田 さらだ サラ田 2993 38,41 22

阿智村 伍和 さらだあげみ 皿田上見 ４４６３～４４６７

阿智村 伍和 さらだみちうえ 皿田道上 ４５２９～４５４６

阿智村 伍和
さらだみちしたなかど
おり

皿田道下中通４４５９～４４６２

泰阜村 柿野 さらたやま サラ田山 3575 37 22

松川町 大島 さるがいと 猿垣外
１４０５，１４０６－１４１０イ，１４１１－１４１４イ，１４１５－１４
５７

18 28

松川町 大島 さるがいと サル垣外 １４０５ハ，１４１０ロ，１４１４ロ 18 28

泰阜村 南山 さるがく 猿楽 8752-8753 74,107 136

高森町 下市田 さるがくづか 猿楽塚 2226 52

天龍村 平岡 さるがやど 猿カヤ戸 1567-1575,1577-1578 71 56

天龍村 神原 さるくぶてさわ サルクブテ沢 2833-2839 165 142

豊丘村 神稲 さるくら 猿倉 ２７９０－２７９９，２８０１－２７１４ 五－5 122

松川町 生田 さるくら 猿倉 ７４９９－７５００，７５１３－７５２１ 87

豊丘村 河野 さるくらぐち 猿倉口 ７５１１－７５２１ 五－7 167

天龍村 神原 さるこしば
サルコシバ
（天竜川向ﾉ
内）

1020 58 73

天龍村 神原 さるこしば サルコシバ 4233 134 ,135 73

天龍村 平岡 さるこしば 猿越場 1919 97 73

泰阜村 金野 さるこば サルコバ 316-317 4 5

泰阜村 金野 さるこば さるこば 322-333 4 5

泰阜村 金野 さるこばほっき サルコバホッキ315 3,4 5

下條村 睦沢 さるだ 猿田
１６５３～１６５４，１６７６，１６９４，１６９８，１７０１～１７０
７，１７０９，１７４７

下條村 睦沢 さるだ サル田 １６８６～１６８７、１６９３，１６９５～１６９７，１６９９～１７００

下條村 睦沢 さるだうえのきり 猿田上ノ切 １６８１～１６８２

下條村 睦沢 さるだしものきり 猿田下ノ切 １６８８～１６９２

下條村 睦沢 さるだとうげ 猿田峠 １７１０，１７１２～１７１３

下條村 睦沢 さるだなかのきり 猿田中ノ切 １６８３～１６８５
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平谷村 ムク沢 さるとり 申酉

阿南町 和合 さるとりば さるとりバ 2832

泰阜村 唐笠 さるのす 猿ノ巣 4026

阿南町 富草 さるはた 申畑 2294

大鹿村 大河原 さるはた 猿畑 4867～4868

大鹿村 大河原 さるばた 猿畑 4947～4948

松川町 元大島 さるばた サル畑 ４４０８，４４１７ 37 87

阿南町 和合 さるふちや さるふちや 1166

天龍村 神原 さるぶらさわ サルブラ沢 2819-2820 165 240

大鹿村 大河原
さるよけよりさきちさわ
まで

猿除より佐吉
沢迄

4312－

大鹿村 大河原
さるよけよりさきちさわ
まで

猿除より佐吉
沢迄

4312－

阿南町 大下条 さるわたりせ 猿渡瀬 1389～1391

阿智村 春日 さわ 澤 ８２１～８４５，１５６９～１５７４

阿智村 伍和 さわ 沢 ３６４５～３６８４

阿智村 伍和 さわ 沢
６６３５～６６３７，６６３９～６６４３，６６６１～６６６２，６６９９
～６７０９，６７３０～６７３８，６７４４～６７４５，６７５４～６７
６４

阿南町 大下条 さわ 沢 588

阿南町 富草 さわ 澤 4598

下條村 陽皐 さわ 沢 ３７００～３７０４

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

下條村 睦沢 さわ 沢
９３６３，９３６５～９３７４，９３８９～９３９０，９４００～９４０
２，９４０４，９４０７～９４０８

喬木村 加加須 さわ 沢 5755-5756

喬木村 小川 さわ 沢 8112-8178,8180-8183,8202-8204,8206，8208-8212

喬木村 小川 さわ 澤 8218　,8222,8227,8233,8588

喬木村 伊久間 さわ 澤 16997,17021,17026-17027,17046,17056,17058

高森町 牛牧 さわ サワ 1807 53

高森町 山吹 さわ 沢
２１０８－２１１４，2850－2863，３３５４－３３７１，３３７３－３
３７４，6749，８１８２－８２９９

７－４ 53

高森町 山吹 さわ 澤 ３２４８－３２５０ 53

高森町 山吹 さわ サワ ５３１４－５３１８ 53

高森町 吉田 さわ 沢 ２５３０－２５４５ ８－１０ 53

豊丘村 河野 さわ 沢（澤） 71－86，910

豊丘村 神稲 さわ 沢（澤） 912－913，９４３９－ 五－5 119

松川町 元大島 さわ 沢
４１２９－４１３１，４１３２，４１３５－４１３６，４１３８－４１３
９，４１４７－４１５０，４１５３－４１５５，４１５８－４１６０，４１
６４，４１６８，４１６９ロ，４１７１，４２２４－４２３３

46 87

松川町 元大島 さわ 澤
４１３１，４１３３－４１３４，４１３７－４１３８，４１４０－４１４
６，４１５１－４１５２，４１６１，４１６７，４１６９，４１７０

46 87

泰阜村 鍬不取 さわ サハ 2740 38 94

阿南町 大下条 さわあがり 沢上リ 2153～2158

阿南町 大下条 さわあがり 沢上リ 285～286，353～357

大鹿村 鹿塩 さわい 沢井 1881，1890～2119

天龍村 平岡 さわい 沢井 1533-1534 72 40

天龍村 平岡 さわい 沢井 1457-1460,1481-1485 ６０，７２ 40
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泰阜村 南山 さわい 澤井 7010-7019 59,66 136

阿智村 伍和 さわいむかい 沢井向 ６６３８～

阿南町 大下条 さわいり 澤入
1390～1391，1402，1426～1438，1588～1591，1594～
1599，1822～

阿南町 大下条 さわいり 澤入 1770～1775，1871，1881

阿南町 大下条 さわいり 澤入 1829～1840

阿南町 大下条 さわいり 沢入 332～334

大鹿村 大河原 さわいり 沢入 4354～4385

大鹿村 大河原 さわいり サワ入 5310－

下條村 陽皐 さわいり 沢入 ５９８３

喬木村 小川 さわいり 沢入 8600-8601,8603-8604

高森町 山吹 さわいり 沢入 ５５７８－５５９０ １１－７ 53

天龍村 神原 さわいり 沢入 323 44 84

天龍村 神原 さわいり 沢入 4718 146 84

天龍村 神原 さわいり 沢入 5543 104 84

天龍村 平岡 さわいり 沢いり 2157 110 ,111 84

高森町 山吹 さわがしら 沢頭 ８３００－８３１１，8798－8826 ９－６ 53

天龍村 平岡 さわがしら 沢頭 1059-1062 48 36

泰阜村 唐笠 さわかみ 澤上 4069-4079,4081 14,17 23

泰阜村 南山 さわかみ 沢上 8303-8305,8307-8310 88 23

阿南町 大下条 さわがみ 沢上 2104～2106，2122～2138，2145～2150

阿南町 富草 さわぐち 澤口 5064～5066，5092～5098

喬木村 小川 さわぐち 沢口 7865

喬木村 小川 さわぐち 澤口 8411

喬木村 大島 さわぐち 沢口 9480-9482,9484-9495,9681

喬木村 氏乗 さわぐち 沢口 10383-10388

天龍村 神原 さわぐち 沢口 2602 186 33

天龍村 平岡 さわぐち 澤口 1898､1900 96 33

天龍村 平岡 さわぐち 沢口 636-640,652ﾉ8 48 33

松川町 元大島 さわぐち 沢口 ２４７６，２４７８，２５１２，２６１３ 29 50

阿南町 富草 さわぐちばた 澤口畑 5057～5058，5061，5067

天龍村 神原 さわぐろ 沢グロ 5481 90 306

天龍村 神原 さわじばた 沢ジ畑 3497-3498 121 260

阿南町 富草 さわじり 澤尻 569

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

阿南町 富草 さわじり 沢尻 2896～2904，2920～2924

阿南町 富草 さわじり 澤尻 2929～297

阿南町 大下条 さわじり 澤尻 1785

阿南町 大下条 さわじり 澤尻 133～157

阿南町 富草 さわじり 沢尻 8769～8773

阿南町 富草 さわじり 沢尻 9326～9331

下條村 睦沢 さわじり 沢尻 ８９３１

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

下條村 睦沢 さわじり 澤尻 １５７１～１５７３，１５７９～１５８３
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下條村 睦沢 さわじり 沢尻 １７４８～１７５４，１７５７～１７５８

下條村 睦沢 さわじり 沢尻
２７３８～２７４７，２７５４～２７５７，３１２１～３１２８，３１３９
～３１４０

下條村 陽皐 さわじり 沢尻 ４５０６～４５１４，４５１６

下條村 睦沢 さわじり 沢尻 ７５６６～７５６８

下條村 睦沢 さわじり 沢尻 ９９１４，９９２０～９９２３，９９２６

喬木村 小川 さわじり 沢じり 7748-7749

喬木村 大和知 さわじり 沢尻 11611-11622

豊丘村 神稲 さわじり 沢尻 １０９９９－１１００２ 五－3 97

松川町 生田 さわじり 沢尻 １５８０ 57 87

泰阜村 金野 さわじり 沢尻 285,302-314,559-562 4,11 7

松川町 生田 さわじりひかげ 沢尻日陰 １９９０－１９９３ 98 87

喬木村 大島 さわしろさわ 沢白沢 9550-9592

天龍村 神原 さわち 沢地 3905-3906 ,4056-4057 105 ,106 260

阿南町 和合 さわつじ 沢辻 2

阿南町 和合 さわつじひかげ 沢辻日影 5

大鹿村 大河原 さわど 沢戸 2639～2641？，2642～2859

大鹿村 大河原 さわどいり 沢戸入 2643－

高森町 出原 さわどおり サワドヲリ ３３４－３３５ ８－９ 53

大鹿村 大河原 さわどひかげ 沢戸日蔭 2889～2898

大鹿村 大河原 さわどひかげ 沢戸日影 5065～5085，5091～5097

大鹿村 大河原 さわどひなた 沢戸日向 2947－

阿智村 智里 さわなか 沢中 ５０１５～５０１６

阿南町 和合 さわなくぼ 沢なく保 1385

根羽村 取手 さわのいり 沢ノ入 4785～4786

天龍村 神原 さわのいりきたむこう 沢ノ入北向 1154 82 192

天龍村 神原
さわのいりみなみむこ
う

沢ノ入南向 1153 82 192

阿南町 大下条 さわのうえ 沢ノ上 2070～2077，2079～2082，2089～2097，2102

豊丘村 河野 さわのうえ 沢ノ上 ９１４，９５０－９５８ 二－4 78

阿智村 智里 さわのかいと 沢ノ垣外 ２５８～２５９

泰阜村 南山 さわのこや 沢ノコヤ 7441-7442 45,57 136

泰阜村 南山 さわのこや 沢ノ古屋 7395 45,57 136

豊丘村 神稲 さわのしり 沢ノ尻 １０９８８－１０９８９ 五－3 97

泰阜村 金野 さわのしり 沢の尻 586-588 6 7

高森町 出原 さわのた サワノタ 20 ８－１０ 53

高森町 山吹 さわのた 沢ノ田 ３２５１－３３２４ ８－８ 53

松川町 生田 さわのた 沢ノ田 ３３５１，３５３０－３５４２ 43 11

松川町 上片桐 さわのた 沢ノ田 ２４６６－２４６９ 10 11

阿南町 和合 さわのど 沢のど 2598

天龍村 神原 さわのど 沢ノ渡 819 81 178

根羽村 萸野 さわのはた 沢ノ畑 3065

喬木村 加加須 さわのひら 沢ノ平 5757-5759

根羽村 老平 さわのむかい 沢ノ向 3531～3541，3548
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根羽村 萸野 さわのむこう 沢ノ向 3054

根羽村 取手 さわのむこう 沢向 4778

泰阜村 南山 さわのや 澤ノ谷 7005 72,73 136

阿南町 大下条 さわはた 沢端 1958～1960

高森町 吉田 さわはだ サワハダ １１３０－１１３５ ７－１ 53

阿南町 大下条 さわばた 沢バタ 1878,1881～1882,1910～1914,1918～1921

阿南町 大下条 さわばた サワバタ 2102～2105

阿南町 大下条 さわばた 澤バタ 2190，2233～2236，2239，2247～2248

阿南町 大下条 さわばた 沢端 2192～2194，2199～2201

阿南町 大下条 さわばた 澤バタ 2386，　2420

阿南町 大下条 さわばた 沢畑 265～270,272～276

阿南町 大下条 さわばた 沢畑 2652～2653，2677～2680

阿南町 富草 さわばた 澤バタ 9205～9207

下條村 睦沢 さわばた 沢端 ２５７７，２８８３～２８８５，２９０１

下條村 睦沢 さわばた 沢畑 2577ノ3

高森町 山吹 さわばた 沢バタ ５８０８－５８１４ １１－８ 53

高森町 吉田 さわばた サワハタ １１３０－１１３１ ７－１１ 53

高森町 吉田 さわばた サワバタ １１３５，１１１９－１１２４ ７－１１ 53

高森町 吉田 さわばた 沢端 ２４０１－２４０２，２４０４－２４１１ ９－１０ 53

天龍村 平岡 さわばた 沢端 75 27 7

松川町 大島 さわばた 澤端 １０５７－１０５８，１０５９ロ 18 26

松川町 大島 さわばた 沢バタ １０５９イ，１０６０－１０６２ 18 26

泰阜村 左京 さわばた 沢端 5644 53 99

泰阜村 南山 さわばた 沢畑 6820 72 99

松川町 元大島 さわひら 沢ヒラ ４１６３－４１６４イ，４１６６ 46 87

喬木村 氏乗 さわぼら 沢洞 10722-10726

天龍村 平岡 さわま 沢間 798 23 129

天龍村 神原 さわまえ 沢前 904 ,914 ,918

天龍村 神原 さわまえ 沢前 1125-1126，1148-1149，1151 82 191

天龍村 神原
さわまえのうちまえの
た

沢前ﾉ内前ﾉ
田

1152 82 192

阿南町 大下条 さわまわし 沢マワシ 1123～1124

天龍村 平岡 さわみちした 沢道下 2354 153 95

阿南町 和合 さわむかい 沢向ヒ 2334

松川町 大島 さわむこ 沢むこ？ １０７８－１０７９ 18 27

天龍村 神原 さわむこう 沢向 293-296 44 152

天龍村 神原 さわむこう 沢向 919-922、925-927 81 152

天龍村 神原 さわむこう 沢向 1127，　1189 82 152

天龍村 神原 さわむこうのうえ 沢向ﾉ上 1128 82 152

泰阜村 柿野 さわもち 沢持 3562,3576 37 21

泰阜村 打沢 さわもちした 沢持下 2061 22 21

阿智村 伍和 さわもちば 沢モチ場 ４２３３～４２３４

泰阜村 打沢 さわもちば 沢持場 2052-2053 22 21

泰阜村 唐笠 さわもちぼら 澤持洞 3935 12



221

阿南町 大下条 さわや 沢や 3453～3459，3467～3478，3482～3485

泰阜村 南山 さわや 澤谷 9052 73 136

泰阜村 南山 さわや 澤屋 7021,7031-7039,7046-7053 59,72,76 136

喬木村 加加須 さわやま 沢山 5537ﾉ5

阿智村 浪合 さわらぎざか 椹木坂 ２７０ロ～３１５ロ

天龍村 神原 さわらぎさわ サワラギ沢 5973-6025 ,6028 55 320

阿智村 伍和 さわらばやし サワラ林 １２９５～１２９７

天龍村 平岡 さわらばやし 椹林 2161 110 84

天龍村 平岡 さわらばやし 椹林 2707

阿南町 富草 さわりだ さわり田 2266

下條村 睦沢 さんえもんばた 三右エ門畑

阿南町 大下条 さんかい 三界 789～790

平谷村 合川 さんがいがみね 三階ヶ峯

阿智村 浪合 さんがいみね 三階峯 ５１～１６３

根羽村 取手 さんかくはた 三角畑 4803

天龍村 神原 さんかくばた 三角畑 514 69 164

天龍村 神原 さんかくばた 三角畑 1090-1091 82 164

根羽村 中野 さんかくばた 三角畑 4312

天龍村 神原 さんかくばたみちうえ 三角畑道上 1092 82 190

阿南町 旦開 さんがつまつり 三月祭リ 868～870

天龍村 神原 さんがん サンガン 5175-5180 132 300

下條村 陽皐 さんきばた 三喜畑 ７１８２～７１８９，７１９４

天龍村 神原 さんげつばた 三月畑 5225 105 203

阿南町 和合 さんごい さんごい 2637～2638

喬木村 小川 さんごうばた 三合畑 6157-6161

豊丘村 神稲 さんこうぼら 三光洞 ７６９３－７６９４，１１９１３－１１９１５ 二－5 33

阿智村 浪合 さんごろうばた 三五郎畑 ９７０～

泰阜村 左京 さんごろうばやし 三五郎林 5682 39,53 99

豊丘村 河野 さんしゃがいと 三社垣外 ５６１５－５６２０，５６２２－５６２６ 五－4 130

阿南町 大下条 さんじやしき 三ジヤシキ 239～242

阿南町 富草 さんじゅうがり 三十苅 1973～1976

阿南町 富草 さんじゅうがり 三十苅 7499～7507

下條村 陽皐 さんじゅうがり 三十刈 ２００５～２００７

下條村 陽皐 さんじゅうがり 三十刈 ２６３７～２６３９，２７１３～２７１６

下條村 睦沢 さんじゅうがり 三十刈 ２９７８～２９８５

下條村 陽皐 さんじゅうがり 三十刈 ３３８～３３９

下條村 睦沢 さんじゅうがり 三十刈 ４８０６～４８０９

下條村 陽皐 さんじゅうがり 三十刈 ５５３７～５５３８

下條村 陽皐 さんじゅうがり 三十刈 ６１７６～６１７８，６２７４～６２７５

阿南町 大下条 さんじゅうばた 三十畑 2978

天龍村 平岡 さんじゅうばやし 三十林 2293-2295 139 92

高森町 出原 さんじゅうろうおこし 三十郎ヲコシ ３８０－３８６ ８－９ 53

松川町 生田 さんしょうくぼ 山椒久保 ７７２３－７７２７ 58 88
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高森町 出原 さんしょうた サンショウタ 319 ９－９ 53

泰阜村 南山 さんじょうぼら 三丈洞 6646,7026-7027 56,59 137

泰阜村 唐笠 さんしょうまき 三升マキ 3969 12 22

喬木村 加加須 さんじょうまき 三升蒔 5711-5712

根羽村 小戸名 さんしろう 三四郎 3428ﾛ

阿智村 伍和 さんずいさか？ 三ずい坂？ ５５９０～　　ず，ば，だ？

阿智村 伍和 さんすけやま 三助山 ４２５８～４２６０

豊丘村 神稲 さんせまちだ 三畝町田 ６９５１－ 二－5 35

泰阜村 平島田 さんぞうばやし 三蔵林 3283 - -

天龍村 平岡 さんたつま さんたつ満 2459 169 ,170 101

天龍村 平岡 さんたる さん多る 2547-2548 140 ,141 105

阿智村 春日 さんたんだ 三段田 １０２～１２０

阿智村 春日 さんたんだ 三反田 １８１～１８６

阿智村 駒場 さんたんだ 三反田 ４２７～４２８

阿智村 智里 さんたんだ 三反田 ３８３～３８４

喬木村 小川 さんたんだ 三反田 6916-6919,6927,6929-6931,6945,69ⅼ-6951，6958-6959

豊丘村 神稲 さんたんだ 三反田 ６９９８－７００３，１２９９－１３０６ 二－3 3，10

松川町 元大島 さんたんだ 三反田 ２３５２ 38 88

天龍村 神原 さんで サンデ 1908 ,2259 ,2264 ,2349-2530 167 215

下條村 睦沢 さんでのうえ サンデノ上 ３３１３ロ，３３１６，３３１９

阿南町 和合 さんど？ 三度 284～288，308～310，312，314～320

下條村 睦沢 ざんとうば ザントウバ ３８０４

阿南町 富草 さんとうめん 三斗免 129

阿南町 富草 さんとうめん 三斗免 479

阿南町 富草 さんとうめん 三斗免 538～539

松川町 上片桐 さんとまき 三斗蒔 ２８７８－２８７９ 10 11

高森町 山吹 さんどまき 三度蒔 ４８４９－４８５３，４８８５－４８８７ １１－７ 53

喬木村 富田 さんのう 三王 14923,14933-14949 4 13

豊丘村 神稲 さんのう 山王 ５１，　７７９９ 二－5 167

豊丘村 神稲 さんのうした 山王下 ７７８１－７７９８，７８００ 二－5 167

豊丘村 神稲 さんのうしみず 山王清水 ６８８５イ 二－5 167

豊丘村 神稲 さんのうだ 山王田 ６８８０－６８８４，６８８５，６８９３ 二－5 167

平谷村 合川 さんのすけ 三之助

豊丘村 河野 さんのせ 三ノ瀬 五－4 152

松川町 生田 さんのせ 三ノ瀬 １４７８－１４８１ 62 88

大鹿村 鹿塩 さんのつ 三ノ津 3030－

大鹿村 鹿塩 さんのつ 三ノ津 1107～1108

阿智村 浪合 さんのまた 三ノ又 １６４７ヘ～１６４７ト

阿智村 浪合
さんのまたかわむか
い

三ノ又川向 １６４７チ～１６４７ス

松川町 元大島 さんのまる 三ノ丸 17，２５２－２５３，２７２ 55 88

天龍村 平岡 さんばやし 三林 97,100-101,197-198 27 10

天龍村 平岡 さんばやし さん林 98-99,146 27 10

松川町 上片桐 さんばやし 三林 ５０４０－５０９１ 1，4 1
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天龍村 平岡 さんばやしみなみさわ 三林南沢 150 27 11

天龍村 神原 さんびゃくいし 三百石 305 44 152

泰阜村 田野口 さんびゃくだ 三百田 5360 34 108

阿智村 伍和 さんびゃくばた 三百畑 ６２９～６３０，６３３～６４７

阿南町 大下条 さんびゃくめ 三百目 52

阿南町 大下条 さんびゃくめ 三百目 1450～1454，1456～1460

泰阜村 打沢 さんびゃくめ 三百目 2476,2326-2327 25 56

阿南町 大下条 さんびゃくめだ 三百目田 90～95，97

阿南町 大下条 さんびょくだ 三百田 2121

天龍村 神原 さんべまき サンベマキ 5852 78 314

阿智村 春日 さんぼんぎ 三本木 ２６３～２６４

阿智村 駒場 さんぼんぎ 三本木
１６０７～１６０９，１６４８～１６５０，１６５４，１６５８～１６６
０，１６６２，１６７５～１６７６，１６７８～１６９２，１７０８～１７
４１

阿南町 大下条 さんぼんぎ 三本木 1931～1941，1950～1952

喬木村 大和知 さんぼんぎ 三本木 11647-11648

阿南町 大下条 さんぼんすぎ 三本杉 1351～1356

天龍村 平岡 さんぼんとち 三本杤 2274 139 90

天龍村 神原 さんぼんまき 三本槇 5212 117 ,118 301

下條村 睦沢 さんぼんまつ 三本松 ４６５１

下條村 睦沢 さんぼんまつ 三本松 ９８８９～９８９１

喬木村 加加須 さんまいそり 三まいそり 5493-5507

泰阜村 南山 さんまいなぎ 三枚ナギ 7366 45,57 137

阿智村 春日 さんまいばた 三枚畑 ３１２１～３１２２

天龍村 平岡 さんまいばた 三枚畑 1487 ７２，７３ 43

阿南町 和合 しいたけこや シイタケコヤ 618～619

阿南町 和合 しいたけごや 椎茸小屋 81，　617

天龍村 平岡 しいなとち シイナ杤 92 39 10

阿南町 和合 しうえ 志うゑ 2822～2826，2829～2831

阿南町 和合 じうえ じうゑ 2821

阿南町 大下条 じうろし ジウロシ 1342～1344

下條村 陽皐 じぇえだ ジェー田

喬木村 小川 じえもんづくり 治右エ門作リ 7425-7427

泰阜村 鍬不取 じおうした 地をふ下 2775 38 94

泰阜村 怒田 じおうした ぢをふ下 2877 38 94

根羽村 小戸名 しおがだいら 塩ヶ平 3330ﾛ，3343ｲ

根羽村 小戸名 しおがほら 塩ヶ洞 3341～3342

大鹿村 鹿塩 しおかわ 塩川 4349－

松川町 生田 しおくら 塩倉 ６４４５－６４４６ 51，59 88

松川町 生田 しおくらつじ 塩倉辻 ７６５８，７６６１－７６６９ 59 88

松川町 生田 しおくらみち 塩倉道 ２９９２－３０２１ 41 88

大鹿村 鹿塩 しおさか 塩坂 712～714

阿南町 富草 しおざわ 塩澤 343

大鹿村 鹿塩 しおざわ 塩沢 3959～3960，3962，3965，4268～4272
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大鹿村 鹿塩 しおざわ 塩沢 3959～3960，3962，3965，4268～4272

喬木村 小川 しおざわ 塩沢 7783

喬木村 大和知 しおざわ 塩澤 12121-12161

阿南町 富草 しおざわおおいり 塩沢大入 662～666

大鹿村 鹿塩 しおざわしたくぼ 塩沢下久保 3965～3969，4274

大鹿村 鹿塩 しおざわしたくぼ 塩沢下久保 3965～3969，4274

阿南町 富草 しおざわなかいり 塩澤中入 659～661

喬木村 小川 しおざわなぎじり 塩沢ナギ尻 7408

喬木村 小川 しおざわなぎじり 塩沢 7600　,7783

喬木村 小川 しおざわなぎじり 塩沢なぎ尻 7799

大鹿村 鹿塩 しおざわひかげ 塩沢日影 3958－

大鹿村 鹿塩 しおざわひかげ 塩沢日影 3958－

阿南町 富草 しおざわゆや 塩澤湯屋 653～658

喬木村 富田 しおだ 塩田 13807-13820,13862-13990 3 13

喬木村 小川 しおだ 塩田 7283-7296,7324-7328,7332,7334-7341，7347-7361

喬木村 小川 しおだいり 塩田入 7346

喬木村 富田 しおだや 塩田屋 12604 1 14

喬木村 富田 しおつぼ 塩坪 14626-14629 4 14

高森町 牛牧 しおのめん 塩ノメン ２２０３－２２０６，２２０９，２２１２－２２１３，２２１６ ６－１２ 54

高森町 牛牧 しおのめん 塩ノ面 ２２１４－２２１５ ６－１２ 54

高森町 牛牧 しおのめんばやし 塩ノ面林 ２５０３－２５１６ ６－１１ 54

天龍村 神原 じおふど ジオフド 4015，4025-4026 105 272

豊丘村 神稲 じおんいんけいだい 慈恩院境内 ７７５７－ 二－5 167

泰阜村 柿野 じがいぼら じがい洞 3565-3566 38 84

天龍村 平岡 しかくかいと 四角カイト 106 27 11

阿南町 大下条 しかくだ 四角田 178

下條村 陽皐 しかくだ 四角田 ３１６～３１７

阿南町 大下条 しかくだうえ 四角田上 179？

天龍村 平岡 しかくたんの 四角反野 2541 140 105

阿智村 智里 しかぐち 鹿口 ４６６３～４６６４

泰阜村 黒見 じがじがくぼ ジガジガクボ 4441-4446 30,32 91

豊丘村 神稲 しかのくち 鹿ノ口 ２６２４－２６２７，２６３０ 五－5 125

泰阜村 左京 しかはみば 鹿ハミバ 5928 53,54 99

天龍村 平岡 じがみ 地神 316-318 47 119

天龍村 平岡 じがみ 地神 550 35 119

天龍村 平岡 じがみした 地神下 549

阿南町 大下条 しかみだ 鹿見田 1138

下條村 陽皐 しきがみ 敷神 ２１０２～２１０３

阿智村 智里 じきしちかりやま 直七カリ山 ４１５４～４１５９

高森町 牛牧 しきまい シキマイ 1205 ５－１０ 54

豊丘村 神稲 しきりばた 四切畑 １７３６－１７４９ 二－4 86

阿南町 和合 じぎりまき 地切まき 2224

泰阜村 高町 しくがほら しくが洞 830-831 15,16 33
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下條村 睦沢 じくて ジクテ １００６４～１００６５

松川町 生田 じくて 熟手 ８４５８－８４５９，８４７０－８４８７ 63 89

松川町 生田 じくてさわ ジクテ沢 ５９４９－５９５２ 50 89

松川町 生田 じくてにしひら ジクテ西平 ５９４５－５９４６ 50 89

松川町 生田 じくてひがしひら ジクテ東平 ５９４７－５９４８ 50 89

根羽村 小川 じげ 寺毛 4075～4098，4133

阿智村 春日 しけお 繁行 ２３６９～２３８３，２７６４，１７７９～２７９３

松川町 生田 しげみだいら シゲミ平 １１９１－１１９９ 48，56 89

松川町 生田 しげみだいらひなた シゲミ平日向 １２００－１２０４ 56 89

阿智村 智里 しけんごや 四軒小屋 ２３２９～２３３１

阿智村 浪合 しけんだいら 四軒平 １６８～２３４

豊丘村 神稲 しこいの シコイノ ９８０１－ 五－3 108

泰阜村 平島田 じごくとや 地ゴクトヤ 3159-3160,3162 - -

天龍村 平岡 じごへいづくり 治五平作 2130 126 ,141 81

松川町 大島 しこんすい 紫金水 １０４４ 18 89

天龍村 神原 ししあな 獅子穴 2885 151 241

阿南町 富草 ししいわ 獅子岩 115～122

下條村 睦沢 ししいわ 獅子岩 ８９４０～８９４１，９０８１～９０８２

松川町 生田 ししがくぼ
猪ヶ久保　猪
が久保

3774-3781，3786 52 89

松川町 生田 ししがくぼひなた
猪が久保日
向

3787-3789 52 89

大鹿村 大河原 ししがじま ししが島 1490－

大鹿村 大河原 ししがじま ししが島 1490－

高森町 山吹 ししだ シヽ田 ５８６８，５８７３－５８７５，５９０５－５９４８ １１－８ 54

豊丘村 河野 ししだ 獅子田 ４３６５－４３７２，４３７８－４３８８，４３９０－４３９２ 五－4 145

天龍村 神原 ししのやすんど シシノ休戸 3426 80 ,93 256

松川町 生田 じしはら 地子原 ２５８７，２５９０－２５９１，２６１４－２６１６ 23 40

大鹿村 大河原 ししまちど 猪待渡 1478～1483

大鹿村 大河原 ししまちど 猪待渡 4537～4538

大鹿村 大河原 ししまちど 猪待戸 4540－

大鹿村 大河原 じしゃざわ 寺社沢 1491～1492

大鹿村 大河原 じしゃざわ 寺社沢 4483～4489

大鹿村 大河原 じしゃざわ 寺社沢 1491～1492

天龍村 平岡 じしゃじろ ジシャジロ 242 ６２，７４ 21

豊丘村 神稲 じしゃだいら 寺社平
５４７５－５４９２，５５０４－５５０８，５５２４－５５３０，５５８４
－５５９９

五－6 112

松川町 生田 じしゃだいらぼら 寺社平洞 ８９７５ 89

阿南町 富草 じしゃとり ぢしゃとり 1863～1864

下條村 陽皐 じしゃどり ジシャドリ ５９８９

阿南町 富草 しじゅうかり 四十苅 261～265

阿南町 富草 しじゅうかり 四十刈 799～802

阿南町 富草 しじゅうかり 四十苅 956～960

阿南町 富草 しじゅうかり 四十苅 2997～2998
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阿南町 大下条 しじゅうかり 四十苅 1973～1977，2017～2019

下條村 陽皐 しじゅうかり 四十刈 １９７～１９８，３８７，４５２～４６０

下條村 睦沢 しじゅうかり 四十カリ ７５３２～７５３３

阿南町 大下条 しじゅうがり 四十苅 1125～1126

阿南町 富草 しじゅうがり 四十がり 6230～6235

阿南町 富草 しじゅうがり 四十苅 7494～7498

下條村 睦沢 しじゅうがり 四十刈 １７４９，１７７９～１７８４

下條村 陽皐 しじゅうがり 四十刈 １９８３～１９８８，１９９１～２００４

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

下條村 睦沢 しじゅうがり 四十刈 ３０２９～３０３２，３０３５，３０４５

下條村 睦沢 しじゅうがり 四十刈 ４９７８～４９８１

下條村 陽皐 しじゅうがり 四十刈 ６１０８～６１３３

下條村 陽皐 しじゅうがり 四十刈 ６７３７～６７４７

阿南町 富草 しじゅうかりみちうえ 四十苅道上 939

下條村 睦沢 しじゅうがわり 四十替 １７２３～１７２６，１７３０～１７４６

阿南町 大下条 しじゅうやしき シ十ヤシキ 141，143～144，146

豊丘村 河野 じしょうじ 持正地 ４２３－４２４ 二－2 68

松川町 元大島 ししょうまき 四升蒔 ２４２０－２４２７，４５２２ 37，38 89

阿智村 駒場 ししろぼら 代洞 １０２６～１０２７

阿南町 和合 じしんる ジヽンハル 620

阿南町 和合 じしんわれ じしんわれ 1048

喬木村 小川 しずがや 静ｹ屋 7953,　7957

根羽村 中野 じすけばた 治助畑 4332

松川町 元大島 しせまちだ 四畝町田 １０９９ 46 89

根羽村 檜原 じぞう ジゾウ 1162ﾛ

高森町 大島山 じぞういん 地蔵院 ５７２－５７７ ６－１１ 54

豊丘村 神稲 じぞううえ 地蔵上 ７４７１，７５７３－７５７８ 40

豊丘村 河野 じぞうおとし 地蔵落 ３４７６－３４７７，３４８３－３４９４ 二－2 156

阿智村 伍和 じぞうがいと 地蔵垣外 ４５６２～４５６４，４５６６，４５６８

下條村 陽皐 じぞうがいと 地蔵垣外 ４０７４，４１７０～４１７２，４１７５～４１７８

天龍村 神原 じぞうぐち 地蔵口 4243 149 279

豊丘村 神稲 じぞうざわ 地蔵沢 ７２８１－７２８２，７２８７－７２９０，７３３５－７３３７ 二－7 40

阿南町 富草 じぞうした 地蔵下 6185～6195

阿南町 和合 じぞうだいら 地蔵平 2619～2621

阿南町 大下条 じぞうどう 地蔵堂 1359，　1364

阿南町 旦開 じぞうどう 地蔵堂 3214～3218

豊丘村 河野 じぞうどう 地蔵道
３９５－３９７，４０７－４０８，４２９－４４１，４５５－４６６，４７
８－４８０

二－2 26

豊丘村 神稲 じぞうどう 地蔵堂 ７５７９，６７１２－６７１９ 二－5 26

根羽村 檜原
じぞうとうげおおみち
した

地蔵峠大道下1161，1162ｲ

天龍村 神原 じぞうのね 地蔵ノネ 4235-4236 134 ,135 279

泰阜村 打沢 じぞうのもり 地蔵ノ森 2449-2452,2459-2461 22 57

泰阜村 打沢 じぞうのもり 地蔵森 2380 22 57
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高森町 山吹 じぞうばた 地蔵畑 ８５９９，８６０１，８６１２－８６１４，８６２０－８６２１ 9－6 54

阿南町 大下条 じぞうはら 地蔵原 1039～1044，1048～1050

高森町 牛牧 じぞうぼら 地蔵ボラ ２８６１－２８６２ ４－１３ 54

高森町 牛牧 じぞうぼらみなみひら
地蔵ボラ南ヒ
ラ

2863 ４－１３ 55

喬木村 小川 じぞうまえ 地蔵前 8273-8274,8278

豊丘村 神稲 じぞうまえ 地蔵前 ７５８０－７５８２ 二－7 40

喬木村 小川 じぞうめん 地蔵免 6844-6846

下條村 陽皐 した 下 １０６３～１０６７

下條村 陽皐 した 下 １７９１～１７９６

阿南町 大下条 した？ 下 1698，　1706，1721

天龍村 平岡 したあんば 下阿ん場 1928 96 73

大鹿村 鹿塩 したがいと 下垣外 3729～3734

大鹿村 鹿塩 したがいと 下垣外 3729～3734

天龍村 平岡 したがいと 下垣外 1643-1648,1661-1662 ７０，７１ 13

天龍村 平岡 したがいと 下垣外 161 27 13

阿南町 大下条 したかいといみずうえ
シタカイト井
水上

856～857

天龍村 神原 したかきばやし 下柿林 90 ,91

阿南町 富草 したかじや 下鍛冶屋 4647

阿智村 浪合 したがわら 下川原 １０５６～１０６６

大鹿村 鹿塩 したくぼ 下久保 4271～4274

高森町 出原 したこぐるみ 下コグルミ 54 ８－１０ 45

高森町 出原 したこぐるみ シタコグルミ １４－１６ ８－１０ 45

泰阜村 南山 したしんでん 下新田 8506 90 137

天龍村 神原 しただいら 下平
3974，3982，3986，3994-3995 ,4011-4013 ,4031 ,4053
,4063 ,4079 ,4089

105 271

阿南町 大下条 したちぎ 下チ木 123

阿南町 富草 したで 下手 1504～1509，1531～1534

下條村 陽皐 したで 下出 ３２０～３２２

下條村 睦沢 したで 下手 ６９０２～６９１０

天龍村 神原 したで シタデ 1380 124 201

泰阜村 左京 したで 下手 5640-5643 53 99

阿南町 大下条 したとうじ シタトウジ 778，797～802

阿南町 大下条 しだな シダナ 1324～1344

阿南町 大下条 しだな シダナ 1468～1479

下條村 陽皐 したにし 下西 ２７６４

泰阜村 打沢 したにし 下西 2434,2439-2442 22 66

阿智村 春日 したぬま 下沼 ２７９８～２８０５

阿智村 浪合 したのき 下軒 １８４ロ

下條村 睦沢 したのた 下ノ田 ３１４１，３１４３～３１４４

阿智村 浪合 したのだん 下ノ段 １０５１～

阿智村 浪合 したのだん 下段 ７８３～７９０

下條村 睦沢 したのといし？ 下ノトイシ １６８０

阿南町 富草 したのまま 下のまヽ 5958～5960
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阿智村 浪合 したばた 下畑 ８４０ロ

阿南町 和合 したばた 下畑 2097，2099，2112～2114

天龍村 神原 したはたした 下畑下 109

根羽村 新井 したはね 下ハ子 892～893

天龍村 神原 したばやし 下林 92 ,93

天龍村 平岡 したばやし 下林 2151 111 ,125 84

阿智村 伍和 したはら 下タ原 ５３８７～５４４２

平谷村 合川 したばら 下原 ３２３－３２９，３３７－３４４，３４６－３９１，４２５－４３１

阿南町 富草 したひがし 下東 2689

高森町 牛牧 したひらばやし 下平林 1388 ５－１３ 55

泰阜村 鍬不取 したぼら 下洞 2787 38 94

高森町 牛牧 したぼり 下ボリ ２３６０，２３６４－２３６６ ６－１２ 55

大鹿村 大河原 したまぜ 下間瀬 289～300，700～705？

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

高森町 山吹 したまち 下町
５２０－５２３，５２９－５３１ﾉ１、１１２１－１１２８、１２０２－１
２０４

１０－９ 55

根羽村 町 したまち 下町 1964～1978

阿南町 富草 したみぞむこうやま 下みぞ向山 5531

阿南町 和合 したむき 志た向 1837

阿南町 和合 したむこう 下向 1847～1861

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

阿南町 大下条 したももたちよぞうだ
下モヽ田千代
蔵田

2308

天龍村 平岡 したやま 下山
2001-2043,2051-2052,2054-2055,2067，2169-2170，
2172，2178，2180，2181-2184，2186

96 ，110 44

阿智村 駒場 しだればし シダレバシ ２４１～

天龍村 神原 しだれやなぎ シダレ桺 5028,5030-5032 145 ,146 296

泰阜村 打沢 しだれやなぎ シダレ柳 2499 25 69

高森町 山吹 したんだ 四反田 ４７１３－４７１７，４７２９－４７３４ １１－８ 55

松川町 元大島 しちえもんおち 七右エ門落 ４５７ 47 90

阿智村 伍和 しちえもんむくり
七右ヱ門ム
クリ

７３１０～７３３２

阿南町 和合 しちこひら 七こ平 2198～2205

喬木村 小川 し(ひ？）ちじゅうめ 七十目 6822

下條村 陽皐 しちひゃくめ 七百目 ６２１２～６２１５

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

下條村 陽皐 しちべえだ 七兵衛田

阿智村 春日 しちほんまつ 七本松 ３７０～

松川町 生田 しちりんばやし 七輪林 ５１１６，３３９２ノ２－3393？ 27 44

下條村 睦沢 しちろうざえもんばた 七郎左衛門畑

高森町 出原 じっかいぼう 十界防 ７６－７９ ８－９ 56

高森町 大島山 じづき 地附 ５４９－５５６ ６－１１ 56

阿南町 大下条 しつくり 晊久里 2083

天龍村 神原 じつげつやま 日月山 1758-1763 167 212

喬木村 加加須 じっこうざん 実光山 5292-5293
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豊丘村 神稲 じっこだ ジッコ田 ５９９６－６００３ 五－5 115

阿南町 富草 じつこだ ジツコ田 6217～6221

高森町 牛牧 しつした シツシタ 2117 56

阿南町 大下条 じって ジッテ 701，703～704，776～780

喬木村 富田 しつとは シツトハ 12215-12218､12874-12877 １，２ 14

喬木村 加加須 しつとわ シツトワ 5357,(5363)

喬木村 加加須 しつとわ 志つと王 5364-5374

喬木村 小川 しつとわ シツトワ 8164-8165

阿南町 富草 しつぷく？ シツプク？ 7991

泰阜村 南山 しっぺいの 漆平野 8984-8995 93 137

天龍村 平岡 してぐり 為栗 2-17､21,24-26 1 1

下條村 睦沢 しでのきほら シデノ木洞 ５１０４～５１０７

天龍村 神原 しでのまい シデノ前 3471-3473 121 259

天龍村 神原 しでのわ シデノワ 1285-1287 110 198

阿智村 伍和 しでばやし シデ林 ６０６１，６０６５～６０６６

松川町 生田 しでぼら シデ洞 ５７９２ 40 90

喬木村 大和知 しとぎめん シトギメン 12027-12038

豊丘村 河野 しとぶ シトブ １９９５－ 二－2 167

松川町 大島 しとまき 四斗蒔 ４６－５０、５５ 19 31

天龍村 神原 しとわ シトワ 6228-6230 80 328

泰阜村 南山 しなあられ 品荒 6079,6081,6099,6142-6143,6345-6346,6349,6614 52,55 137

泰阜村 稻伏戸 しなのざわ シナノザハ 1278-1314,1323,1330-1332 20 48

天龍村 神原 しなのだいら 信濃平 4630-4632,4639-4646 146 291

天龍村 平岡 しなのたわ シナノタワ 1763 ８４，９７ 65

大鹿村 大河原 しなわききたる？
シナハキキタ
ル

5490－

泰阜村 稻伏戸 しなんざわ シナンザワ 1316 20，23 48

阿南町 和合 しにやま シニヤマ 2938

泰阜村 打沢 じぬしがいと 地主垣外 2467-2468 22 23

阿智村 駒場 しぬしかやま 猪鹿山 ２１１３～２１２２，２１２６～２１２９

阿南町 大下条 じぬしぶん 地主分 610～611

泰阜村 唐笠 じぬしやしき 地主屋敷 4044,4050-4052 14 23

阿南町 旦開 じのかみ 地の神 1426～1430，2455～2457

根羽村 黒地 じのかみ 地ノ神 2524～2525，2576

天龍村 平岡 しのさわ シノサワ 2058 ,2059 96 46

阿南町 富草 しのはら 篠原 9129～9133

阿智村 浪合 しのびさわ 忍沢 １５６９～１５７５

阿智村 浪合 しのびさわ 忍沢 ７９１～８３７ニ

阿智村 浪合 しのびさわぐち 忍沢口 ８０１ノ１～８０１ノ４

天龍村 神原 しばあて 柴アテ 1248-1249 95 196

天龍村 平岡 しばいまき シバイマキ 1926 96 74

豊丘村 神稲 しばおき シバオキ １０４３０－１０４３２

豊丘村 神稲 しばかき シバカキ １０４４７－ 五－3 106

下條村 陽皐 しばくれ 柴呉 １～３５，５７～５８，７７～７８
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天龍村 神原 しばさわ 芝沢 3444-3445 92 ,93 257

天龍村 神原 しばさわ シバ沢 6305-6310 79 257

豊丘村 河野 しばだいら 芝平 ４８８１－４８８２，４８５９，４８７４－４８７５，４８７８－４８８０ 五－2 59

松川町 生田 しばだいら 芝平 ６５５４－６５６８ 59 90

松川町 生田 しばだいらくぼ 芝平久保 ６５７２ 59 90

豊丘村 河野 しばだいらはた 芝平畑 ４８４４，４８４６－４８４７，４８５８，４８６７－４８７３ 五－2 59

阿南町 大下条 しばたち 芝立 3572～3577，3581～3592

阿南町 大下条 しばだち 芝立 1417

阿南町 大下条 しばだち 柴立 1392～1401，1419～1425，1445～1453，1455

阿南町 大下条 しばたて 芝立 821～827

下條村 睦沢 しばたて 芝立 ７３００

下條村 睦沢 しばたてした 芝立下 ７２９７～７２９８

豊丘村 神稲 しばつるね 芝ツルネ １２２４４－１２２４５，１２２７１－１２２７４ 五－3 93

下條村 陽皐 しばとのい 志摩殿井

天龍村 神原 しばどや シバドヤ 1531，1533，　1535 137 205

阿智村 伍和 しばとりや 芝鳥ヤ ５４７８～５４８１

阿智村 伍和 しばとりや 芝鳥屋 ５６４１～

天龍村 平岡 しばのうつ 柴ノウツ 1924-1925 97 74

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

下條村 睦沢 しばのさわ 芝ノ沢 ５０２７～５０３９，５０８５，５１０２～５１０３

豊丘村 神稲 しばばた 柴畑 １７３４－１７３５，１７５０－１７６５ 二－4 86

阿智村 浪合 しばはら 芝原 ４０３～

阿智村 浪合 しばはら 芝原 ７７５～

高森町 山吹 しばま 芝間 ５８７６－５９０４ １１－８ 56

高森町 山吹 しばみや 芝宮 ８８４０－８８４１ 56

松川町 生田 しばやすみ 芝休 ７８２７ 58，64 90

阿智村 浪合 しばら シバラ ６～３５

阿南町 大下条 しひゃくめ 四百目 71～73

泰阜村 打沢 しひゃくめ 四百目 2373 25 56

泰阜村 怒田 じひろ 地弘 2874 38 110

阿南町 大下条 しぶがえと シブガヘト 3058～3065，3080～3086，3329～3332，3338

阿智村 浪合 じぶざか 治部坂 １１４５～１１９７ロ

阿智村 浪合 じぶざかかわむかい 治部坂川向 １１８８ノ１～１２８６ノ２ニ

阿智村 浪合 じぶざかとうげ 治部坂峠 １１７５ハ～１１７５ホ

豊丘村 河野 しぶと シブト １８８６－１８８９

高森町 吉田 しほやしき シホヤシキ １０５６－１０７４ ８－１１ 56

下條村 陽皐 しほんぎ 四本木 １７７９～１７８０

天龍村 神原 しほんまき 四本マキ 2859-2860 149 241

天龍村 神原 しほんまつ
四本松（大久
名平ノ内）

405 58 159

泰阜村 唐笠 しほんまつ 四本松 3928-3930 12,14 22

阿南町 大下条 しま シマ 1532

阿南町 大下条 しま シマ 1923



231

阿南町 大下条 しま 嶋 1～46,1738～1740,1743,1945～1949

阿南町 大下条 しま シマ 2202～2210

阿南町 富草 しま 嶋 7446～7450

下條村 陽皐 しま 島 １２７３～１２７４

喬木村 大島 しま 島 9599-9603,9661-9663,9671-9680

天龍村 神原 しま 島 5792-5815 91 75

天龍村 平岡 しま 嶋 1933-1934,1937-19４５，1947-1960,1962-1963 96 ,110 75

天龍村 平岡 しま 島 83-97,103-105,112-118,132,140,147-167，171 47 75

豊丘村 神稲 しま 島 ６７６７－

豊丘村 神稲 しま 嶌 ６７６４－６７６５ 二－5 25

豊丘村 神稲 しま 嶋 ６７６５－６７６７，７８６４ 二－5 25

根羽村 檜原 しま 嶋 1175～1176

泰阜村 門島 しま 島
4687-4696,4715,4718-4719,4724,4726-4729,4733-4734，
4736，4738

32，49 87

高森町 山吹 じまい 寺前 ４５６３－４５７５、４６９１－４６９６，４７０４－４７０８ １１－８ 59

高森町 吉田 じまい ジマイ ７８８－７９０ ８－１１ 56

高森町 吉田 じまい 地舞 ８１９－８４６ ７－１１ 56

喬木村 小川 しまいばら 島井原 7832-7837

阿南町 大下条 しまかいと シマ開土 672

阿南町 大下条 しまかいと 島開土 669，　671

阿智村 駒場 しまがいと 島垣外

５３８，８６５～８７１，８８０～８８３，８８５～９２５，９２９～９３
１，１０４５～１０４９，１０５５～１０８０，１０６１～１０６２，１０
８４～１０８９，１０９７～１１００，１１０５，１１０８，１１１９～１
１２０，１１２２～１１２３

阿智村 智里 しまがいと 嶋垣外 ３０９２～３０９３

阿智村 浪合 しまがいと 島垣外 ４６２～４８７

喬木村 小川 しまがいと 島垣外 7318-7319

泰阜村 南山 しまがいと 島垣外 6720 72 137

泰阜村 南山 しまがいと 嶋垣外 6429-6430 70 137

大鹿村 大河原 しまかわ 島川 4759－

大鹿村 大河原 しまがわら 島川原 450～974

泰阜村 門島 しまがわら 島河原 4698 32 87

泰阜村 門島 しまぐち 島口 4699,4701-4714,4720-4723,4725 32，35 87

阿南町 富草 しまだ し満田 2075～2078

泰阜村 左京 しまだ 島田 6024 53 100

泰阜村 南山 しまだ 島（嶋）田 6050-6053,6055-6058 53 100

阿南町 富草 しまだや 島田屋 524

泰阜村 平島田 しまづくり 島作 3423-3430 39 112

泰阜村 平島田 しまづくりうしろ 島作後 3431 39 112

天龍村 平岡 しまとち 島杤（宇連山ノ内）935 23 132

泰阜村 左京 しまのかみ 島の神 5771-5772 53 100

下條村 睦沢 しまのた 島ノ田 ４２３２～４２４４，４２８５

喬木村 伊久間 しまのまえ 島ノ前
15670,15676.15680,15687,15694-15728，15730，15752-
15753,15756,15783-15784,15996，16011-16103

喬木村 伊久間 しまのまえ 島之前
16014-16018,16028-16073,16020-16025，16079-
16103,17336-17340
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泰阜村 打沢 しまのもと シマノモト 2513-2514 26，42 68

阿智村 伍和 しまはた 島畑 ６８２２～６８３０，６８３３～６８３４

阿南町 富草 しまばた 島畑 4881～4889

阿南町 富草 しまばた しま畑 6010～6011

豊丘村 神稲 しまばた 嶋畑 ６７５７－ 二－5 26

根羽村 檜原 しまばた 嶋畑 1052

根羽村 高橋 しまばた 島畑 4943，4964

松川町 元大島 しまばた 島畑 ６８４，６９９－７０２，１０６４ 46，55 90

天龍村 神原 しまぼら 島洞 311 57 152

天龍村 神原 しまやま しま山 5816 91 312

阿南町 大下条 しみす 清水 1362

阿智村 春日 しみず 清水 ７８８～８１０

阿智村 伍和 しみず 清水 ２９１６～２９２６，２９２９イ１，２９３０～２９３４，２９４２

阿智村 清内路 しみず 志水 ３５８～３６４，３６７，３９１

阿南町 富草 しみず 清水 829

阿南町 大下条 しみず 清水 1980

阿南町 大下条 しみず 清水 2625

阿南町 富草 しみず 清水 5979

阿南町 富草 しみず 清水 8690

阿南町 大下条 しみず 清水 1671，　1687，1768

阿南町 大下条 しみず 清水 1707～1711，1719～1720

阿南町 大下条 しみず シミズ 1992～1993

阿南町 大下条 しみず 清水 2436～2440

阿南町 大下条 しみず 清水 41，43～44

阿南町 大下条 しみず 清水 47～83,694～699

阿南町 大下条 しみず シミズ 535～538

阿南町 富草 しみず 清水 7740～7746，7789～7791

阿南町 和合 しみず 清水 841～843，2914～2915

阿南町 旦開 しみず 清水 843～845

売木村 旭 しみず 清水 ８８３～８９１イ

大鹿村 大河原 しみず 清水
3205～3269，3296，3301～3311，3318～3323，3340～
3350

大鹿村 大河原 しみず 清水 5188～5189

大鹿村 鹿塩 しみず 清水 1166～1168，1177～1179

下條村 睦沢 しみず 清水 １６０９～１６１０

下條村 陽皐 しみず 清水 ５０５３～５０６６

下條村 陽皐 しみず 清水 ５５７６～５５７８

高森町 牛牧 しみず 清水 ８５６，２４６１－２４６３ ４－１３ 57

高森町 山吹 しみず 清水 3096－3097，３７２４－３７２６，３９７１－４００９ ９－７ 57

天龍村 神原 しみず 清水 687 81 28

天龍村 神原 しみず 清水 4154-4155，4157-4163，4180-4181 105 ,119 28

天龍村 神原 しみず 清水 4990 146 28

天龍村 平岡 しみず 清水 1621-1623 70 28

天龍村 平岡 しみず 清水 2068 110 28
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天龍村 平岡 しみず 清水 342-348,350-368,373-374,376-378 ２６，３７ 28

天龍村 平岡 しみず 清水 2333 139 ,154 28

天龍村 平岡 しみず 清水 504-505,507,578-579,581,731-732 4 ,35 28

天龍村 平岡 しみず 清水 1394,1398-1400 60 28

豊丘村 河野 しみず 清水 ２４８２－２４８９，２４４－２４５，３７７５－３７７８ 二－2 157

豊丘村 神稲 しみず 清水
１１９９０－１１９９２，７７８７，６８８６，７５３－７６２，７７６，
７８４

二－4 33

根羽村 小川 しみず 清水 3885～3893，4035

松川町 元大島 しみず 清水 ２９２－２９５，８３６－８３７，９５４ 46，55 24

松川町 大島 しみず 清水 １２１－１３０ 14 24

泰阜村 明島 しみず シミズ 5150 36 3

泰阜村 打沢 しみず シミズ 2129 22 3

泰阜村 唐笠 しみず 清水 4018 14 3

泰阜村 金野 しみず 清水 506 2 3

泰阜村 左京 しみず 清水 5953-5955,5958,5962-5963 53 3

泰阜村 南山 しみず 清水 8339 88 3

泰阜村 南山 しみずいけ 清水池 8616 90 3

根羽村 向黒地 しみずいど 清水井戸 2675～2686

阿南町 大下条 しみずいり 清水入 1768ｲﾛ

阿南町 大下条 しみずいり 清水入 2313～2315

豊丘村 河野 しみずおき 清水沖 ７７９４－７８３９ 二－1 3

喬木村 小川 しみずがいと 清水垣外 6386,6401-6404

松川町 上片桐 しみずがくぼ 清水ヶ久保 ４６０３－４６０４ 21 24

高森町 牛牧 しみずがしら 清水頭 ３２５－３３１ ６－１３ 57

阿智村 伍和 しみずがひら 清水ヶ平 ５５２５～５５３１

豊丘村 河野 しみずくぼ 清水久保 ４０３７－４０４３，４０４５－４０５９，４０７２－４０７６ 五－1 147

豊丘村 神稲 しみずくぼ 清水久保 ２７７１－２７７２ 五－5 111

松川町 生田 しみずくぼ 清水久保 ８３６６－８３８7，８４１４－８４２１ 62，63 24

松川町 元大島 しみずくぼ 清水窪 ５２９８ 27 24

豊丘村 河野 しみずざか 清水坂 ２３８１－２３８３，１９８５－１９８８ 二－2 89

豊丘村 神稲 しみずざか 清水坂 ４８５１－ 89

阿南町 和合 しみずさわ 清水沢 1923

阿南町 大下条 しみずさわ 清水沢 1868～1872，1898～1908

下條村 睦沢 しみずさわ 清水沢 ７６５８，７６６３～７６６４，７５６６～７６７２

松川町 生田 しみずさわ 清水澤 ２１７４－２１８２ 30 90

阿南町 大下条 しみずざわ 清水沢 2041～2043，2078

天龍村 神原 しみずざわ 清水沢 238 33 147

下條村 睦沢 しみずした 清水下 ８７８６，　８７８９

豊丘村 河野 しみずした 清水下 ７６４５－７６６９，７６６３－７６７０，７６７３－７６７９ 二－2 3

豊丘村 神稲 しみずした 清水下 １０７１９－１０７２０ 五－3 96

豊丘村 神稲 しみずしり 清水尻 １９３４－１９３６ 二－4 88

下條村 睦沢 しみずじり 清水尻 ４６６６

阿智村 伍和 しみずだ 清水田 ２６３～２６５，２９９～３００

下條村 陽皐 しみずだ 清水田 ３４７～３５３
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喬木村 富田 しみずだ 清水田 12169

喬木村 小川 しみずだ 清水田 6400

高森町 牛牧 しみずだ 清水田 ２６８－２７２ ６－１３ 57

根羽村 中野 しみずだ 清水田 4469～4470

泰阜村 門島 しみずだ 清水田 4673-4676 31，32 3

阿智村 春日 しみずだいら 清水平 ２５３５～２５４７，２６１５～２６２４

大鹿村 大河原 しみずだいら 清水平 4183～4184

大鹿村 大河原 しみずだいら 清水平 5479～5481

大鹿村 鹿塩 しみずだいら 清水平 184～213

豊丘村 河野 しみずだいら 清水平 ７６６２－

泰阜村 南山 しみずだに 清水谷 8030-8031 74,89 137

阿智村 智里 しみずたり 清水タリ ４２９４～４２９７，４３１４～４３１７

喬木村 氏乗 しみずたれ 清水たれ 9964

高森町 牛牧 しみずだれ 清水タレ １３６８－１３６９，１７６７，１７７１，１７７５ ５－１２ 57

阿南町 富草 しみずば 清水場 798

阿南町 富草 しみずはた 清水畑 1556～1559

阿南町 大下条 しみずはた 清水畑 2039～2043,2045～2048

阿南町 富草 しみずはた 清水畑 9440～9441，9520～9521

阿智村 清内路 しみずばた 志水畑 ３６８～３８８

大鹿村 大河原 しみずばた 清水端 2245～2253

大鹿村 大河原 しみずばた 清水畑 4791～4793，4796

下條村 陽皐 しみずばた 清水端 １５６０

下條村 睦沢 しみずばた 清水畑 １～９

下條村 陽皐 しみずばた 清水畑 ３８８～３９２

喬木村 伊久間 しみずばた 清水端 15500,15505-15508,15518,15516-15520，15530

下條村 睦沢 しみずほら 清水洞 ５３０５～５３０７

阿南町 大下条 しみずぼら 清水洞 1629～1631，1640，1645

下條村 睦沢 しみずぼら 清水洞 １００６８～１００６９，１００７１，１００９７，１０１５９

下條村 睦沢 しみずぼら 清水洞 ８９２９～８９３０

松川町 生田 しみずみち 清水道 ４５－４６ 56 90

阿南町 大下条 しみずもと 清水本 2714～2718

阿南町 富草 しみずやま 清水山 7473～7476

高森町 山吹 しみずやま 清水山 3046 ８－７ 57

阿南町 大下条 しみずわき 清水ワキ 2450～2451

松川町 元大島 しみずわき 清水脇 １１９５，１２０６－１２０８，１２８０－１２８２，１２８８－１２８９ 37，38 90

高森町 出原 しみつだ シミツダ 236 ８－９ 57

根羽村 万場瀬 しめんとう 四面塔 1625

阿智村 伍和 しも 下モ ４５７８～

阿南町 富草 しも 志茂 724

阿南町 和合 しも 下 242

阿南町 大下条 しも シモ 1204

阿南町 大下条 しも シモ 1330

阿南町 大下条 しも 下 1716
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阿南町 富草 しも 志茂 4746

阿南町 富草 しも 枝茂 5171

阿南町 富草 しも 下 8774

阿南町 旦開 しも 下 1401～1404

阿南町 和合 しも 下も
2707～2720，2726～2728，2731～2744，2748～2750，
2759～2760

下條村 睦沢 しも 志茂 １７

下條村 陽皐 しも 志茂 ５５９４

下條村 陽皐 しも 枝茂 ６２７１

下條村 陽皐 しも 志茂 ６８１１

下條村 陽皐 しも 下 ７２８５

下條村 睦沢 しも 下モ １０１５４

喬木村 富田 しも 下 13695 4 14

泰阜村 鍬不取 しも シモ 2756 38 94

下條村 睦沢 しも？ 下 ６９２３，　７４３６

阿智村 伍和 しもあいざわ 下相沢 ４５０５～４５０８

泰阜村 南山 しもあかぞれ 下赤ゾレ 7390 62 116

高森町 牛牧 しもあかだ 下アカ田 1457 ５－１３ 57

高森町 牛牧 しもあかだ 下赤田
３５８－３５９，１４５８，１４６０，１４６２，１４６５ロ、１４７４－
１４７５

５－１３ 57

泰阜村 左京 しもあなじょう 下穴城 5563 51,52 98

豊丘村 神稲 しもあぶかわ 下虻川 ３５６０－３５８３，３５８８－３５９０ 二－5 15,168

大鹿村 大河原 しもあめざわ 下雨沢 4347～4351

大鹿村 大河原 しもあめざわひかげ 下雨沢日影 4352～4358

大鹿村 大河原
しもあめざわひなたひ
かげ

下雨沢日向
日影

4346－

阿南町 大下条 しもあめほり 下雨ホリ 1716

高森町 牛牧 しもあらた 下アラタ １５５８－１５６０，１５６３－１５６７ ５－１２ 31

下條村 睦沢 しもあらやま 下新山 ２７９５～２８０５

豊丘村 河野 しもいおき 下井沖 ７７７１－ 二－1 3

阿智村 伍和 しもいけ 下池 ４２２８～４２３０

大鹿村 大河原 しもいけじり 下池尻 4628－

下條村 陽皐 しもいっかんめ 下一貫目 ６２１６～６２１９

喬木村 小川 しもいど 下井戸 8339-8340

喬木村 伊久間 しもいど 下井戸 15809,15814,15849,15862-15863,15866-15867，15882

根羽村 黒地 しもいど 下井戸 2504

阿南町 大下条 しもいどだ 下井戸田 1217～1218

高森町 牛牧 しもいなば 下イナバ １２７５，１２７７－１２８２，１３３１－１３３３ ５－１３ 32

高森町 大島山 しもうさ 下沢 ３４１，　３４５ ６－１１ 57

泰阜村 南山 しもうしろやま 下後山 7930-7931 92 40

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

阿南町 富草 しもうっぷき 下打吹 7565～7567

松川町 生田 しもうばしま 下ウバ嶋 １４３２－１４３３，１４３４－１４３６ 62 65

阿南町 大下条 しもうまみち 下馬道 120～132

豊丘村 神稲 しもうるしざわ 下漆沢 ３６－４３，７３－８６ 二－3 6
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阿南町 富草 しもえくりだ 下上栗田 7204～7209

高森町 牛牧 しもおおくぼ 下大久保 ２００８－２０１２，２０１６，２０１９－２０２０ ５－１１ 32

高森町 上市田 しもおおくぼ 下大久保 ９６－１０５ ６－１２ 32

泰阜村 南山 しもおおさわ 下大澤 7538 71 137

天龍村 神原 しもおおの 下大野 288 44 149

下條村 睦沢 しもおおはし 下大ハシ ６９２１

天龍村 平岡 しもおおひら 下大ヒラ 2216ﾉ1-9 124 88

泰阜村 稻伏戸 しもおおぼら 下大洞 1569 20 49

阿南町 富草 しもおんざわ 下恩澤 711～712，717～719

阿南町 和合 しもかいと 下開土 463

阿南町 大下条 しもかいと 下開土 589

阿南町 和合 しもかいと 下開土 258～261

阿南町 大下条 しもかいと シモカイ土 484，487～492，495～499

天龍村 神原 しもかいと 下開土 3224-3230 80 13

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

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

阿智村 伍和 しもがいと 下垣外
２０６３～２０６７，４１３７，４１４２～４１５４，４１６１～４１６
９，４２１１

阿智村 伍和 しもがいと 下垣外 ４５９５～

阿智村 智里 しもがいと 下垣外 ４８９４～４８９９，４９０７～４９１０

阿南町 富草 しもがいと 下垣外 168

阿南町 富草 しもがいと 下垣外 329～342

阿南町 大下条 しもがいと シモガイト 2022～2031

阿南町 大下条 しもがいと 下垣外 2450～2453，2460～2466

阿南町 和合 しもがいと 下垣外
462，464～465，2146，2148～2149，2151～2155，2157，
2178～2189

阿南町 富草 しもがいと 下垣外 6253～6269

阿南町 大下条 しもがいと 下垣外 661～682

阿南町 富草 しもがいと 下垣外 7972～7974，7999～8001

阿南町 旦開 しもがいと 下垣外 811～821

阿南町 大下条 しもがいと 下垣外 856～857

阿南町 富草 しもがいと 下垣外 9431～9436

阿南町 富草 しもがいと 下かいと 9522～9524

大鹿村 大河原 しもがいと 下垣外
3079，3090～3092，3094～3000，3004～3118，3120～
3129

下條村 陽皐 しもがいと 下垣外 ４１７３～４１７４

下條村 睦沢 しもがいと 下垣外 ４７７５～４７７７，４７７９

下條村 陽皐 しもがいと 下垣外
６７６７～６７７３，６７７５イ～６７７７，６８０８～６８１０，６８１
２

下條村 陽皐 しもがいと 下垣外
６８１３～６８２１，６８２３～６８２６，６８３８～６８２９，６８３１
～６８３４，６８３６

喬木村 小川 しもがいと 下垣外 7720

高森町 牛牧 しもがいと 下垣外 １２１９－１２２２，１２２５－１２２７，１２２９－１２３０ ５－１２ 57

高森町 山吹 しもがいと 下垣外 6113 １２－９ 57

天龍村 神原 しもがいと 下垣外 28,40 13 136

豊丘村 河野 しもがいと 下垣外
２４４５－２４４６，２５２５－２５３８，５５４７－５５５９，５５６１
－５５６２，５７７３－５７８５，５７９０，５７９２

二－2 130
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豊丘村 神稲 しもがいと 下垣外 ５４０２，５４０７，５４１０，５５６６，５５７５ 五－2 167

根羽村 万場瀬 しもがいと 下垣外 1507～1508

根羽村 町 しもがいと 下垣外 2139

松川町 上片桐 しもがいと 下垣外 ４２３６－４２４１，４２４６－４２７６ 21 24

松川町 生田 しもがいと 下垣外 ２１１２－２１３６，4190－4210 30，53 24

泰阜村 打沢 しもがいと 下垣外 1715 22 28

泰阜村 金野 しもがいと 下垣外 69-70,129-133 6,16 28

泰阜村 黒見 しもがいと 下垣外 4509-4511 33,35 28

泰阜村 左京 しもがいと 下垣外 5861 53 28

泰阜村 万場 しもがいと 下垣外 3683-3684,3784-3786,3789,3822-3825 18,34 28

阿南町 和合 しもがいとうえ 下垣外上 2150

阿智村 伍和 しもがいとかわら 下垣外川原 ４６３０ロ

天龍村 神原 しもがいとした 下垣外下 29 13 136

阿智村 伍和
しもがいとたかごしか
わら

下垣外高越
川原

４６３０イ

大鹿村 大河原 しもがいとひかげ 下垣内日蔭 3119－

大鹿村 大河原 しもがいとひかげ 下垣内日蔭 3119－

阿南町 大下条 しもかいどほら シモ開土洞 501

阿南町 大下条
しもかいどむかいだひ
ら

シモ開土向
田ヒラ

502

阿南町 大下条 しもがえと シモガヘト 2934

喬木村 小川 しもがき 下垣 5805

天龍村 神原 しもかくべい 下角兵 139 32 137

天龍村 平岡 しもかげし 下可げし 1467 ６０，７２ 41

下條村 陽皐 しもかにだ 下蟹田 ９５０

下條村 陽皐 しもかにだ 下蟹田 ３６３，３７４～３８２，３８４

天龍村 平岡 しもかぶれ 下カフレ 2278

阿南町 大下条 しもかみなか 下上中 2533

大鹿村 大河原 しもからさわ 下唐沢 4417～4419

大鹿村 大河原 しもからさわひなた 下唐沢日向 4415～4416

天龍村 神原 しもかろめした 下カロメ下 444

阿南町 大下条 しもかわだ 下川田 1127～1136，1145～1178

阿智村 伍和 しもかわち 下河内 ４２６１～４２６４，４２８２～４３２２

阿智村 智里 しもかわら 下川原 ８５７，９０６～９０９

阿智村 駒場 しもがわら 下川原 ６５６～６５８ロ，７２７～７３２

阿智村 伍和 しもがわら 下河原 ４２６３イ３

阿智村 伍和 しもがわら 下川原 ４７２，４７４～４９６，５００～５１２

阿南町 富草 しもがわら 下川原 6523～6532

阿南町 富草 しもがわら 下川原 6665，6669～6677

下條村 陽皐 しもがわら 下川原 ５２０５～５３１７

下條村 陽皐 しもがわら 下川原 ６６２１～６６３３

下條村 陽皐 しもがわら 下河原

喬木村 小川 しもがわら 下河原 6495-6524,6527-6534

喬木村 小川 しもがわら 下川原
6540,6542,6544-6563,6580-6581,6587-6594,6597-
6598,6601
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高森町 牛牧 しもがわら 下河原 ２６６５－２６７９，２６８９－２６９４，２７０３ ６－１１ 32

高森町 牛牧 しもがわら 下川原 ２６９５－２６９６ ６－１１ 32

高森町 山吹 しもがわら 下河原
４４２１－４４７１，４４９２－４５０５，４５３１－４５３８，6269－
6319

１０－９ 32

高森町 吉田 しもがわら 下川原 ２２５６－２２９９，２３００－２３１１ １１－９ 32

豊丘村 神稲 しもがわら 下川原 ５４２２－ 五－2 168

根羽村 小川 しもがわら 下川原 3972～3978，4022

阿南町 富草 しもがわらおおぎり 下川原大切 6666

阿南町 大下条 しもかわらかわばた 下河原川端 2303

喬木村 小川 しもがわらみちした 下川原道下 6599-6600,6602

天龍村 神原 しもかんさく 下勘作 344 57 155

下條村 睦沢 しもきたざわ 下北沢 １０１５８～１０１５９

泰阜村 高町 しもきょうづか 下京塚 967 19 44

阿智村 智里 しもきりやま 下切山 ４２６２～４２６６，５１５８～５１６４

豊丘村 神稲 しもくたやしき 下久太屋敷 ５１７１－５１７４ 五－2 51

阿南町 大下条 しもくな 下クナ 1480～1483，1500～1515

阿南町 和合 しもくぼ 下久保 2008～2009，2011～2017

高森町 山吹 しもくぼ 下久保 ５４０６－５４０８ 58

松川町 生田 しもくらたいら 下倉平 １２５，１２９－１３１，１３３－１３７ 56 82

松川町 生田 しもくり 下栗
4077-4079，４６６９－４６８６，４６８８－４６９０，４６９３－４
６９４

53 90

松川町 生田 しもくりみちうえ 下栗道上 ４６８７ 52 91

阿南町 富草 しもくれ 下くれ 5980

阿南町 富草 しもぐれ シモグレ 6056～6059

阿南町 富草 しもぐれ 下ぐれ 6076～6081

阿南町 大下条 しもげ シモゲ 442～447

阿南町 大下条 しもげた シモゲタ 188～194，196，212～214

松川町 生田 しもげんとう 下ゲントウ ５０９１－５１１１ 42 91

阿南町 大下条 しもげんの 下源ノ 2267,2269,2271～2281,2284,2286～2300

阿南町 大下条 しもげんのかわばた 下源ノ川端 22832285

阿南町 大下条 しもげんのかわはら 下源ノ川原 2301～2302

松川町 上片桐 しもこうじ 下小路
３４８２－３４８４，３４８９－３５００，３５５１－３５５４，３５６０
－３５６３

16 91

喬木村 小川 しもごうしざわ 下ごうし沢 8367,　8384

大鹿村 大河原 しもこじま 下小島 5060－

喬木村 小川 しもこせ 下古瀨 6333　,6335

喬木村 大島 しもこせ 下コセ 9688-9695

阿南町 和合 しもこの 下コノ 565～566，568，571

阿南町 和合 しもこばた 下小畑 1343

阿南町 富草 しもごひゃくめ 下五百目 1026～1029

阿智村 智里 しもさいはん 下サイハン ３９８～４０１

天龍村 神原 しもさいもんじ 下サイモンチ 345 57 156

泰阜村 左京 しもさきょう 下左京 5959,5964-5966,5969-5974,5977-5978,5988 53 100

松川町 生田 しもさこえ 下佐越 １５８３，7929－7936，7938－7942 57 86

阿南町 大下条 しもさぶり シモサブリ 1516～1519
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喬木村 加加須 しもさわ 下沢 5317-5318

豊丘村 神稲 しもさわ 下澤 ５６３１－５６５２ 五－5 167

阿南町 富草 しもざわ 下澤 822～828，830～837

天龍村 神原 しもざわ 下沢 2029-2030，2033-2035，2047-2050 ,2091-2094 ,2197 168 220

泰阜村 南山 しもさわかみ 下沢上 8306 - -

大鹿村 大河原 しもざわのうえ 下沢ノ上 4247－

喬木村 小川 しもしおだ 下塩田 7323

阿智村 清内路 しもじま 下島 ７５５～７６７

阿智村 浪合 しもじま 下島 １１６～１１８

阿南町 和合 しもじま 下ジマ 160～161，163～166

阿南町 和合 しもじま 下嶋 2723～2725

大鹿村 大河原 しもじま 下ジマ 4190～4195

大鹿村 大河原 しもじま 下島 5483？～5488

大鹿村 鹿塩 しもじま 下島 1～30，38～39，58

根羽村 老平 しもじま 下島 3677～3682ﾉ3

松川町 元大島 しもじま 下島
１９３，１９６－１９７，２７６－２９０，２９８－２９９，３０３，３１
０－３３４，３３９，３４５，３５０－３５１，３５３，３５９－３６０，
３６２－３６３，３６５，３６７，３７９－３８０

55 91

阿南町 和合 しもじまかわら 下ジマ川原 162

阿智村 智里 しもしょうぶだ 下勝負田 ８８～９１

阿智村 駒場 しもじょうろくばら 下丈六原 ９５５～９７９

阿南町 富草 しもじり 下尻 8375

泰阜村 万場 しもすけだ 下助田 3701-3702,3705,3710-3713,3715,3717-3720 21,37 39

下條村 陽皐 しもすげのだ 下菅野田 ６５６７

阿智村 智里
しもぜがはらうえのた
いら

下瀬ヶ原上ノ
平

３６２９，３６５５～

阿智村 智里
しもぜがはらしものか
わら

下瀬ヶ原下ノ
川原

３７３７～３７３８

阿智村 智里 しもぜがわら 下瀬川原 ３４４５～３５１２

松川町 上片桐 しもそうれい 下惣礼 1820 8 7

阿智村 伍和 しもだ 下モ田 ５２３０～５２５７

下條村 睦沢 しもだ 下田 １００８，１００１６～１００２５，１００２７～１００２８

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

高森町 下市田 しもだ 下田 １９９４－１９９５ ９－１４ 58

高森町 山吹 しもだ 下田 6023，6043，６１２０－６１３６，６１３８ １２－８ 58

天龍村 神原 しもだ 下田 63 ,64

天龍村 神原 しもだ 下田 4787-4788 132 130

天龍村 平岡 しもだ 下田 818 34 130

豊丘村 河野 しもだ 下田 ５１４３－５１４９，５９３６－５９４１，５９４５－５９５４ 五－1 127

豊丘村 神稲 しもだ 下田 ２３６９－２３７４ 五－2 54

豊丘村 神稲 しもだ 霜田 ２３６２－２３６６ 五－2 54

阿南町 和合 しもたいら 下モタイラ 2770

阿智村 春日 しもだいら 下平 ２５２４～２５３４

阿智村 伍和 しもだいら 下平
３７０１～３７１０，３７１２，３７１６～３７１８，３７３３～３７４
２，４０６２～４０６７
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阿智村 智里 しもだいら 下平 １１４８～１１７６

阿南町 富草 しもだいら 下平 483～484，496～497

阿南町 大下条 しもだいら 下平 1833，　1840

阿南町 和合 しもだいら 下平
277，279～283，637，641，647～659，824～830，835，
2240～2241，2247

阿南町 和合 しもだいら 下平

阿南町 和合 しもだいら 下平

喬木村 大島 しもだいら 下平 9407-9409,､9637-9660

高森町 山吹 しもだいら 下平
１２２９－１２６６，１２７１－１２８１，１３４８－１５２４，１８０１
－１８８８

１０－９ 58

豊丘村 神稲 しもだいら 下平 ６９００－ 二－5 31

平谷村 ムク沢 しもだいら 下平 ３９１，６５６，　６６３

松川町 生田 しもだいら 下平
２４６１－２４９５，２５０７－２５０８，２５１５－２５１６，２５４９
－２５５３

23 40

泰阜村 平野 しもだいら 下平 4606 32 115

豊丘村 河野 しもだうえ 下田上 ５９４２－５９４４ 五－1 152

天龍村 神原 しもたかまち 下高町 1158 95 192

阿南町 和合 しもたきがわ 下滝川 2065

阿南町 和合 しもたきがわ 下タキ川 2064～2065

松川町 生田 しもたさわ 下田沢 ５９６２，５９６５，５９６７－５９７２ 50 76

松川町 生田 しもたさわひかげ
しもたさわひ
かげ

５９７８－５９８１ 51 76

松川町 元大島 しもたさわひなた 下田沢日向 ５９６６ 50 76

高森町 下市田 しもだした 下田下 ３０９８－３１０１，３１０３－３３２０，３３２８－３３９４ ５－１０ 58

大鹿村 鹿塩 しもたじま 下田島 3374～3375，3399～3418，4104～4105

大鹿村 鹿塩 しもたじま 下田島 3374～3375，3399～3418，4104～4105

豊丘村 河野 しもたじり 下田尻 ５０９３－５１３９ 五－5 168

阿智村 伍和 しもだどうまえ 下モ田堂前 ５２３０イ

下條村 陽皐 しもだのいり 下田ノ入 １４０８～１４０９

天龍村 神原 しもだふち 下田渕 4601　,4605 145 289

豊丘村 神稲 しもたむらやま 下田村山 １２５２８－ 五－4 121

阿南町 富草 しもたや 下田屋 7637

高森町 山吹 しもたらさわ 下寺沢 ４２４０－４２４７ １０－８ 58

根羽村 中野 しもだれ 下タレ 4403～4406

大鹿村 大河原 しもだんご 下団子 4511～4512

売木村 旭 しもたんぼ 下田穂 ８９２イ～１０４２

泰阜村 左京 しもちがやひら 下チガヤ平 5684 53 100

天龍村 平岡 しもちま 下チマ 2433 169 ,170 100

阿智村 智里 しもちようし 下チヨウシ ２３４８～２３４９

泰阜村 鍬不取 しもつか シモツカ 2761 38 94

喬木村 富田 しもづか 下塚 13565－13569,13601－13620 1 14

喬木村 小川 しもつきまつり 霜月祭 6569-6570

豊丘村 神稲 しもつさわ 下ツ澤 ５６３６－

泰阜村 黒見 しもて 下手 4351,4372-4374,4379-4381 30 91

阿智村 伍和 しもで 下出
３０９４～３１０６，３３１７，３３１９～３３２０，３３２２～７３３２
３
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阿智村 伍和 しもで 下手 ３３１８，３３２１～

阿南町 和合 しもで 下手 2106

下條村 睦沢 しもで 下出 １０１４４

天龍村 神原 しもで 下出 2143 168 223

天龍村 神原 しもで シモデ 312 57 152

豊丘村 神稲 しもで 下手 ９０３５－９０３６，９０４０ 二－5 30

泰阜村 南山 しもてがいと 下手垣外 7590-7591 74 91

泰阜村 南山 しもてがき 下手柿 8625 90 91

天龍村 神原 しもでぐち 下出口 5724-5725 77 310

阿智村 伍和 しもてらお 下寺尾 ５２９９～５３１３，５３１７～５３２９

阿智村 伍和 しもてらお 下寺尾 ７０６８，７０７１～７０８２

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

阿南町 大下条 しもてろう 下テロウ 936～939

泰阜村 黒見 しもとうじばた 下東治畑 4548 33 91

天龍村 神原 しもとこう 下戸口 3317,3322-3323,3327-3333,3352-3356,3364-3371 80 253

天龍村 神原 しもとずらの 下トヅラノ 1274 109 198

阿南町 大下条 しもとっぱら 下鳥原 323～338,350～354

豊丘村 神稲 しもとなか 下戸中
５４３４，５４４７－５４４８，５４５１，５４５５－５４５６，５５６７
－５５７１

五－2 51

豊丘村 神稲 しもとなかかわら 下戸中川原 ５４３１－５４３４，５４３５－５４４０ 五－2 51

喬木村 伊久間 しもとのむら 下殿村 15982-15986

阿智村 智里 しもどわい 下ドワイ ３０７～３０８

阿南町 富草 しもながくぼ 下長久保 425

阿智村 伍和 しもなかざわ 下モ中沢 ５６１２ロ１～５６２２

松川町 生田 しもながどおり 下長通 ３０６－３０７ 55 76

大鹿村 大河原 しもなかぼら 下中洞 4677～4679

大鹿村 大河原 しもなかぼら 下中洞 4677～4679

高森町 牛牧 しもなかや 下中屋 ２２７７－２２８１ ６－１２ 32

阿南町 富草 しもなぎ 下なき 1617

阿南町 和合 しもなぎ 下モナギ 2778

大鹿村 鹿塩 しもなぎ 下ナキ 626～628

大鹿村 鹿塩 しもなぎ 下ナキ 626～628

阿智村 伍和 しもにし 下西 ２２０４～２２０６

松川町 生田 しもにちょう 下二丁 １４３９－１４４１ 62 91

泰阜村 怒田 しもにほんまつ 下二本松 2936 38 109

天龍村 平岡 しもぬたのさわ 下ヌタノ澤 82 ２８，３８ 9

阿智村 春日 しもぬま 下沼 １８６３～１８６６

阿智村 伍和 しもぬま 下沼 ３０３０～３０４７

高森町 牛牧 しもぬま 下沼 ８７１－８７６ ４－１３ 59

喬木村 富田 しもねぎや 下祢宜屋 12264-12265

喬木村 大和知 しもねぎや 下根木屋 11897

阿南町 和合 しもねひき 下袮ひき 2238～2239

下條村 睦沢 しものあと 下ノ後 ７４１２

下條村 睦沢 しものおき 下沖 ６８４４～６８４８，６８４ノ２？
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泰阜村 南山 しものがいと 下ノ垣外 7662-7664,7668 74 28

下條村 睦沢 しものかみ 下ノ上 ５４４７

泰阜村 平野 しものきれ 下ノ切 4593-4594 35 66

下條村 陽皐 しものくろそね 下ノクロソネ ５９８０

阿南町 和合 しものこの 下ノコノ 567

阿南町 和合 しものこの 下この 541，547～552

阿南町 和合 しものこの 下のこの 569～570

阿南町 富草 しものごひゃくめ 下ノ五百目 1960～1961

下條村 陽皐 しものさわ 下ノ沢 ２２１９～２２２４，２２２６～２２２８

下條村 陽皐 しものさわ 下ノ沢 ２４４９，２４８３～２４８４

高森町 吉田 しものさわ 下ノ沢 ２４３８－２４４０ 59

松川町 生田 しものさわ 下ノ沢 4132-4136,4150-4153，４１８７－４１８８，４６２８－４６５２ 53 91

松川町 生田 しものさわひかげ 下ノ沢日影 ４１８９ 53 91

松川町 生田 しものさわひがしひら 下沢東ヒラ ４３３１ 53 92

阿智村 伍和 しものしば 下ノ芝
７１６８～７１７３，７２８８～７２９７，７４１６～７４１９，７４２
１，７４２３，７４２５～７４２７，７４３０，７４４１～７４４２

阿智村 伍和 しものしばひがしね 下ノ芝東根 ７４４３～

喬木村 大和知 しものた 下ノ田 11663-11664

泰阜村 南山 しものた 下ノ田 7665 74 138

阿智村 伍和 しものたいら 下ノ平 ２６９～２７０，２８９～２９０

阿智村 智里 しものたいら 下ノ平 １２８２～１２８３

阿智村 智里 しものたいら 下ノ平 ３７６３～３７６７

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

松川町 生田 しものたお 下ノタヲ １３８７，１３８９－１３９２ 62 77

松川町 生田 しものたおひなた 下ノタヲ日向 １３７５－１３７７ 62 77

喬木村 大和知 しものはた 下ノ畑 11673

阿智村 智里 しものはら 下ノ原 ６０９～６９６

阿南町 大下条 しものはら 下ノ原
1439～1440，1545～1568，1569ﾊ，1570～1585，1592～
1593

大鹿村 大河原
しものまつのたかわば
た

下ノ柗田川
端

5036－

泰阜村 金野 しものみや 下の宮 449,456,491-492 2,4 5

松川町 生田 しもはぎ 下萩 １９８６－１９８９ 48 92

根羽村 小戸名 しもはた 下畑 3333

泰阜村 南山 しもはた 下畑 7901-7902,7913 74 138

下條村 睦沢 しもばた 下モ畑 ８７８１～８７８４

天龍村 神原 しもばた 下畑 80

天龍村 神原 しもばた 下畑 256 44 148

阿智村 智里 しもばば 下馬場 ２７９９～

高森町 出原 しもばやし 下ハヤシ 286 ９－１０ 33

天龍村 神原 しもばやし 下林 829 81 179

天龍村 神原 しもばやし 下林 3334 80 179

泰阜村 稻伏戸 しもばやし 下林 1326-1329 20 31

泰阜村 金野 しもばやし 下林 704-705 16 31

泰阜村 金野 しもばやしした 下林下 707 15 31
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阿智村 春日 しもはら 下原 １６７１～１６７４，１６８３～１６８７，１７１０～１７３３

阿智村 春日 しもはら 下原
２８８３～２８８４，２９２０，２９３１～２９３２，２９３８～２９３
９，２９４３～２９４６，２９５４～２９５８，２９６５，２９７３～２９
８３，２９８７～２９９０，２９９４～２９９５

阿智村 伍和 しもはら 下モ原 ５５７２～５５７９

阿南町 富草 しもはら 下原 1644～1655

下條村 睦沢 しもはら 下原 ７９１０

下條村 睦沢 しもはら 下原 ３５００～３５１４，３５８３

下條村 睦沢 しもはら 下原
３８０６～３８０８，３８１４～３８１５，３８１９，３８３１～３８３
２，３８６３～３８６５

喬木村 小川 しもはら 下原 7497-7498

喬木村 大島 しもはら 下原 9500-9549

喬木村 伊久間 しもはら 下原 17033,17060-17123,17125-17132

高森町 出原 しもはら 下ハラ ５６－５８ ８－１０ 59

高森町 山吹 しもはら 下原 ８６８５－８７１９ ９－７ 59

松川町 大島 しもはら 霜原 ５３９８ 15，20 23

松川町 大島 しもはら 下原 ２４０，２５０－２５１，４２０－４８０ 19 23

高森町 上市田 しもばら 下原 ２５０－２５４ ７－１３ 59

阿南町 富草 しもはらじり 下原尻 1640～1643

喬木村 伊久間 しもはらそと 下原外 17057

阿智村 伍和 しもはらだ 下原田 ６３０５～６３０８

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

下條村 睦沢 しもひざわ 下火沢 ４１５９～４１６２，４３１３～４３２２

根羽村 檜原 しもひばら 下檜原 1119

豊丘村 河野 しもひゃくだ 下百田 ５８６０－５８７８，５８８１－５８８７ 五－4 132

松川町 生田 しもひらい 下平井 ８６８２ 92

喬木村 小川 しもひらはた 下平畑 6452-6453,6464-6468,6470

喬木村 小川 しもふくろがいと 下袋垣外 7673-7680

喬木村 富田 しもほそだ 下細田 15045 4 7

阿南町 大下条 しもほっき 下ホッキ 1610～1611

高森町 下市田 しもぼら 下洞 １７２－２１０，４０３２－４０３９ ７－１５ 33

阿南町 和合 しもまえ？ 下前 2925～2926

阿南町 大下条 しもまえだ 下前田 1684～1686

阿南町 富草 しもまえだ 下前田 6236～6246

阿南町 富草 しもまえだ 下前田 7756～7758

下條村 睦沢 しもまえだ 下前田 ７４３９

下條村 睦沢 しもまえだ 下前田 ５３９２～５４０２

阿智村 浪合 しもまち 下満知 ９９７ノ１～９９７ノ２

阿智村 浪合 しもまち 下町 ９９７ロ

松川町 元大島 しもまち 下町 ２３－２４，３５，２３８－２４０ 55 92

天龍村 平岡 しもまつくら 下松倉 2214 124 89

大鹿村 大河原 しもまつのた 下柗ノ田 5034～5035，5037～5039

阿南町 富草 しもまるやま 下丸山 1474～1479

阿南町 富草 しもみぞ 下みそ 5579

阿南町 富草 しもみぞ 下溝 5581～5587
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阿南町 大下条 しもみや 下宮 1609

大鹿村 大河原 しもみやざわ 下宮沢 4248～4249

売木村 長下 しもみやしろ 下宮城 ３－１、２１ロ

泰阜村 打沢 しもむかいがいと 下向垣外 2079 22 66

下條村 睦沢 しもむかいだ 下向田 ８８５３～８８５６，８８５８，８８７０～８８７６，８８７８

大鹿村 鹿塩 しもむかえ 下向 2380～2382

下條村 陽皐 しもむこうじま 下向島 ６６６４～６６７６，６７２６～６７２９

豊丘村 神稲 しもむら 下村 ３８５８－３８６１，３８６７，３８７０－３８７９，３９１３－３９１４ 二－5 16

天龍村 神原 しももろだいら 下モロ平 4257-4261 134 280

阿智村 春日 しもや 下家 ２６５２～

阿南町 富草 しもや 枝茂屋 5091

阿南町 大下条 しもや シモヤ 673～686

下條村 陽皐 しもや 志茂屋 ３７４１

根羽村 萸野 しもや シモヤ 2862～2870，2878

大鹿村 大河原 しもやくさわ 下薬沢 2347～2349

大鹿村 大河原 しもやくざわ 下薬沢 4851～4853

喬木村 氏乗 しもやくら 下やくら 10311-10318

下條村 睦沢 しもやさき 下矢サキ ７５５８，７５６４～７５６５

阿智村 伍和 しもやしき 下屋敷 ７６５～７７１，７７４

阿南町 和合 しもやつぼ 下矢坪 1804，1809，1812～1815

阿南町 和合 しもやつぼうえ 下矢坪上 1806

大鹿村 大河原 しもやなさわ 下ヤナ沢 4478－

下條村 睦沢 しもやぶ 下藪 ８９５７，８９５９～８９６０

阿南町 大下条 しもやま 下山 1539，1549～1550

阿南町 大下条 しもやま 下山 1863，　1869，1880

阿南町 富草 しもやま 下山 7513～7515

下條村 睦沢 しもやま 下モ山 ８６９１～９６９３，８６９５

天龍村 平岡 しもやま 下山 1931,1967-2000 96 ，110 44

松川町 生田 しもやまさわ 下山沢 ２９８４－２９８９ 31 92

泰阜村 唐笠 しもやまなか 下山中 4092-4094 14 29

天龍村 神原 しもやまもし 下山モシ 4495 131 285

阿智村 春日 しもゆかわざわ 下湯川沢 ３０５８～

豊丘村 神稲 しもよこやま 下横山
７８０，７８３，７８５－７９０，７９１－８０２，８２０－７４５，８４
９

二－4 84

阿南町 富草 しもろっぴゃくめ 下六百目 9153～9154

根羽村 新井 しもわらびだいら 下ワラヒ平？ 1036～1037

天龍村 神原 しやうま シヤウマ 6312-6313，6321-6322 92 328

松川町 元大島 しゃかどう 釈迦堂 96 55 92

下條村 陽皐 しゃぐうじ 社宮神 ４６７０～４６７３

豊丘村 神稲 しゃぐうじ 社宮路 ７８１７－ 二－5 28

泰阜村 南山 しゃぐうじのまえ 社宮地ノ前 7865,7867 74 103

阿南町 和合 しゃくがね 志やくかね 2393～2394

大鹿村 大河原 しゃくし 杓子 58～68

阿南町 大下条 しゃくじ シャクジ 2044
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阿南町 大下条 しゃくじ 社久地 2049～2058

下條村 陽皐 しゃくじ 社久地 １００４～１００８，１０６９～１０７０

阿南町 大下条 しゃぐし シャグシ 2487ﾉ1

阿智村 伍和 しゃぐじ 社宮地 ９５８～

阿南町 大下条 しゃぐじ 社久地 2506～2511，2520～2523

天龍村 平岡 しゃぐじ 社久地 191 47 118

根羽村 町 しゃぐじ 社グ地 2167～2172

松川町 上片桐 しゃぐじ 社宮神 ２３６９－２４１０，２８５３－２８５８ 10，11 92

大鹿村 大河原 しゃくしいえのした？
杓（拍）子家
の下

4268－

大鹿村 大河原 しゃくしいりひなた？
杓（拍）子入
日向

4264～4265

豊丘村 河野 しゃぐじがいと 社共地垣外 ３８３－３８８，３９３－３９４ 二－2 68

阿智村 伍和 しゃくしだ 杓子田 ６１３０～

大鹿村 鹿塩 しゃくしだいら 杓子平 2340－

高森町 山吹 しゃぐしだいら しゃぐし平 １２６７－１２７０ １０－９ 59

豊丘村 神稲 しゃくしぼら 尺止洞 ２３４９，２３５２－２３６１ 五－2 58

下條村 睦沢 しゃくしまえ シャクシ前 １００２６

下條村 陽皐 しゃぐじまえ 志ゃぐじ前 ４６７４,　４６８２

豊丘村 神稲 しゃくしやま 尺止山 ２３４７－２３４８，２３５１ 五－2 58

大鹿村 大河原 しゃくしやま？ 杓（拍）子山 4267－

大鹿村 大河原 しゃくしやまうえ？
杓（拍）子山
上

4266－

阿南町 大下条 しゃぐち 社久地 1968～1974

下條村 睦沢 しゃぐち 社久地
９４２９～９４３０，９４３２～９４３３，９７４７～９７４９，９６９５
～９６９８

平谷村 ムク沢 しゃぐち 社久地 ４３１－４３３，４３５，４３７

下條村 睦沢 しゃくちまえ 社久地前 １００２９～１００３０

高森町 出原 しゃくみした シャクミ下 １３８－１４０ ８－９ 59

天龍村 神原 しゃくやくだいら シャクヤク平 4351-4352 148 283

下條村 睦沢 しゃくやくはた 芍薬畑 ７２４９～７２５０

阿南町 富草 しゃごうじ 社合士 6827

阿南町 大下条 しゃごじ 社権神 397,399～403

売木村 中央 しゃごじ シャゴジ １３１３～１３１４

泰阜村 南山 しゃごじ シャゴジ 8570-8571 103 103

泰阜村 南山 しゃごじやぶ 志やごじ籔 7040 72 138

阿智村 浪合 じゃだし 蛇出シ ２００ホ～２１１

松川町 生田 じゃだし 蛇出し ７４６６－７４７２ 92

阿智村 浪合 じゃとうげやま 蛇峠山 １１９２イ１～１１９６イ１

阿智村 清内路 じゃぬけ ジャヌケ ３０００～３００９

喬木村 富田 しゃばみ シャハミ 14246-14247 3 15

喬木村 富田 しゃばみ 志やばみ 14324-14326 3 15

阿南町 大下条 じゃはみ ジヤハミ 405

阿南町 富草 じゃはみ ジャハミ 6867～6875

泰阜村 南山 じゃはみ 蛇喰 6704-6706 72 6
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阿智村 春日 じゃばみ 蛇遣 ２０９６～２０９９　　　（へびつかい）

阿智村 春日 じゃばみ ジャバミ ２２８～２４４

阿南町 富草 じゃばみ 蛇ハミ 6865

阿南町 富草 じゃばみ 蛇バミ 6933～6934

下條村 睦沢 じゃばみ 蛇歯見 ３６１～３６３，４０７～４０９

泰阜村 唐笠 じゃばみ ジャバミ 3976 3,12 6

天龍村 神原 しゃぶだ シャブ田 240 33 147

松川町 元大島 じゃりざか 砂利坂 １９１－１９２，３９３－４０３ 55 92

大鹿村 鹿塩 じゃれ ジャレ 2406－

大鹿村 鹿塩 じゃれ ジャレ 2406－

阿南町 和合 じやれ じやれ 1301，　1303

下條村 睦沢 じゅうおううえ 十王上 ２４４

豊丘村 神稲 じゅうおううら 十王裏 ７８８６－

阿智村 春日 じゅうおうざか 十王坂 １６１～１６２

阿智村 伍和 じゅうおうどう 十王堂 ３８３３～３８４５

豊丘村 神稲 じゅうおうどう 十王堂 ７８８３，　７８８６ 二－5 26

泰阜村 南山 じゅうおうどう 十王堂 8022 74 138

喬木村 伊久間 じゅうおうどうまえ 十王堂前 15781-15782

下條村 睦沢 じゅうおうはた 十王畑 ２４０７

下條村 睦沢 じゅうおうまえ 十王前 ２４７，　４７３

豊丘村 神稲 じゅうおうまえ 十王前 ６７８３－６７８６ 五－3 27

松川町 生田 じゅうおうまえ 十王前 ６６１－６６５ 48 50

松川町 元大島 じゅうおうまえ 十王前 1946 29 50

阿南町 富草 じゅうがいと 重垣外 6281～6287

阿南町 大下条 じゅうさんまわり 十三廻リ 1196

高森町 山吹 じゅうさんまわり 十三廻リ ４７１８－４７１９，４７２８ １１－８ 60

天龍村 平岡 じゅうぞうじま 重造島 257 86 23

松川町 元大島 じゅうぞうだ 十蔵田 ３４３，３４６ 55 92

豊丘村 神稲 じゅうにざん 十二山 １２５１７－ 五－3 97

天龍村 神原 じゅうにて 十二手 1953 168 217

豊丘村 河野 じゅうにてん 十二天 ９４０－９４５，９４８－９４９，９５９－９７７，９８２－９９２ 二－4 78

豊丘村 神稲 じゅうにてん 十二天 ８０３－８１９ 二－4 78

豊丘村 河野 じゅうにてんもりした 十二天森下 ９２６－

松川町 元大島 じゅうのじょうばた 十ノ丞畑 ６４７ 46 92

下條村 陽皐 じゅうはちそく 十八束 ２３５～２３６

喬木村 小川 じゅうろうえもんづくり 十郎衛門作り 6762

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

下條村 睦沢 じゅうろうばら 十郎原 ２７１３～２７１５

豊丘村 神稲 じゅうろくたん 十六反 １１６８－１２４６ 二－3 10

高森町 大島山 しゅく 宿 ４９３－４９５，１１２４－１１２６ ７－１１ 60

高森町 大島山 しゅぜんぼう 修善坊 ６５９－６６６ ６－１０ 60

根羽村 初入 じゅんかけ 巡掛け 5271～5276，5278

高森町 牛牧 じゅんれいざわ 順礼沢 １７２－１７５ ６－１４ 60
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高森町 牛牧 じゅんれいざわひかげ 順礼沢日カゲ３９０，４００－４０２ ６－１３ 60

高森町 牛牧 じゅんれいざわひなた 順礼沢日向 162 ６－１４ 60

阿智村 清内路 じゅんれいだいら 順礼平 ２７５４～２７６７，２８０５～２８１８

阿智村 清内路
じゅんれいだいらかわ
ばた

順礼平川端 ２７６８～２７７０

阿南町 大下条 じょう ジヤウ 2222

喬木村 富田 じょう 城 13723-13732 1 15

喬木村 小川 じょう 城 8435-8437

高森町 吉田 じょう 城 １３７８－１３８０，１３９４－１４０５，１４０９，2966 ９－１１ 60

豊丘村 河野 じょう 城 ３７３２－ 二－2 155

松川町 元大島 じょう 城 ４１１９－４１２０，４１５６－４１５７ 46 55

天龍村 神原 じょういり
ショウ入（郷
戸ヒラノ内）

140 13 137

阿南町 大下条 しょうえいだ 正永田 708，745～747

松川町 元大島 じょうえんだ 常圓田 １１５４，１１６４－１１６６，１１７０ 37 92

松川町 元大島 じょうえんだ 常円田 １１７２－１１７３ 37 92

阿南町 大下条 しょうえんばた シャウエン畑 831

松川町 元大島 しょうかく 昌カク ３９９４－３９９９ 46 93

喬木村 小川 しょうがくづか 正覚塚 7651-7652,7657-7659

喬木村 小川 しょうがくばた 正覚畑 8008

喬木村 加加須 じょうがくぼ 城ｹ久保 5341

阿智村 智里 じょうがこし 城ヶ越 ５３８～５５０

松川町 生田 じょうがさわ 城ヶ沢 １１３８，１６５３－１６５６，２１７０ 30 55

松川町 生田 じょうがだいら 城ヶ平 ２９３－２９４ 48 93

天龍村 神原 しょうがのね ショウガノネ 1469-1471 124 204

阿智村 智里 しょうがはら 庄ヶ原 ６９７～７００，７０５～７３３，８５８

松川町 生田 じょうがひら 城ケヒラ ２８０－２８１ 48 93

高森町 吉田 じょうがん 城岸 ３２５－３３８，３３９－３５５，４０３ ８－１２ 61

高森町 吉田 じょうがんがいと 城岸垣外 ６４８－６５２ ８－１２ 61

高森町 山吹 しょうかんづくり 将監作 ４７６６，４７６９－４７７０ １１－８ 61

高森町 山吹 しょうぎ 正木
２１５５－２１９４，２２２１－２３３４，２３４３，　　　　　　２３４６
ﾉ６

７－７ 61

豊丘村 神稲 しょうぎざか 将棋坂 ２４５１－２４６０ 五－5 121

大鹿村 鹿塩 じょうきん 上金 2461－

松川町 上片桐 じょうきんだ？ 上金田 １０７６－１０７７ 18 27

阿南町 大下条 しょうくぼ 庄久保 1403

阿南町 大下条 しょうくぼ 正久保 1359～1389

豊丘村 神稲 しょうくぼ 庄久保 １１０４３－１１０７６ 五－3 98

下條村 陽皐 しょうくら シャウクラ ５９８７

阿智村 浪合 しょうくろうばた 庄九郎畑 ９５８～９７０ロ

阿南町 大下条 じょうげ ジョウゲ 1153，1155～1160

阿智村 伍和 しょうげばた 庄毛畑 ４２１２～

下條村 睦沢 しょうげんじ 極楽山松源寺

松川町 上片桐 じょうげんだ 丈源太 ４４４，４４６，４４７ロ－４５０，４７２－４７７，４８４－４８５ 4 2
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松川町 上片桐 じょうげんだ 丈源田
１０７５－１０７６，１１０２－１１３６，１１４３，１１８６－１１９
０，１１９２－１１９８

4，6 2

下條村 陽皐 しょうけんだ？ 正堅固 ４８０２～４８０４，４８０７～４８０９

阿南町 大下条 しょうけんばた ショウケン畑 725～727

泰阜村 南山 しょうこさく 正小作 8815 98 138

阿南町 富草 じょうざか 城坂 2310～2315，2329～2338

喬木村 伊久間 じょうざか 城坂 16279-16280,16283

天龍村 神原 しょうじ
シヤウジ（郷
戸ヒラノ内）

196 43 143

根羽村 黒地 しょうじ 障子 2224，2422～2425

阿南町 大下条 しょうじいけ 庄司池 1966

豊丘村 河野 しょうじがいと 障子垣外 ２７２３－２７４１ 二－2 168

天龍村 神原 じょうした 城下 24 13 135

高森町 山吹 じょうしちばた 定七畑 ８５７３－８５７５ ９－７ 61

泰阜村 左京 しょうじやしき 正子屋敷 5626 53 100

阿南町 大下条 しょうしゃのき
シヤウシヤオ
キ

441，　478

高森町 牛牧 しょうしん シヤウシン ２３１２，　２３１６ ６－１２ 61

大鹿村 鹿塩 しょうじんざわ 精進沢 3979～982，4282～4286

大鹿村 鹿塩 しょうじんざわ 精進沢 3979～982，4282～4286

高森町 吉田 しょうしんな 正新名 ３５６－３９１ ９－１２ 61

高森町 吉田 しょうしんな 正真名 ３９２－３９４，４００－４０２ ９－１２ 61

豊丘村 河野 しょうじんばた 精進畑 ６４－６６

喬木村 氏乗 しょうしんや 志よう志んや 10017-10019

豊丘村 河野 しょうじんやま 精進山 ５８－６２

松川町 大島 しょうずいばた 正瑞畑 ８９４ 18 29

松川町 大島 しょうずいばた 正随畑 ８９５－８９６ 18 29

喬木村 富田 じょうすけやま 丈介山 13349-13353

高森町 牛牧 しょうずみだ ショウズミ田 ２１６，２１７ロ－２１８ ６－１３ 61

泰阜村 金野 しょうせん 志ようせん 633-637 7,19 10

泰阜村 高町 しょうせん 正仙 1109-1118 8 14

阿智村 伍和 しょうせんづか 松泉塚 ６５７２～

豊丘村 神稲 しょうせんぼら 松泉洞 ９２８８－９２８９ 二－7 37

天龍村 神原 しょうぞうづくり 庄三作リ 5924 54 317

下條村 陽皐 しょうぞうばやし 庄蔵林 ４２２６～４２２９

高森町 出原 しょうだ 庄田 ３９７－４０４ ８－９ 62

豊丘村 河野 しょうだいらみちうえ 生平道上 ９８０７－

喬木村 氏乗 しょうただいら 小た平 10372-10379

下條村 陽皐 しょうだやま 庄田山 ５９８８

大鹿村 大河原 しょうつひかげ 庄津日蔭 4554－

高森町 大島山 じょうつるね 城ツル根 ７２－７４，７８ ５－１０ 62

松川町 生田 じょうつるね 城釣根 １６５０ 56，57 93

松川町 生田 じょうつるね 城ツルネ １６４４，２７５７ 31 93

松川町 上片桐
じょうつるねひがしひ
ら

城釣根東平 ２７５９－２７６２ 31 93
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喬木村 氏乗 しょうとうぐち しやうとう口 10930-10946

下條村 睦沢 しょうとくぼら 正徳洞 ２１３～２１９

松川町 上片桐 しょうな 荘名 ２３１３－２３３３ 10 93

豊丘村 神稲 しょうないがいと 庄内垣外 ７４６２－７４７２，７３６４－７３６８ 二－7 40

高森町 吉田 しょうなぐち 正名口 １１６３－１１７８ ８－１１ 62

豊丘村 河野 しょうにん 上人 １８６６－１８８５ 二－2 66

豊丘村 神稲 しょうにんづか 上人塚 ２６８０－２６８９ 五－5 124

阿智村 智里 じょうねんじ 浄念寺 ７８３～７９６

喬木村 伊久間 じょうのうえ 城ノ上
16771,16779,16801-16802,16878-16879，
16884,16775,16799,16805-16822,16881-16882

豊丘村 河野 しょうのくぼ 庄ノ久保 ２１７９，２１８１－２１９５，２２１１，２３５２－２３５６ 二－2 143

豊丘村 河野 しょうのくぼ 庄野久保 ２２０１－２２０７ 五－4 143

泰阜村 南山 しょうのくぼ セウノ久保 7146 73 138

大鹿村 大河原 じょうのこし 城ノ腰 4681～4685

喬木村 富田 じょうのこし 城ノ越 12838-12847 １，２ 15

豊丘村 河野 じょうのこし 城ノ腰 ４８４８－４８５６ 五－2 59

豊丘村 神稲 じょうのこし 城之越 １００５７－１００５９，１００６６－１００７０

阿南町 大下条 じょうのさか 城ノ坂 1092～1098

阿南町 富草 しょうのさわ 庄ノ澤 4939

阿南町 旦開 しょうのさわ 庄之沢 3608～3612

大鹿村 大河原 しょうのさわ 庄ノ沢 3093？

大鹿村 大河原 しょうのさわ 庄ノ沢 3093？

天龍村 神原 しょうのさわ 正ノ沢 4262-4263 ,4327-4328 ,4333 ,4340 148 ,149 280

天龍村 神原 しょうのさわ 正ノ沢 5868，5870-5872 65 ,77 280

豊丘村 神稲 じょうのした 城下 ８４６－８４８，１００６０－１００６３ 五－3 79

松川町 元大島 じょうのした 城下 ３３６６，３３６７－３３７２ 27 22

松川町 元大島 じょうのした 城ノ下
３３８７－３３９２ノ１，３４７６，３４７９－３４８０ノ１，３４８１－
３４８２

27 22

阿南町 富草 しょうのた 庄ノ田 19～21

豊丘村 河野 しょうのたいら 生之平 ５８２９－ 五－5 131

豊丘村 河野 しょうのたいら 生ノ平 ５８１３－５８２９ 五－5 131

豊丘村 河野 しょうのたいらみちうえ 生ノ平道上 ５８３１ー 五－5 132

阿南町 富草 しょうのたうえのきり 庄ノ田上ノ切 7～11

豊丘村 河野 じょうのひら 城ノ平 ２００２－２００３，２０１２－２０１３ 二－2 168

喬木村 氏乗 しょうのふち しやうの渕 11346-11350

松川町 元大島 じょうのまえ 城ノ前 ４１８９－４１９１，４２０９－４２１０ 46 55

大鹿村 大河原 しょうのもと 庄ノ元 3193～3205

高森町 山吹 じょうばた 條畑 ４８５４－４８６５ １１－８ 62

松川町 上片桐 じょうばた 城畑 ３５０１－３５０３，３５１６－３５１７，３５１９－３５４０ 16 22

阿南町 富草 じょうばやし 城林 1732～1733

阿南町 富草 じょうばやし？ 城林？ 1751

喬木村 阿島 じょうばら 城原 4060-4121,4131,4324-4326

高森町 牛牧 じょうばら 城原 １８８－１８９，１９７－１９９ ６－１４ 62

阿南町 大下条 じょうひら ジョウヒラ 2224～2226,2228～2229
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豊丘村 河野 じょうひら 城平 ２００５－２００７ 二－2 168

阿南町 大下条 じょうひらいえのした ジョウ平家ノ下2223

阿南町 大下条 しょうぶいけ セヨウブ池 57～59

阿智村 伍和 しょうぶいり 勝負入 １０９～１１７，１１９～１２１

阿南町 和合 しょうぶがくぼ しよふが久保 2553

喬木村 加加須 しょうぶがくぼ しゃう婦が久保5287-5291

豊丘村 神稲 しょうぶがくぼ 庄ブガ久保 １１１０９－１１１１９ 五－3 54

豊丘村 神稲 しょうぶがくぼ シャウブカ久保５２４５－５２５２ 五－2 54

根羽村 日向 しょうぶがくぼ
志やふぶが
久保

5337ﾉ1～5337ﾉ3？

泰阜村 明島 しょうぶがくぼ 生ブガ久保 4892 34 7

泰阜村 金野 しょうぶがくぼ しょうぶがくぼ318-321 4 7

泰阜村 万場 しょうぶがくぼ 菖蒲ｹ久保 3794 34 7

泰阜村 万場 しょうぶがくぼ 菖蒲ｹ窪 3820-3821 34 7

豊丘村 河野 しょうぶがさわ 菖蒲ヶ沢 ７２２９，７２１７－７２９８，７３０１－７３０８ 五－4 127

松川町 生田 しょうぶがさわ 菖蒲ヶ沢 ９０１１ 93

豊丘村 河野 しょうぶがさわいえのした菖蒲ヶ沢家ノ下７２９９－７３００ 五－4 132

阿智村 伍和 しょうぶがだいら 菖蒲ヶ平 ６７１３～６７２１

泰阜村 明島 しょうぶがほら 生ブガ洞 4883-4884,4886-4887,4889-4891,4893-4899 34 39

泰阜村 稻伏戸 しょうぶがほら 菖蒲ｹ洞 1540-1541,1579-1580,1586-1601 20，21 39

泰阜村 田野口 しょうぶがほら せうぶが洞 5416-5422,5446-5447,5449 34 39

泰阜村 怒田 しょうぶがほら 志やうぶが洞 3014-3020 47 39

泰阜村 万場 しょうぶがほら 菖蒲ｹ洞 3790-3793 18,34 39

阿南町 和合 しょうぶくぼ ショウブ久保 70～72

天龍村 神原 しょうぶくぼ シャウブ久保 5923 54 ,66 317

泰阜村 南山 しょうぶくぼ せうぶ久保 7064 73 7

松川町 生田 しょうぶさわ 菖蒲沢
１７７９，１７８２－１７８４，１８０１－１８１６、１９０３－１９０
４，７８９１－７８９４

58 93

松川町 生田 しょうぶさわみずしり 菖蒲沢水尻 １８９８－１９０２ 50 93

阿智村 伍和 しょうぶだ 勝負田 ４３６７～４３７２

天龍村 神原 しょうぶだ
ショウブダ
（郷戸ヒラノ
内）

163 34 140

豊丘村 河野 しょうぶだ 菖蒲田 ７０２９－７０３２

豊丘村 神稲 しょうぶだ 菖蒲田 １０２４１－１０２４６，９８０３－９８０６ 五－3 108

阿智村 伍和 しょうぶだいら 勝負平 ７７，８８ロ，９０～９１

阿智村 智里 しょうぶだいら 菖蒲平 ３１７７～３２０５，３５１３～３５４０

大鹿村 大河原 しょうぶだいら 勝負平 5183－

天龍村 神原 しょうぶだいら 勝負平 3146-3148 121 249

豊丘村 河野 しょうぶだいら 勝負平
１９９６－２００１，２００８－２０１１，２０１７－２０３７，２０４７
－２０５１，２２１６－２２８３

二－2 65

松川町 生田 しょうぶだいら 菖蒲平
２４２２－２４３０，２４５５－２４５６，７１６２－７１６３，７１９２
－７１９３，７３８３－7394，7396－７４０５，７４６３－７４６５

30 93

松川町 生田
しょうぶだいらおおた
おうかいさわ

菖蒲平大た
をうかい沢

７１９１－７１９２ 53 93

天龍村 平岡 しょうぶのくぼ セフブノ久保 1751-1752 84 63
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松川町 生田 しょうぶひらい 菖蒲平井 ８７９４ 94

泰阜村 打沢 しょうぶぼら 菖蒲洞 2246,2504 22，26 39

松川町 生田 しょうべえやしき 庄兵ヱ屋敷 ２５８５ 23 39

天龍村 神原 しょうま 正間 6323 92 328

松川町 生田 じょうみなみひら 城南ヒラ ２８２ 48 94

松川町 元大島 しょうもんづか 證文塚 １５３９－１５４０ 38 94

松川町 生田 しょうやなぎ 生栁 １９７８－１９８１ 40，49 94

阿智村 駒場 じょうやま 城山 １０４４～

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

阿南町 和合 じょうやま 城山 1467～1469

阿南町 大下条 じょうやま 城山 2227,　2230

阿南町 大下条 じょうやま 城山 45～46

大鹿村 鹿塩 じょうやま 城山 276－

下條村 陽皐 じょうやま 城山 ６２１０

喬木村 加加須 じょうやま 城山 5534

喬木村 小川 じょうやま 城山 7906,7917,7930-7931

喬木村 小川 じょうやま 城山 8849

喬木村 氏乗 じょうやま 城山 10035-10045

高森町 牛牧 じょうやま 城山 ５５０－５５１ ６－１３ 62

高森町 山吹 じょうやま 條山 2748 ８－７ 62

高森町 吉田 じょうやま 城山 ６９９－７７０ ７－１１ 62

豊丘村 神稲 じょうやま 城山 １３７０，８４６９－８４８２ 二－6 87

松川町 生田 じょうやま 城山 ２１６９ 30 23

松川町 元大島 じょうやま 城山
２６１－２７０，２７４－２７５，５２３０－５２３５，５２３６ノ２－
５２３６ノ６，５２３８，５２４３－５２４５，５２４９ノ２，５２５０ノ
３，５２５１ノ３，５２５５－５２５９

27，30
55，60

23

松川町 上片桐 じょうやま 城山 3518 16 23

泰阜村 左京 じょうやま 城山 5527 51 101

阿南町 和合 じようやま じよ山 1023

下條村 陽皐
じょうやましょじんやし
き

城山正人屋敷６２０１～６２０９ロ

下條村 陽皐 じょうやまのね 城山ノ根 １５９３～１６０１

高森町 山吹 じょうやまびら 條山ビラ ２９１４－２９２０ ８－７ 62

泰阜村 金野 しょうらしま しようら島 109-114,158 11,15 21

阿南町 大下条 しょうろく 上六 2249～2251

阿智村 駒場 じょうろくばら 丈六原 ９２６～９２９，９３６～９５４，９８０～９８２，１０５０～１０５１

阿智村 伍和 じょうろくばら 城六原 ２８～２９，４３～５８

阿南町 和合 しよかち 志よかち 2372～2373

阿南町 和合 しょくへんじま 志よくへん嶋 2571

大鹿村 大河原 しょざわ 所沢 4903～4908，4910～4912

阿智村 智里 しょざわだいら 初沢平 ４５９７～

天龍村 平岡 しょじゃがわ ショジャ川 1511-1512 60 51

喬木村 伊久間 しょしょだ ショショ田 15418-15419

根羽村 初入 しょにゅう 初入 5201～5236，5269

天龍村 平岡 しよのれ シヨノレ 1542-1544 ７２，８４ 54
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下條村 睦沢 しょふかいめん ショフカイメン ８６４１

阿南町 大下条 しょらく ショラク 2221～2222

阿南町 大下条 じょらく ジョラク 2215～2216，2223～2224

松川町 生田 しらがた 白毛田 ６９１－７０３ 6 3

天龍村 神原 しらがだいら 白ｹ平 254-255 44 ,45 148

阿智村 駒場 しらかんば 白カンバ
１６５７，１７４２～１７４８，１７５３，１７５７～１７５８，１９８９
～１９９２

阿南町 富草 しらさば しらさば 5662

阿南町 富草 しらさば 志らさば 5867

大鹿村 大河原 しらさま 白サマ 2638，3031～3034，3073～3077

大鹿村 大河原 しらさまみなみのひら 白サマ南ノ平 3072～3073

大鹿村 大河原 しらさわ 白沢 4313～4315

松川町 生田 しらさわ 白沢 ４５８２，５７０７，８９７３－８９７４ 41 94

阿南町 和合 しらさわたきのうえ 白沢たきの上 1033

阿南町 富草 しらす 志らす 5605～5607

天龍村 神原 しらすな 白砂 2955-2956 151 ,166 4

天龍村 平岡 しらすな 白砂 2153 111 ,125 4

天龍村 平岡 しらすな 白砂 39273 ２５，２６ 4

泰阜村 南山 しらすな 白砂 7168 72,73 138

天龍村 神原
しらすなはなみやした
そと

白砂花宮下
外

2954 151 ,166 4

阿南町 富草 しらすばた 志らす畑 5875～5877，5895～5904，5909～5910，5946～5947

豊丘村 神稲 しらなぎ 志らなぎ ３０１０－ 五－5 131

松川町 生田 しらなぎ 白ナギ ３０９８－３１０４、３１１４－３１１９ 31 94

松川町 生田 しらなぎ シラナギ ５１８８ 31 94

松川町 生田
しらなぎむこうきたぼ
ら

シラナギムカ
ウ北洞

５１８７ 31 94

泰阜村 打沢 しらね シラネ 2496-2499 25，26 68

泰阜村 打沢 しらね 白根 2499-2503 25，26 68

大鹿村 鹿塩 しらは 白羽 2940，2999－

大鹿村 鹿塩 しらは 白羽 1062～1063，1101～1103，1105～1106

阿南町 大下条 しらはき シラハキ 341

天龍村 神原 しらばやし 白林 3427 80 256

阿智村 春日 しらやま 白山 １５００～１５１８，１５６０～１５６８

阿智村 伍和 しりくいざか 尻喰坂 ７３５７～７３６０

泰阜村 左京 しりやけばた 尻焼畑 5608-5611,5638-5639 53 100

下條村 睦沢 じれんぼう 地連坊 ８７４９～８７５０

高森町 牛牧 しろ シロ 176 ６－１４ 62

豊丘村 神稲 しろ 城 １３７０，８４６９－８４８２ 二－5 43

阿南町 富草 しろいし 白石
8595～8596，8603～8612，8624～8625，8631～8632，
8625

泰阜村 南山 しろうがいと 四郎垣外 6173,6549,6696 70,72 138

泰阜村 稻伏戸 じろうがいと 次郎垣外 1607-1610,1618-1620 21 51

阿南町 大下条 しろうざえもんづくり
四郎左エ門
作リ

2577，2518～2579ｲ

天龍村 神原 じろうさくつくり 治郎作作リ 5930 53 318
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阿南町 大下条 じろうしちつくり 二郎七作リ 84

高森町 吉田 じろうしばた 治郎四畑 １７１７－１７２２，２５５７－２５５８ ８－１０ 62

天龍村 神原 じろうづくり
治郎作（大久
名平ノ内）

427 70 161

天龍村 神原 じろうづくり 治郎作 964 82 161

天龍村 神原 じろうづくり
治郎作（ﾋﾖ沢
ﾖﾘ天竜川ﾉ
内）

996 82 161

阿智村 伍和 しろうはちだ 四郎八田 ６２１０～６２１２

泰阜村 南山 じろうばやし 次郎林 8861 93 138

松川町 生田 じろうやしき 次郎屋敷 ７０４８－７０６２ 94

泰阜村 打沢 しろきや 白木屋 1704 22 68

豊丘村 河野 しろさか 城坂 ６５０－ 二－4 73

阿智村 駒場 しろざか 城坂 ５５７～５６９，５７４

下條村 陽皐 しろざか 城坂 ６９８５～６９８８，６９９０，７１９１

豊丘村 河野 しろさかうえ 城坂上 ６５１，６７０－６７６，７５６ 二－4 73

豊丘村 河野 しろさかした 城坂下 ６５９，　６６０ 二－4 73

豊丘村 河野 しろさかじり 城坂尻 ６５２－ 二－4 73

平谷村 合川 しろしけ シロシケ １１２９－１１３１，１１４０，１１５０

平谷村 合川 しろしげ シロシゲ １１４２－

平谷村 合川 しろじけ 白ジケ １１６４，１１６９－１１７０

平谷村 合川 しろじけ シロジケ
１１３２，１１３７，１１６２，１１７１，１１７６，１１９１－１１９２，
１１９６－１１９８，１２００

平谷村 合川 しろじげ シロジゲ
１１３３－１１３５，１１３８，１１４１，１１４３－１１５９，１１６
１，１１６３－１１６８，１１７１－１１７５，１１７７－１１８９

平谷村 合川 しろじげ 白ジゲ １１９９－

喬木村 富田 しろした 城下 12789-12790 2 15

豊丘村 河野 しろした 城下 ９１１，９１５－９２５ 二－4 79

高森町 牛牧 じろしろ 次郎城 956 ４－１２ 63

高森町 牛牧 じろしろ 次良城 ９４４－９４５，９４８－９５４ ４－１２ 63

泰阜村 稻伏戸 じろだ 治郎田 1584 21 51

豊丘村 神稲 しろつるね 城ツルネ ５８２９－５８４０，５８４３－５８４４，６１２５ 五－5 120

豊丘村 神稲 しろつるね 城つるね 五－5 120

喬木村 小川 しろなぎ 白ナギ 7850-7856

天龍村 神原 しろなぎ 白ナギ 6159-6160，6164 68 326

下條村 睦沢 しろのこし 城ノ腰 ８７３５，８７４６～８７４８

豊丘村 神稲 しろのこし 城ノ越 ９６１２－９６１８，９６２２－９６２９，９６３３ 五－3 105

喬木村 氏乗 しろのさわ 城ノ沢 11395

松川町 元大島 しろのした 城（ノ）下
５２３６ノ１，５２３７，５２３９－５２４１，５２４６－５２４９ノ１，
５２５０ノ１－５２５０ノ２，５２５１，５２５２－５２５４，５２６１ノ
２，５２６２ノ１－５２６２ノ３

27 44

喬木村 加加須 しろのはた 城ノ畑 5642

阿智村 伍和 しろはた 城畑 ６３２６～６３３８

喬木村 氏乗 しろはた 城畑 10079

豊丘村 神稲 しろはば 城羽場 １０４７－１０４９，１２０７－１３１２，１３１７－１３１９ 二－3 10

根羽村 新井 しろふちのうえ 白淵ノ上 991

根羽村 萸野 じろへいだ 治良平田 2926～2928
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天龍村 神原
しろべえやしきふきの
くぼ

四郎兵エ屋
敷フキノ久保

2433 178 230

下條村 睦沢 しろまた 白又 ７７４０，　７８０３，７８７２

豊丘村 神稲 しろみだ 城見田 ７３０９－７３２２，１２１７２，９１６７ 二－5 37，38

松川町 元大島 しろやしき 城屋敷 ８２９，９６６－９７０ 46 94

下條村 睦沢 しろやま 城山
８４９６～８４９７，８７２０～８７２１，８７２５～８７３０，８７３
４，８７５５～８７６９

根羽村 取手 しろやま 城山 4774～4777，4800

阿智村 智里 しろわらび 白蕨 １５８２～１５９２

阿南町 大下条 じんうえもん 甚右ヱ門 3780，　3838

大鹿村 鹿塩 じんえもんづくり 甚エ門作 2419－

天龍村 神原 じんえもんばやし 甚右エ門林 2204 168 225

喬木村 伊久間 しんかい 新開
15322-15327,15618-15624,15627-15669,15735-
15739,19327

天龍村 神原 しんかい 新開 4102-4103 105 274

天龍村 神原 しんかい 新開 5542 104 307

天龍村 平岡 しんがいそう 新開曽 2335,2338,2342-2353,2356-2358 153 94

阿南町 富草 しんがいと 新垣外 6721～6722

阿南町 富草 しんがいときひちぶん 新垣外喜七分6723

喬木村 氏乗 じんが（さわら？）くぼ 椹久保 11138-11151

喬木村 氏乗 じんがくぼなかじり 椹久保中尻 11167-11169

大鹿村 大河原 しんがさわ 新ヶ沢 4471－

大鹿村 大河原 しんがさわ 深ヶ沢 4477－

大鹿村 大河原 しんがさわ 新沢 1493～1496

大鹿村 大河原
しんがさわひがしのか
わ

新ヶ沢東ノカ
ハ

4480～4481

阿智村 浪合 じんがばた 陣ヶ畑 ９４３ノ４～１６０４ハ１

高森町 吉田 しんかわ 新川 １６９４－１６９８ ７－１０ 63

阿智村 浪合 しんきり シンキリ ５３～

阿南町 和合 しんきり シンキリ 2085

高森町 山吹 しんぎり 新切 ７７１６－７７１９，８３１２－８３２９，8827－8839 ９－５ 63

下條村 睦沢 じんく 甚九 １５７７

下條村 睦沢 じんくめん 甚九免 １４９０

豊丘村 河野 じんくわ 陣鍬 ３４９５－３５００，３５０３，３５０６－３５０８ 二－2 157

阿南町 和合 しんごろう？ しんごろふ 782

松川町 上片桐 しんごろうばやし 新五郎林 ２７８２－２７８５，２７９３－２７９４ 11 95

阿智村 春日
じんさえもんいえのう
え

甚左衛門家
上

２４３１～

阿智村 春日
じんざえもんいえやし
き

甚左衛門家
屋敷

２８８６～

阿南町 和合 しんざえもんづくり 新左衛門作 1803

大鹿村 鹿塩
じんさくだいらよりうば
やま

甚作平ヨリ姥
山

1369－

大鹿村 鹿塩
じんさくだいらよりうば
やま

甚作平ヨリ姥
山

1369－

平谷村 ムク沢 じんし ジンシ １３００－１３０２

平谷村 ムク沢 じんじ ジンジ １３００，１３０４－１３０５
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豊丘村 河野 じんした 陣下 ３４０１－３４２１，３５０１－３５０２，３５０４－３５０５ 二－2 158

阿智村 智里 しんしちしものたいら 新七下ノ平 ４２４１～４２４４

天龍村 神原 じんしちづくり 甚七作リ 3491 121 259

阿南町 旦開 じんしちぼら 甚七洞 1926～1936

下條村 睦沢 しんじゅうだ 新十田

下條村 睦沢 しんじゅうはた 新十畑 ４４７１～４４７２

喬木村 小川 しんじょうじ 眞浄寺 7936-7937

下條村 睦沢 しんしろ 新城 2578～2590，2608～2613，2886～2893，2895

天龍村 神原 しんじろうづくり 新治郎作リ 6163 68 326

阿南町 和合 しんぞう しんぞふ

豊丘村 神稲 じんぞうがくぼ 甚三ヶ久保 １０７５３－１０７５８ 五－3 102

豊丘村 河野 じんぞうだ 甚蔵田 ２６７９－２６８４ 二－2 158

阿南町 富草 しんぞうばた 新蔵畑 4351

阿南町 旦開 しんぞうぼら 新造洞 1844～1845，1851

阿智村 伍和 しんぞがいと 新造垣外 ６７５４～６７７３，６７９８～６８００

阿南町 大下条 じんだ じん田 2730～2733

阿南町 大下条 しんたき シンタキ 1345～1346

下條村 陽皐 しんたく 新宅 ６０８１

天龍村 神原 じんだのね ヂンダノネ 1468 123 ,124 204

根羽村 田島 じんちだ 甚地田 233，251

阿南町 大下条 じんで ジンデ 1426，1445～1446，1448～1450，1457～1458，1466

阿南町 大下条 じんで ジンデ
518～521，525，529～540，544，549～548，614～615，
618，761～773

阿南町 富草 じんで ぢんで 5320～5321，5337

阿南町 富草 じんで 神田 8365～8373

豊丘村 神稲 じんで 陣出 ２２９７－２３１２，２３１４－２３１６ 五－2 57

松川町 生田 じんで 神手 ５８６６，５８６８－５８７１，５８９３－５８９７，６９７ 50 42

泰阜村 打沢 じんで 神田 2543-2545 41 23

泰阜村 柿野 じんで 神田 3634-3640 37 23

泰阜村 唐笠 じんで 神田 4057,4058-4063,4077 14 23

泰阜村 平島田 じんで 神田 3405,3407-3421,3432 37,38 23

泰阜村 万場 じんで 神田 3666,3675-3677 37 23

泰阜村 南山 じんで 神田 6189,6194-6196,6198-6201,6220,6340,8144,8630 70,89,90 23

阿南町 大下条 じんで？ 神出 1750～1751

泰阜村 南山 じんでがいと 神田垣外 8146,8148 92 139

松川町 生田 じんでかみのきれ 神手上切 ５８７２ 50 42

松川町 生田 じんでかわしも 神手川下 ５８７５ 50 42

松川町 生田
じんでかわしものまち
ばり

神手川下ノ
待張

５８６７ 50 42

松川町 生田 じんでさわ 神手沢 ５８７８－５８８２ 50 42

阿南町 大下条 しんでとうげ シンデ峠 517，　526

松川町 生田 じんでばた 神手畑 ５８７３－５８７４ 50 42

松川町 生田 じんでひかげ 神手日陰 １８８６，１８８８－１８９０ 50 42

松川町 生田 じんでひかげ 神手日影 ５８８３－５８８４ 50 42
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松川町 生田 しんでやぶうえ 神手薮上 ５８７７ 50 42

松川町 上片桐 じんでやぶした 神手薮下 ５８７６ 50 42

阿南町 大下条 じんてわたせ ジンテワタセ 569，　595

阿智村 駒場 しんでん 新田 １６６１，１６６５ノ１

阿南町 富草 しんでん 新田 48～51

阿南町 大下条 しんでん 新田 1248～1255，1257～1258

阿南町 旦開 しんでん 新田 2183～2184，2187～2203

阿南町 富草 しんでん 新田 6114～6116，6121～6133

下條村 睦沢 しんでん 神田 ３０１１～３０２４，３３２１～３３２２，３３２４，３３３７

下條村 睦沢 しんでん 新田 ７８３６～７８３８，７８４８，７８５２～７８５６

高森町 牛牧 しんでん 新田 1580 ５－１２ 63

高森町 山吹 しんでん 新田 ３１６７－３１７０，8415－8471 ９－６ 63

天龍村 神原 しんでん 新田 3629-3631 92 267

天龍村 神原 しんでん 新田 5632　,5736 90 267

豊丘村 河野 しんでん 新田 ７４３５－７４３８ 五－4 151

平谷村 合川 しんでん 新田 ９１－１１３，７３６，７３８－７５４，１２６２，１２６４

平谷村 ムク沢 しんでん 新田

松川町 上片桐 しんでん 新田 ４３１２－４３４７，４３５０ 15 21

泰阜村 左京 しんでん 神田 5875-5886 53 23

阿南町 大下条 じんでん ジンデン ？1259

阿南町 大下条 じんでん 神田 1063～1074

阿南町 富草 じんでん 神田 5338～5341，5390～5402

阿南町 大下条 じんでん ジンデン 766～770，772～775，783

大鹿村 大河原 じんでん 神田 2174～2175

下條村 睦沢 じんでん 神田 ２１４４，２１５９～２１６１，２１７８，２１８０

喬木村 大和知 じんでん 神田 11827

高森町 大島山 じんでん 神田 １０５５－１０６７ ７－１０ 63

高森町 山吹 じんでん 神田 ３０２９－３０４５，5422 ９－７ 36

高森町 山吹 じんでん ジンデン ３０５５－３０７１，３０７６ノ２－３０８７ ８－７ 63

高森町 山吹 じんでん 神田 ３０７６ノ１，3029－3045 ８－７ 63

松川町 大島 じんでん 神田
１１０７－１１３５，１１４０－１１４８，１２１６－１２６５，１２７２
－１３１５，１３３４－１３３６

18 21

松川町 上片桐 じんでん 神田 ３５９６－３６３８ 15 21

泰阜村 高町 じんでん 神田 798-799,973,976 19 23

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

高森町 山吹 じんでんうら 神田裏 3098 ９－７ 36

阿南町 富草 しんでんかみ 新田上 60

喬木村 氏乗 じんでんのうえ 神田ノ上 10068-10070

高森町 大島山 しんでんばた 新田畑 ６７２－６７９ ６－１０ 63

下條村 睦沢 しんでんばら 新田原 ５６３８～５６７４，５７４３～５７４４

高森町 牛牧 しんでんばら 新田原 １１００，１１０２－１１０４，１１１０，１１１２ ５－１２ 63

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

下條村 陽皐 しんでんぼら 新田洞 １８５９，１８８２～１８８４

阿智村 駒場 しんでんやま 新田山 １６６４～１６６５イ，１６６６



257

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

高森町 牛牧 しんでんやま 新田山 ８０６，８０８－８１３，１１０９，１１１３ ５－１０ 63

喬木村 大和知 じんでんやま 神田山 11826

高森町 牛牧 しんでんやまひなた 新田山日向 ７７４－７７７ ５－１３ 63

高森町 牛牧 しんど シンド ５０２，５０４，５０６－５０７，５１５ ６－１３ 63

阿智村 浪合 しんどう 新道 ３８１ノ１

高森町 牛牧 じんどうがいと 神堂垣外
１１，２５７０－２５７３，２５７６－２５７７，２５８０－２５８１，２
５８４－２５８６，２５９０－２５９４，２５９５－２６１１，２６１５
－２６１８

６－１１ 64

阿智村 智里 じんどうがわら 陳洞川原 １６３７～１６４０，１６４５ノ１

下條村 睦沢 じんどうじ 神道寺

下條村 睦沢 じんどうじがいと 神道寺垣外 ３２４７～３２４８

下條村 睦沢 しんどうづか 新道塚 ４０５７～４０５９，４０７２～４０７５

阿智村 智里 じんどうばた 陳洞畑 １６４１～１６４５イ，１６４６～１６５１

天龍村 神原 じんどうばた ジントウ畑 30 13 136

阿南町 旦開 しんどうぼら 新道洞 1851

高森町 牛牧 じんとがいと ジントガイト 2566 64

高森町 牛牧 じんどがいと 神戸垣外 2589 ６－１２ 64

天龍村 平岡 しんなぎ 新ナギ 2531 170 104

天龍村 平岡 しんなし 志んなし 2088 110 76

豊丘村 河野 しんななくぼ 新七久保 ７５２２－７５２６ 五－7 167

阿南町 大下条 じんにんやしき ジンニン屋敷 500

阿南町 和合 じんのうえ じんの上 1139

豊丘村 河野 じんのさか 陣ノ坂 ８９１－８９２ 二－4 77

阿南町 和合 しんのつくり 志んの作り 2590

根羽村 一之瀬 じんば 陣場 4915ﾛ

松川町 生田 じんば 陣場 ４３８７，４３９１－４３９３ 44，53 95

松川町 生田 じんばさわ 陣場沢
４３９４－４４３３，４４５５－４４８４，４４９０－４５００，４５０２
－４５０６

53 95

阿智村 伍和 しんばた 新畑 ６１０５～６１１２

阿南町 大下条 しんばた 新畑 1722

天龍村 神原 しんばた 新畑 5624 90 308

根羽村 新井 しんぱちだ 新八田 641

豊丘村 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

二－5 17

豊丘村 神稲 じんばほうげ 陣場方下 ４１３６－４１３８ 二－5 17

高森町 牛牧 しんばら シンバラ 422 ６－１４ 64

高森町 牛牧 じんばら ジンバラ ３９４，４０５，４０９，４１１－４１６，４２４，４３８ ６－１４ 64

松川町 上片桐 しんべえだ 新兵エ田 ６３２－６３４，６７５ 7 4

松川町 上片桐 しんべえばやし 新兵エ林 ６３４－６３６ 7 4

阿智村 駒場 しんべえひかげ 新平衛日影 ２２２５～

高森町 大島山 しんぼうぼら 辛抱洞 ７１，７７，７９－８３，８８ ５－１０ 38

高森町 大島山 しんぼぼら シンボ洞 ５２－５８，７０，７５－７６，１０８－１１３ ５－１０ 38

平谷村 ムク沢 しんまち 新町
１２３１－１２３２，１２６０－１２６１，１２６３，１２６９－１２７
０，１２７２－１２７４，１２７９－１２８０，１２８２－１２８３，１２
８５－１２８８，１２９３－１２９７，１３０３，１５４５
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豊丘村 神稲 しんみがくぼ 志んミガ久保 １０７５３，１０７５８

阿智村 智里 しんみち 新道 ４９１～

阿南町 和合 しんみち 新道 389

阿南町 大下条 しんみち 新道 436～438，443～459

阿南町 大下条 しんみち 新道 821～835

下條村 陽皐 しんみち 新道 ２９２０～２９２３

下條村 睦沢 しんみち 新道
５９９１～５９９３，６１２５，６１４２～６１４３，６１４９～６１５
３，６１５５～６１６０，６１６２～６１６８

豊丘村 神稲 しんみち 新道 １０２４７－１０２４８ 五－3 108

根羽村 新井 しんみち 新道 455～457，468

根羽村 新井 しんみちおおみちうえ 新道大道上 472，482

根羽村 新井 しんみちおおみちした 新道大道下 448～454，458イ

根羽村 新井 しんみちおおみちまえ 新道大道前 487

根羽村 新井 しんみちおこし 新道ヲコシ 819～820

根羽村 新井 しんみちかわばた 新道川端 483～486

阿南町 大下条 しんみちとうげ 新道峠 895，？

松川町 元大島 しんむぎた 新麥田 44 54 95

阿南町 富草 しんめい 神明 2815～2816

阿智村 智里 しんめいぐち 神明口 ４２０～

阿南町 富草 しんめいそと 神明外 2806～2811

高森町 大島山 しんめいぼら 神明洞
１５０－１５２，１５５，７８３－７８４，７８６－７９６，８０３－８０
５

６－１０ 64

阿智村 智里 しんめいまえ 神明前 ４１７～４１９

松川町 元大島 しんめいまえ 神明前 １４７３－１４７９ 38 95

天龍村 平岡 しんも シンモ 566-577,588-589,591-599 35 125

阿智村 浪合 しんや 新屋 ３４１ロ～３８８

阿智村 浪合 しんや 新屋 ７５６～７５８ロ

阿南町 大下条 しんや シンヤ 662～663

下條村 睦沢 しんや 新谷 １８４７

下條村 睦沢 しんや 新屋 ３３０１

下條村 陽皐 しんや 新屋 ７２１５

下條村 睦沢 しんや 新屋 ７４５２

喬木村 富田 しんや 新屋 13678

下條村 陽皐 しんやしき 新屋敷 ３３７７～３３７８

高森町 山吹 しんやしき シンヤシキ ２４１６－２４１８ ７－７ 64

松川町 生田 しんやしき 新ヤ敷 ４２１１－４２３８ 44 27

阿智村 春日 じんやしき 陣屋敷 ５１１ノ３

阿南町 大下条 しんやした シンヤ 3025

阿南町 大下条 しんやした 新屋下 1854～1857

豊丘村 神稲 しんやだいら 新屋平 １２４７－１２６５ 二－4 83

天龍村 神原 じんやのたいら
ジンヤノ平
（中組平内）

772 123 177

阿智村 春日 じんやばた 陣屋畑 ５１１ノ１

喬木村 小川 じんやひら 神谷平 7825,7829-7830,7848

下條村 陽皐 しんろくだ 新六田 ２３６４～２３６８
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下條村 睦沢 しんろくばた 新六畑 ６９６０

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

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

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

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

泰阜村 南山 すいしゃ 水車 8481 90 139

阿南町 大下条 すいしゃうえ 水車上 1936

阿南町 大下条 すいしゃまわり 水車廻り 1932～1933

阿南町 富草 すいじん 水神 1445～1448

喬木村 伊久間 すいじん 水神 15192-15194,15252-15282

天龍村 平岡 すいじん 水神 1849-1850,1852-1856 95 69

松川町 生田 すいじん 水神 ２９５０，６０４６ 42 95

松川町 元大島 すいじん 水神 ３５４－３５６ 55 95

阿智村 伍和 すいじんどう 水神堂 ４６２４～

高森町 大島山 すいじんどう 水神堂 59 ５－１０ 64

阿智村 伍和
すいじんどうよりたい
ざまで

水神堂よりた
い座迄

５５８７～

下條村 睦沢 すいじんね 水神根

阿南町 大下条 すいじんばた 水神バタ 2602

阿南町 大下条 すいじんひら 水神平 1942～1943,1961

阿南町 大下条 すいじんひらさわばた 水神平沢畑 1944,　1956

根羽村 萸野 すいじんまえ 水神前 3146ﾛ

阿南町 富草 すいじんまつ 水神松 2450～2463

阿南町 和合 すいろいしまんざわ すいろ石万沢 774

天龍村 神原 すえ 末 1100 82 190

天龍村 神原 すえばやし 末林 3186 81 251

泰阜村 南山 すえほりだ 末堀田 7846 74 139

豊丘村 神稲 ずかいまつ ズカイマツ ４８２９－４８３０ 二－6 55

大鹿村 鹿塩 すがさわ 菅沢 2482～2483

大鹿村 鹿塩 すがさわ 菅沢 2482～2483

阿南町 旦開 すがぬま 菅沼 88～100，115～130，｣132～140

大鹿村 大河原 すがぬま 菅沼 1720－

大鹿村 大河原 すがぬま 菅沼 4699～4712

喬木村 富田 すがぬま 菅沼 12952-13017,13050-13061 2 15

泰阜村 黒見 すがのくち 菅ノ口 4330,4337-4343 30 90

泰阜村 打沢 すがひら スガ平 2215-2216 26 60

泰阜村 打沢 すかひらじり スカ平尻 2225-2228 26 61

泰阜村 打沢 すがひらじり スガ平尻 2219 25 61

阿智村 智里 すぎがほら 杉ヶ洞 ５６８～５６９，１８５３～１８５４

喬木村 阿島 すぎだち 杉立 1835-1875

松川町 生田 すぎながさわ 杉永沢
７８９５－７９００，７９２２－７９２８，７９４６－７９６５，７９６９
－８００２

５７，５８ 95

泰阜村 金野 すぎながほら すきなが洞 531-533 2,5 4

泰阜村 金野 すぎながほら 杉なが洞 538-544 2,5 4
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天龍村 平岡 すきなくぼ スキナ久保 2394 169 ,180 98

阿南町 富草 すぎなくぼ 杉菜久保 817～821，965

泰阜村 唐笠 すぎなくぼ 杦南久保 3987-3988 - -

阿智村 清内路 すぎなさわ 杦名沢 １３６１～１３７５

阿智村 浪合 すぎなざわ 杉菜沢 ４２３～４４７

天龍村 神原 すぎなばた スギナ畑 3398 107 254

天龍村 神原 すぎなばた スギナ畑 4375 133 254

下條村 睦沢 すぎなひら スギナ平 ２３８８

下條村 睦沢 すぎなひら 杉奈平 １６４５～１６４６

下條村 睦沢 すぎなひら 杉菜平 ２３７９，　２３９０

天龍村 平岡 すぎなら 杉なら 2465　,2472 155 ,170 101

根羽村 日向 すぎのいり 杦ノ入 5363

阿南町 富草 すぎのうえ 杉ノ上 6909

阿南町 富草 すぎのうえ 杦ノ上 7082～7084

阿南町 旦開 すぎのかみ 杦ノ神 2003～2004

阿智村 智里 すぎのき 杉ノ木 ２３３９～２３４１

阿智村 智里 すぎのきだいら 杉ノ木平 ３５６５～３５７８

根羽村 小戸名 すぎのきだいら 杉ノ木平 3259ﾛ

阿南町 富草 すぎのきぼら 杉木洞 442

阿南町 富草 すぎのきぼら 杉木洞 7698

天龍村 神原 すぎのさか 杉ノ坂 3540　,3542 106 ,120 263

泰阜村 左京 すぎのした 杉ノ下 5623-5625,5627-5628 53 101

阿南町 大下条 すぎのところ 杉ノ所 238～241

阿南町 旦開 すぎのひら 杉ノ平 2005

阿南町 旦開 すぎのほら 杉ノ洞 2007～2011

高森町 大島山 すぎのもと 杉ノ本 ６３０－６４２ ６－１０ 64

阿南町 大下条 すぎのもとところ 杉ノモト所 242～243

天龍村 平岡 すきばた スキ畑 2275 139 90

松川町 上片桐 すぎばやし 杉林 526 95

天龍村 平岡 すぎぼら 杦洞 845 22 ,23 131

阿南町 大下条 すぎもと 杉本 3665～3669，3680

松川町 元大島 すぎもと 杉本 ４０５０ 46 95

豊丘村 河野 すぐさか 直坂（阪） ７６１０－７６１４ 五－7 108

泰阜村 打沢 すぐさか スグ坂 2396-2398 25 63

豊丘村 神稲 すぐざか スグザカ １００４５－ 五－3 108

泰阜村 平島田 すぐざか スグ坂 3273-3282 40 63

阿南町 富草 すぐじ 寸くし 1865～1868

阿南町 富草 すぐじ すぐじ 5709，　5721

泰阜村 金野 すぐじ すぐじ 335-343 4 7

泰阜村 左京 すぐじ すぐじ 5658 53 7

豊丘村 河野 すぐじかしら 直路頭 １６３８－ 二－4 87

豊丘村 神稲 すぐじがしら 直路頭 １６３８－ 二－4 87

平谷村 ムク沢 すくべぐち スクベ口 １５４－１６５
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泰阜村 金野 すぐみち 直道 334ﾛ 4 7

根羽村 新井 すぐみちした 須グ道下？ 992イ，993

豊丘村 河野 すけいちばた 助市畑 ４２３８－ 五－1 149

阿智村 伍和 すけいちやま 助市山 ４２４８～

松川町 生田 すげがさわ 菅ヶ沢 ５８８８－５８９２ 58 56

根羽村 黒地 すげがだいら スゲカ平 2505～2506，2509

豊丘村 神稲 すけく スケク ５５５８－５５６０ 五－6 110

阿南町 大下条 すけくろうづくり 助九郎作リ 1761

天龍村 平岡 すけごろう 助五郎 235240 ６２，６３ 19

根羽村 小戸名 すけしちがほら 助七ヶ洞 3288ﾛ

根羽村 新井 すけだ スケタ 806

泰阜村 田野口 すけだ スケ田 5428-5433 33,34 39

泰阜村 田野口 すけだ 助田 5438-5440,5443-5444 34 39

泰阜村 万場 すけだ 助田 3704,3707,3709 21 39

泰阜村 明島 すげだ スゲ田 4870-4872 34 39

根羽村 新井 すけたのさか スケタノ坂 992ﾛ

根羽村 黒地 すけたぼら スケタ洞 2301～2302

泰阜村 万場 すけだやま 助田山 3714,3716 18,21 39

大鹿村 大河原 すげのくち 菅ノ口 3030，3035～3039

阿智村 伍和 すげのくぼ 菅ノ久保 ６７９６～６７９７

阿智村 駒場 すげのさわ スゲノ沢 ２１３４～２１４１

松川町 生田 すげのた 菅の田
３３６４－３３８４，３３８６，３３９２－３４１７，３４２３－３４２
８，３４３８－３４４０

44 56

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

下條村 陽皐 すげのだむこうだ 菅野田向田 ６５５５～６５６６

下條村 陽皐 すげのだもりした 菅野田森下 ６５８８～６５９４

大鹿村 大河原 すげのの 菅野々 4462～4466

大鹿村 大河原 すげのの 菅野々 4462～4466

高森町 吉田 すげのほら 菅ノ洞 ２９４５－２９４６，２９５０－２９５６ ６－９ 64

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

阿智村 伍和 すげひろじり 菅廣尻 ６１６５～６１６８

阿智村 伍和 すげひろどおり 菅廣通り ６１５７～６１６１

阿智村 伍和 すげひろはた 菅廣畑 ６１８０～６１８８

下條村 睦沢 すけぼら スケ洞 ５２５７

天龍村 神原 すごう
スゴウ（中組
平内）

751 122 175

天龍村 神原 すごう スゴウ 1267-1269 109 ,123 195

天龍村 神原 すごうざわ スゴウ沢 1246 95 196

下條村 睦沢 すごのきぼら 杉木洞 ６０３４～６０４２

阿南町 和合 すずかさわ 鈴ヶ沢 1106

喬木村 大島 すずがたいら すずが平 9811

阿南町 和合 すずがだいら 鈴ヶ平 335～352

阿南町 和合 すずがだいらみちうえ 鈴ヶ平道上 334

阿南町 和合 すずがだいらみちした 鈴ヶ平道下 331
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阿南町 和合 すずがもり 鈴ヶ森 77～79

阿南町 和合 すずき 鈴木 1157

泰阜村 南山 すすきかりば ススキカリバ 8754-8756 107 59

下條村 陽皐 すすきくぼ ススキ久保 ５９７１～５９７５

松川町 生田 すすぎさわ？ 嗽沢 ８９７１－８９７２ 96

天龍村 神原 すすきばし スヽキバシ  5197-2 117 301

天龍村 神原 すすきばやし スヽキバヤシ 5192 117 331

泰阜村 明島 すすきばやし ススキ林 5053,5059 34，39 59

泰阜村 打沢 すすきばやし ススキ林
2181-2182,2185,2187,2189,2201-2214,2217-2218,2220-
2224,2265-2267，2271-2289，2293

25，26 59

泰阜村 平島田 すすきばやし 薄林 3385-3396,3404 38 59

泰阜村 打沢 すすきはら ススキ原 2290-2292 26 59

豊丘村 河野 すずしば 涼場 ６６４３－６６７９ 五－4 140

天龍村 神原 すずのき スズノ木 1992 179 220

天龍村 神原 すずのき スヾノ木 2541 177 232

天龍村 平岡 すすばた ス々畑 87-88,123 39 9

天龍村 平岡 すずはた スヽ畑 1560 71 9

天龍村 神原 すずばた 鈴畑 5095-5097 131 9

天龍村 平岡 すすはら ス々原 179 27 14

阿南町 富草 すずはら スヾ原 9126

泰阜村 柿野 すすむき スゝムキ 3563-3564 － －

喬木村 富田 すずめがほら 雀ヶ洞 14659-14672 4 15

下條村 陽皐 すずめのき 雀木 ３７７０～３７７１

天龍村 神原 すせりばやし スセリ林 1859　，1861 167 213

天龍村 神原
すせりばやしかわば
た

スセリ林川端 1851 167 213

天龍村 神原
すせりばやしみちつじ
した

スセリ林道辻
下

1860 167 213

喬木村 氏乗 すそのたわ すそのたわ 10241-10247

根羽村 新井 すだみち スタ道 994～1000

阿智村 浪合 すだれ スダレ ９７０ノ１～１６１２ロ

阿南町 大下条 すだれ スダレ 205～216

天龍村 神原 すだれ スダレ 887 ,890 81 181

天龍村 神原 すだれ スダレ 3372-3376,3513 80 181

天龍村 神原 すだれ スダレ 4166-4170 105 181

天龍村 神原 すだれ スダレ 6311 80 181

泰阜村 南山 すだれ スダレ 9008 65 139

天龍村 神原 すだれなぎ スダレナキ 6126 20 323

泰阜村 高町 すてば ステハ 1107 8 107

天龍村 神原 すどうち スドウチ 3533-3534 120 262

下條村 睦沢 すどめ スドメ ２５６１

松川町 元大島 すなあげど 砂上戸 ３６５６－３６６１，３６６６－３６７４，３７０４ 37 96

松川町 上片桐 すなあれた 砂荒田 ６３０－６３１ノ１，６７７－６７８ 7 3

豊丘村 神稲 すながわら 砂川原 ５４１１－ 五－2 52

松川町 生田 すなこ 砂子 ７５９０－７６１６ 59 32
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喬木村 氏乗 すなごや 砂小屋 11199ﾊ

根羽村 中野 すなし スナシ 4275～4278

泰阜村 打沢 すなし スナシ 1756-1759,1765-1766,1768-1773,1849-1850 21 52

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

阿智村 駒場 すなだ 砂田 ２３６，２３８～２４０，４２３

阿智村 伍和 すなだ 砂田
１８５８～１８６７，１８８０～１８８３，１８９２～１９０５，１９１０
～１９１２イ，１９１３～１９１４，２０２４～２０２７，２０２４～２
０２７，２０４０～２０５６

阿智村 伍和 すなだ 砂田 ６３６１～６３６４

阿智村 智里 すなだ 砂田 ４３７～４３９

阿南町 富草 すなだ 砂田 525，565～568

阿南町 富草 すなだ 砂田 7200

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

下條村 陽皐 すなだ 砂田 ５５８２～５５８５，５６０２

下條村 睦沢 すなだ 砂田 ５８９５～５８９６

下條村 睦沢 すなだ 砂田 ８８５７，８８５９～８８６７，８８６９

喬木村 富田 すなだ 砂田 12201

喬木村 小川 すなだ 砂田 6539,6567,6571-6572

喬木村 小川 すなだ 砂田 6912,6920-6921

喬木村 氏乗 すなだ 砂田 9830-9835

喬木村 大和知 すなだ 砂田 12011-12017

喬木村 伊久間 すなだ 砂田
15309,15317-15318,15329,15331,15578,15580,15592-
15605,15610-15617

喬木村 伊久間 すなだ 砂田 15740-15749,15757

高森町 牛牧 すなだ 砂田
７９５－７９６，８００－８０５，８０７，８１８，８９６－８９７，９１
０

５－１３ 64

高森町 山吹 すなだ スナタ ３６９１－３７０５ １０－８ 64

高森町 山吹 すなだ 砂田 ５３６８－５３８２ 64

豊丘村 河野 すなだ 砂田 ３９８，１５１８，４３２８－４３３８ 二－4 67

豊丘村 神稲 すなだ 砂田 ６７２２，８０４８－８０５０，８０５８－８０７３，８０７７－８０８１ 二－5 20

松川町 元大島 すなだ 砂田
４３－４５，１３７５－１３７７，１４５２，１９４５，４１９２－４１９
６，４２０１，４２１５，４２２０，４２７７，４５４２

２９，３７，４６ 32

松川町 大島 すなだ 砂田 ４３－４５ 19 32

泰阜村 打沢 すなだ スナ田 2537-2540 25，41 68

下條村 睦沢 すなだいら 砂平 ４２０３

豊丘村 神稲 すなだかわら 砂田川原 ３６１１－３６２１，３５９１－３５９４，３６２８ 二－5 18

高森町 牛牧 すなだくぼ 砂田久保 ７９７－７９８，８１４－８１７ ５－１３ 64

高森町 牛牧 すなだぼら 砂田洞 819 ５－１３ 65

阿智村 智里 すなどめ 砂留 １４４～１４８

天龍村 神原 すなのま 砂ノマ 4763-4769 132 291

阿智村 伍和 すなば 砂場 ５１９６，５２７５，５２７８～

下條村 陽皐 すなば 砂場
３４３２～３４３４，３４３９～３４４１，３４５７～３４５８，３４６４
～３４６６，３４８０～３４８９，３４９６～３４９９，３５７０～３５
１１

下條村 陽皐 すなば 砂場 ３５１４～３５１７，３５５０ノ２，３５２３

下條村 陽皐 すなば 砂場 ４７４４～４７４５

喬木村 氏乗 すなば 砂場 9984-9989,10003-10007,10106-10113
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根羽村 小戸名 すなば スナバ 3201ノ1～3202，3275ﾛ

松川町 元大島 すなば 砂ば １９４７－１９４８，１９５１，１９６４－１９６６ 29 32

松川町 元大島 すなば 砂場 １９５３ 29 32

阿智村 駒場 すなはた スナ畑 １９９４～

阿智村 駒場 すなはた 砂畑 ８５０～

阿南町 富草 すなはた 砂はた 962～964，966

豊丘村 神稲 すなばた 砂畑 １０４８８－ 五－3 169

高森町 牛牧 すなはら 砂原 ２６３９－２６４６ ６－１１ 65

根羽村 新井 すなはら 砂原 847～854

松川町 大島 すなはら 砂原 １０７１－１０７２ 18 32

泰阜村 唐笠 すなはら 砂原 4132-4134 14 27

喬木村 大和知 すなはらばた 砂原畑 11569-11570,11639,12040-12043

高森町 吉田 すなやどめ スナヤトメ １５５４－１５８７ ８－１０ 65

豊丘村 神稲 すべりざか 辷り坂 ８１４０－８１４３，８１７２－８１８３，１１８２７－１１８２９

豊丘村 神稲 すべりざかみちきた 辷り坂道北 １１８３０－

阿南町 富草 すべりば すべり場 9359～9364

泰阜村 南山 すべりば スベリ場 8379-8381 89 139

喬木村 加加須 すまいぎ 角木 5246-5248,5250-5252,5294-5300,5302-5303

喬木村 加加須 すまいぎ スマイ木 5254-5258

喬木村 小川 すまいぎ すまいぎ 9012-9013,9020-9024

阿智村 伍和 すまがいと スマ垣外 ７４３～７４６

天龍村 神原 すまぐち スマクチ 2611-2615 177 234

高森町 吉田 すまのた スマノタ １０１５－１０１６ ８－１１ 65

高森町 牛牧 すまばた スマバタ 1258 ５－１２ 65

高森町 大島山 すまばた 角畑 ５８８－５９１ ６－１１ 65

根羽村 小戸名 すまばた スマ畑 3229

下條村 睦沢 すみおか スミオカ ６９３２

松川町 元大島 すみた 角田 ２０２４ 28 48

松川町 元大島 すみだ 角田 ４４９３－４４９5，４５０３ 36 48

天龍村 平岡 すみたつ 墨立 204-284 27 16

阿智村 智里 すみはた 住畑 ７４２～７４９，８３４～８３７

阿南町 大下条 すみばた スミバタ 121

下條村 睦沢 すみばた 角畑 ２４１，２４３，　２５５，４６７

喬木村 富田 すみぼら 角洞 12651-12659 1 16

喬木村 加加須 すみめん 角面 5654-5656

喬木村 加加須 すみめん すみめん 5665-5666,5670

下條村 睦沢 すみもと 住本 ５９５９

豊丘村 神稲 すみやきがいと 炭焼垣外 ８１１５－８１２５，８２３４－８２３８

松川町 生田 すみやきくぼ 炭焼久保 １８６９ 58 96

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

下條村 睦沢 すみやきだいら 炭焼平 ３７６８～３７７５

天龍村 神原 すみやきのたいら スミヤキノ平 3547　,3549,3552 106 264

売木村 小枝軒川 すみやきば 炭焼場 ２０６－１～２７３イ
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大鹿村 鹿塩 すみやきば 炭焼場 2423～2424

豊丘村 河野 すみやきば 炭焼場 ５２７２－５２７３

天龍村 神原 すみやま 炭山 402 56 158

松川町 元大島 すみやま 寿美山 273 55 96

根羽村 小栃 すむら スムラ 6178ロ

高森町 吉田 すもおり スモヲリ １０９４－１０９９ ８－１１ 65

泰阜村 金野 すもがた すもかた 458,489 2 5

泰阜村 金野 すもがたした すもかた下 459 2 5

高森町 山吹 すもも スモヽ ２３４２，２７９２－２７９７ ７－８ 65

阿南町 富草 すももがだいら 李ヶ平 1190～1193

阿智村 清内路 すやま ス山 ２～６

阿南町 和合 すやま 巣山 2471

阿南町 和合 すやま スヤマ
2469～2470，2472～2477，2481～2520，2522～2545，
2548～2550

阿南町 旦開 すやまざか スヤマ阪 1876

阿南町 旦開 すやまざか 巣山阪 1846～1850，1877～1896

阿南町 和合 すやまぼら す山洞 2464

松川町 元大島 すり スリ 18 55 96

松川町 元大島 すりだ スリ田 ４５３５ 37 96

泰阜村 打沢 ずりだ ズリ田 1763-1764,1767 22 68

松川町 上片桐 すりばちくぼ スリバチ久保 ７９４５ 57 97

下條村 陽皐 すりばなぼら スリバチ洞 ４９５０～４９５５

泰阜村 打沢 ずりほった ズリホッ田 1891 21 52

泰阜村 打沢 ずりぼった ズリボﾂ田 1761-1762 22 52

大鹿村 鹿塩 するき スルキ 1172～1173，1192，1200ロ

大鹿村 鹿塩 するぎ スルギ
695～711，717，727～769，792～849，1202～1212，1220
～1226

泰阜村 南山 するさのくち スルサノクチ 8705-8707 104 139

阿南町 富草 するすぎ 摺杉 62～65

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

下條村 陽皐 するすぎきちへいぶん 摺杉吉平分 １６５１～１６５５

阿南町 和合 すわ すわ 1484

豊丘村 神稲 すわ 諏訪 ６８４５－６８４６

松川町 上片桐 すわがた 諏訪形
３０９６－３１０４，３１３５－３１３６，３１４４－３１４５イ、３１６
４－３１６８，３１８５－３２００，３２０１－３２５０，３２５２－３
２５７

14 45

下條村 睦沢 すわしゃ 諏訪社

豊丘村 神稲 すわしゃしゅびきそと 諏訪社朱引外５４６８－

阿南町 和合 すわづくり すわ作 1134

阿南町 大下条 すわのみや スワノミヤ 526

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

大鹿村 大河原 すわみょうじん 諏方明神 4618－

大鹿村 鹿塩
すわみょうじんけいだ
い

諏訪明神境
内

1262－

阿南町 富草 せ（そ）のやま せ（そ）の山？5710
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阿南町 和合 せい 清

阿智村 浪合 せいえもんうら 清右エ門裏 １９７～

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

阿南町 和合 せいかみ せい神 1470

下條村 睦沢 せいきちばた 政吉畑 ２４０４

阿南町 和合 せいきらし せいきらし 1379

松川町 元大島 せいくだ 清九田 ３４７－３４９ 55 97

豊丘村 河野 せいげんじ 清源寺 ３６７８－３６７９，３６９２－３６９７ 二－2 158

阿智村 清内路 せいごぼら 清五洞 ９３３～９４０

阿智村 伍和 せいじがいと 清治垣外 ２４０７～２４０９

喬木村 富田 せいじゅうはた 清十畑 14989-15002 4 16

阿智村 智里 せいじゅうろうばた 清十郎畑 ４６５１～

泰阜村 南山 せいすけ 清助 6089 52 139

泰阜村 南山 せいすけやま 清助山 6082-6083,6086 52 139

天龍村 平岡 せいぞうがいと 清造垣外 1624-1632 70 57

阿智村 伍和 せいぞうだ 清蔵田 ６３４１～６３４５

高森町 吉田 せいとう セイトウ ４５１－４７１，４７４，４９３－５５１，５６０－５６２ ９－１２ 66

高森町 吉田 せいとう 清東 ５７７－５７９ ９－１２ 66

高森町 吉田
せいとうのかわらのひ
ら

清東のカワラ
ノ平

580 ９－１２ 66

高森町 吉田
せいとうのかわらのひ
ら

清東のカワラ
のヒラ

581 ９－１２ 66

高森町 吉田 せいとうはら 清東原 ５５２－５５９，５８６－５８７ ９－１２ 66

高森町 吉田 せいとうはら セイトウ原 ５６３－５７５ ９－１２ 66

平谷村 ムク沢 せいなん？ 西南 １０６３－１０６４

阿南町 和合 せいのかみ せいの神 1471

阿智村 浪合 せいはちかわぐち？ 清八川口 １１９２ロ

天龍村 神原 せいはちばた 清八畑 105

天龍村 神原 せいべいじ 清平地 2137-2139 168 223

天龍村 神原 せいべいたけのきし 清平竹ノキシ 2136 168 223

天龍村 神原 せいべいはやし 清平林（天竜川向ﾉ内）1032-1033 70 188

下條村 睦沢 せいべえやしき 清兵衛屋敷 ４６８

高森町 山吹 せいややしき 清弥屋敷 ２９８６－２９８７ ８－８右 66

豊丘村 神稲 せいりだ 整理田 ７０１８－７０６６，７０８１－７１０３，７１３０ 二－7 45

豊丘村 神稲 せいりちだ 整理地田 ７０７２－

高森町 山吹 せいろう セイロウ ６０６８－６０７０ １３－８ 66

松川町 元大島 せかき せ加き ２３７６ 38 97

松川町 元大島 せかき せかき ２３８４ノ２，２３８６，２３８７ノ３ 38 97

豊丘村 神稲 せがきめん 施餓鬼面 ６９４３－６９４４ 二－5 34

高森町 山吹 せきがいと 関垣外 ５０２８－５０２９，５０４５ １１－７ 66

天龍村 神原 せきがいと セキ開土 4817，4832，4837-4838 132 293

松川町 元大島 せきがいと 関垣外 ４２８７－４２９０ 46 97

売木村 南部第二 せきがしま セキガ島 １９１９～１９３５，２１８１～２１８７

阿南町 富草 せきざか 関坂 1503
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喬木村 阿島 せぎした セギ下 960-962,1307-1361,1363-1434,5140-5142

豊丘村 神稲 せぎした セギ下 ９０１９－

下條村 睦沢 せきたぎ セキタギ ２０１４～２０１６，２０１８，２０２６，２０２８

阿南町 和合 せぎのうえ せぎの上 1862～1863

阿南町 旦開 せきのみね 関ノ峯 2012～2017

阿南町 富草 せきはら？ 関原 3925

高森町 牛牧 せきや セキヤ ３４４－３４５，３４８，３５０－３５５ ５－１３ 66

松川町 生田 せきや 関屋 ４９２－４９４ 48 31

松川町 上片桐 せきやばら 関屋原 １－１３５，３５７－３５９，３８４ 　２　，４ 1

天龍村 神原 せじばた セジ畑 942 81 183

天龍村 神原 せじばたした セジ畑下 943-944 82 183

阿智村 春日 せだれやま 瀬垂山 ３０２５～３０２６

阿南町 富草 せついん せついん 5358

阿智村 智里 せと 瀬戸 ４４４５～４４４６，４９７１～４９７４，４９７８

阿南町 富草 せと 瀬戸 6441～6442

喬木村 小川 せと 瀬戸 7605

天龍村 神原 せと セト 1916 167 89

天龍村 神原 せと セト 2142，2148-2151 168 89

天龍村 平岡 せと 瀬戸 2218-2219,2270 139 89

天龍村 平岡 せと セ戸 2269 139 89

天龍村 平岡 せと セト 2429 180 90

泰阜村 金野 せと せと 518-520,534 2 3

阿智村 浪合 せど 瀬戸 ９８２～１６５５ノ３

阿南町 富草 せど 瀬戸 891

阿南町 大下条 せど セド 1829

喬木村 小川 せど 瀬戸 7811-7814,7820,7823,7827-7828,7831，7847-7849

天龍村 神原 せど セド 1918-1926 168 89

泰阜村 明島 せど せど 4775 35 3

天龍村 神原 せとがいと セト垣外 1832 167 151

阿南町 和合 せどかひら せどか平 2368

阿南町 和合 せどかひら せどかひら 2368～2370

阿南町 和合 せどかひら せど 2729～2730

天龍村 神原 せときれ セト切 68 ,1684 81 171

天龍村 神原 せときれうえ セト切上 682-683 81 171

天龍村 神原 せときれした セト切下 685-688 81 171

天龍村 神原 せどぎん セドギン 2154 168 224

天龍村 神原 せとぐち セト口 6335 91 330

天龍村 平岡 せとぐち セト口 2365-2366 153 96

天龍村 神原 せとくぼ セト久保 4818 132 293

天龍村 神原 せとくぼ セト久保 5151-5154 131 293

阿南町 和合 せとざわ 瀬登沢 1111

阿南町 和合 せとざわ せと沢 1130～1131

阿南町 和合 せとざわした 瀬登沢下 1110
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阿南町 和合 せとしま せと島 1132～1133

阿南町 旦開 せとだ 瀬戸田 2209～2216

喬木村 氏乗 せとだいら 瀬戸平 9932

天龍村 神原 せどのはやし セドノ林 2564 177 234

喬木村 小川 せどのひら 瀬戸ノ平 7807-7808

天龍村 平岡 せとばやし 瀬戸林 1966 ,1968 96 76

天龍村 神原 せどばやし 瀬戸林 3320-3321 80 253

喬木村 大和知 せとひら（だいら？） 瀬戸平 11525-11529,11578-11580

喬木村 小川 せとほうげ 瀬戸ほうげ 8352-8353

天龍村 神原 せどまえばやし セド前林 1927-1928 168 216

阿南町 和合 せとや せとや 1233

阿南町 和合 せどや せどや 1229～1230

阿智村 伍和 せとやま 瀬戸山 １６８０～

阿南町 和合 せとやま せと山 2588

阿南町 和合 せとやま セトヤマ 2588

天龍村 神原 せとやま
セト山（ﾋﾖｻﾜ
ﾖﾘ竜川ﾉ内）

979-82 95 185

天龍村 神原 せとやま セト山 1220 95 185

天龍村 神原 せとやま セト山 1592 153 185

阿智村 伍和 せどやま セド山 ２０８７～２１０５

天龍村 神原 せとやまいしのした セト山石ﾉ下 1891 167 214

天龍村 神原 せとやまかみ セト山上 1540 123 ,138 205

天龍村 神原 せとやまみちうえ セト山道上 2268-2272 167 214

天龍村 神原 せとやまみちした セト山道下 1887-1890 167 214

天龍村 平岡 せとわき セトワキ 399402404 ３８，４９ 29

高森町 吉田 ぜにこさわ 銭子沢 ２８７１－２８７２，２９６２，６８６９ 66

阿南町 富草 せばいし セバ石 8466～8468，8471～8472

阿南町 富草 せばいし セバ石 8477～8479

下條村 陽皐 せばいし セバ石 ４９２１～４９２３

天龍村 神原 せばいし セバ石 553 57 88

天龍村 神原 せばいし セバイシ 5691-5697，5699-5701，5703-5709，5711 90 88

天龍村 神原 せばいし セバ石 5720 90 88

天龍村 平岡 せばいし セバ石 2205 139 88

泰阜村 金野 せばいし せば石 502-505 2 4

泰阜村 黒見 せばいし セバ石 4292-4293 14 4

泰阜村 南山 せばいし セバ石 7741 73,75 4

天龍村 神原 せばいしみち セバイシ道 5688-5689 90 310

阿南町 富草 せばいしみちうえ セハ石道上 8473～8476

天龍村 神原 せばきよ
ｾﾊﾞｷﾖ（ﾋﾖ沢
ﾖﾘ天竜川ﾉ
内）

995 82 186

阿南町 和合 せばた せばた 1069，1071～1073

天龍村 神原 せばと セバト 947 82 183

阿智村 伍和 せばみ セバミ ７５３０～７５３５



269

下條村 陽皐 せびづくり セビヅクリ ２７５～２７６

豊丘村 神稲 せひと 瀬飛渡 １１１９－１１３０ 二－3 10

天龍村 平岡 せぼふつ せぼふつ 2388 168 ,169 97

根羽村 向黒地 せまいし セマ石 2599～2600，2603

根羽村 老平 せまいし セマ石 3614～3615

豊丘村 神稲 せまちだ 畝町田 ６９５１－ 二－5 35

阿智村 伍和 せらた セ良田 １２４８～１２５１

高森町 牛牧 せり セリ 2834 66

松川町 大島 せり せり ９８５ １３，１８ 17

松川町 大島 せり セリ ９９１，１００２－１００３ 18 17

泰阜村 明島 せり セリ 5070-5073 36，39 65

泰阜村 南山 せり せり 7065 73 65

阿智村 春日 ぜり ゼリ １７９４～１８００，１８０２～１８０９，１８２８～１８３１

下條村 陽皐 ぜり ゼリ １１１２～１１２２，１１２９

松川町 大島 ぜり ゼリ ９７８－９８１ 18 17

泰阜村 明島 ぜり ゼリ 5263-5264 50 64

泰阜村 打沢 ぜり ゼリ 2021-2023 22 64

下條村 睦沢 せりがさわ セリガ沢 １０２１７～１０２３０，１０２３２，１０２３６～１０２３７

下條村 睦沢 せりがさわ 芹ヶ沢 １８６０～１８６６

下條村 睦沢 せりがさわ セリガサワ ５２９３～５２９６

松川町 元大島 せりき せりき ２３８４ノ１，２３８５，２３８７，２３８８，２３８９ 38 17

天龍村 平岡 ぜりこうれ ゼリカフレ 2607 156 109

阿南町 富草 せりざわ せり澤 4921，4938～4938

天龍村 神原 ぜりした セリ下 2506

天龍村 神原 せりそとかきばやし セリ外柿林 1685 152 209

阿智村 伍和 せりた セリ田 １２４７～

阿南町 富草 せりた せ里田 948

阿南町 富草 せりた 芹田 952～955

阿南町 富草 せりたひかげ せり田日影 10191110

阿南町 富草 せりたみちうえ セリ田道上 944～946

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

下條村 陽皐 せりたやま セリ田山

下條村 睦沢 せりのさわ 芹ノ沢 ８９５１

天龍村 神原 せりのそと セリノ外 1685 152 209

天龍村 神原 せりばた セリ畑 3527 135 31

天龍村 平岡 せりばた せ利畑 2577 141 ,157 31

天龍村 平岡 せりばた せり畑 1922-1923 ９６，９７ 31

天龍村 平岡 せりばた セリ畑 2533 170 31

天龍村 神原 ぜりばた ゼリ畑 4589 144 ,159 31

天龍村 平岡 ぜりばた ゼリ畑 414 73 31

天龍村 平岡 ぜりばた ゼリ畑 2532 170 31

天龍村 平岡 せりばたかきだいら セリ畑柿平 2215 124 89

天龍村 神原 せりばたやま セリ畑山 2944 166 244
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大鹿村 鹿塩 せりばやし セリ林 1135～1137

大鹿村 鹿塩 せりばやし セリ林 1664～1665

天龍村 神原 せりばやし セリ林 2562 177 233

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

大鹿村 鹿塩 ぜりばやし ゼリ林 2472～2476

天龍村 神原 せんかさした センカサ下 2279 167 227

阿智村 清内路 ぜんがみだいら 銭神平 １３４５～１３６０，１４０３～１４１５

豊丘村 神稲 せんがんとよ 千貫樋 ９０１－９０３，９０５－９０６ 二－4 84

泰阜村 唐笠 せんきばた センキバタ 4152 14 30

豊丘村 河野 ぜんく 善久 ３９９－ 二－4 69

下條村 陽皐 ぜんくろうなぎ 善九郎ナギ ７１５３

高森町 吉田 せんけん センケン ２８５１－２８６８，２８７０ ７－９ 67

豊丘村 神稲 せんげん 浅間 １１９０７－１１９０８ 二－5 33

豊丘村 神稲 せんげん 浅間 １１９０７－１１９０８ 二－５ 33

根羽村 小戸名 せんげん 浅間 2424ﾄ

平谷村 ムク沢 せんげん 浅間 ５２１－

阿南町 大下条 せんげんばやし 浅間林 1755～1756

喬木村 氏乗 せんげんびら せんけん平 11412

平谷村 ムク沢 せんげんまい 浅間前 １２２－

阿南町 和合 せんげんやま 浅間山 517

阿南町 大下条 せんげんやま 浅間山 2372～2374

阿南町 大下条 せんげんやまほったした浅間山ホッタ下2395

阿南町 和合 せんごく 千石 224

阿南町 和合 せんごくむかい 千石向 1039，1041～1042

松川町 生田 ぜんざなぎ 善左岨 ２２１１－２２１４ 30 97

天龍村 平岡 ぜんしかぶれ 善四カフレ 2098 ９７，９８ 74

阿南町 富草 ぜんしだ 善四田 1690～1691

松川町 元大島 ぜんしだ 善四田 ７８５ 55 97

泰阜村 柿野 せんじばた センシ畑 3581 37 85

阿智村 浪合 ぜんしばた 善四畑 ３０９～３１３

阿南町 旦開 せんじばやし 千治林 38

阿南町 大下条 ぜんしょうや ゼンセウ屋 776～777，779～788

阿智村 伍和 ぜんしろうやしき 善四郎屋鋪 １４６５～１４６８

天龍村 神原 せんじんさわ センジン沢 4232 119 ,134 278

喬木村 加加須 せんすい せんすい 5516-5516ﾉ8

阿南町 富草 ぜんすけばやし 善助林 2072～2074

阿南町 富草 ぜんすけばやし 善助林 2341～2342

松川町 大島 ぜんぞうす 善藏主 ２１３０－２１５６ 26 97

松川町 元大島 ぜんぞうだて 善蔵立 ４５３６－４５３７ 37 97

松川町 元大島 ぜんぞうぬし 善藏主
５２０９－５２１４，５２１５ノ２－５２１８，５２１９ノ２，５２２０ノ
３，５２２１ノ２，５２２２ノ２，５２２３－５２２６，５２２８－５２２
９，5228－5229

２６，２７ 43

松川町 元大島 ぜんぞうぬしだ 善蔵主田 １２７１ 38 97

豊丘村 神稲 せんだぎ 千駄木
１０１１２，１０１３７－１０１４４，１０１４６－１０１６８，１０１８
９－１０１９１，１０１９７－１０１９８，１０３２２－１０３２５

五－3 107
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喬木村 富田 せんだち 先達 12285-12289

阿智村 駒場 せんだつ 千ダツ ７８１～７８４

阿南町 富草 せんだつばた 先達畑 1717

泰阜村 打沢 せんだな セン棚 2474 25 49

泰阜村 打沢 せんだな センダナ 2477-2478 25 49

阿南町 大下条 ぜんだな 膳棚 1348～1349

泰阜村 稻伏戸 ぜんだな ゼンダナ 1581 20 49

泰阜村 打沢 ぜんだな ゼンダナ 2328 25 49

泰阜村 柿野 ぜんだな ゼン棚 3622-3623 37 49

天龍村 神原 せんど セント 2582 177 234

天龍村 平岡 せんどうがいと せんどふ垣外875-877 47 34

天龍村 神原 せんどした センド下 2566 177 234

天龍村 神原 せんとしたかわばた セント下川端 2567 177 234

阿南町 富草 せんび？ 舛尾？ 5647

豊丘村 河野 ぜんべいやしき 善平屋敷 ８１４－

高森町 牛牧 ぜんぽう 前方 ２１９－２２４ ６－１３ 67

阿南町 大下条 せんぼうのき センボウノ木 1486～1494

阿南町 富草 せんぼのき せんぼの木 4920

阿南町 富草 せんぼのき せんぼの木 4940～4941

阿南町 富草 せんぽばた 千歩畑 7075～7077

泰阜村 打沢 せんぼや センボヤ 2100 22 57

阿南町 和合 せんぼろのき せんぼろのき 1701

豊丘村 神稲 せんぼんばた 千本畑 ４３４５，　４３５４ 二－6 91

下條村 睦沢 せんぼんまつ 千本松 ５３０９

松川町 生田 せんまい 千枚 ７５３０ 97

松川町 生田 せんまいゆわ 千枚岩 ７５２２－７５２８，７５３１－７５６０ 97

松川町 元大島 ぜんみょうだ 善明田 １３７８－１３７９ 38 98

天龍村 神原 ぜんものこおれ
ゼンモノコヲ
レ

1756 167 211

阿南町 富草 ぜんもん 善門 9672～9676

阿南町 大下条 せんもんだ センモンダ 899

下條村 陽皐 ぜんもんだ 善門田 ２５３１～２５３２

下條村 陽皐 ぜんもんだ 前門田 ３０９～３１０

松川町 元大島 ぜんもんだ 禅門田 １０８０－１０８１ 18 28

泰阜村 打沢 ぜんもんばた ゼンモン畑 1908 21 53

下條村 睦沢 ぜんもんほら 禅門洞 ２５２５～２５２７

下條村 睦沢 ぜんもんぼら 善門洞 ２７０７～２７１０

阿南町 富草 そいちだ 曽市田 9138～9141

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

高森町 山吹 そうえもんばやし 相右ヱ門林 ２７８３－２７８９ ８－８ 67

豊丘村 河野 そうえもんばやし 惣右衛門林 ５１８８－５１８９ 五－5 130

豊丘村 神稲 ぞうがほら 象ヶ洞 １１８００－１１９０２ 二－5 33

天龍村 神原 そうかんづくり ソウカン作リ 350-351 57 156
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天龍村 神原 そうかんばやし ソウカン林 442445 56 ,57 162

阿南町 富草 そうきちはた 宗吉畑（原）？3120～3121

泰阜村 左京 ぞうげどや ゾウケドヤ 5518-5524 36,39 101

泰阜村 打沢 そうけん ソウケン 2076-2077 22 68

松川町 元大島 そうげんだ 宗玄田 １２７５－１２７６ 38 45

松川町 元大島 そうげんばら 宗源原 ２９６５－２９９９，３０５１－３０５２ 28 45

阿南町 和合 そうごろう ソウゴロウ 399

阿南町 和合
そうごろうひかげむか
い

ｿｳｺﾞﾛｳ日影
向

397～398

阿智村 伍和 そうしゅうだ 宗周田 ７８１～７８３

松川町 元大島 そうじゅうだ 惣十田 53 54 98

松川町 生田 そうすけばた 惣助畑 ７２１９，７３２７－７３４７ 98

天龍村 平岡 そうたろうばやし 宗太郎林 200 27 16

泰阜村 田野口 ぞうとや ぞうとや 5434 - -

豊丘村 河野 そうのくぼ 床ノ久保 五－4 143

松川町 元大島 そうのはやし 惣ノ林 ７９４－７９５，７９７－７９９，８０４，８１０－８１１ ４６，４７ 98

下條村 睦沢 そうはく 惣白 ４３２７，４３５８～４３７４

下條村 睦沢 そうはくだ 惣白田 ４０６９

下條村 睦沢 そうべだ 掃部田 ７５１４～７５１６

阿南町 大下条 そうべっとう 総別當 1397～1401

天龍村 神原 そうべつとう ソウベツトウ 6314 79 ,92 328

阿南町 和合 そうほん 惣ホン 1659

阿南町 和合 そうほん？ 惣ほん 1658

泰阜村 左京 そうやま 惣山 6022-6023 53 101

松川町 上片桐 そうれい 惣礼 １７０９－１７４０ 8 7

豊丘村 神稲 そえきたやま 忝北山 １１９０４ー

松川町 元大島 そぎばた ソギ畑 ４０５１－４０５２，４０５９ 46 98

泰阜村 打沢 そしがいと ソシガイト 2237-2245 23 58

泰阜村 南山 そしがいと ソシ垣外 7778 74 58

高森町 山吹 そしだ ソシ田 ４７０２－４７０３ 67

高森町 牛牧 そしちだ 曽七田 １４４７－１４４９，１４５１ ５－１３ 67

大鹿村 鹿塩 そだばた 曽田畑 936～956

大鹿村 鹿塩 そだばた 曽田畑 936～956

阿南町 富草 そたばやし 外林 2867～2870

阿智村 伍和 そだやま ソダ山 ７３６５～

阿南町 大下条 そつで ソツデ 64～65

高森町 牛牧 そて ソテ １２５０－１２５２ ５－１２ 67

豊丘村 河野 そで 袖 ５１７０－５１７１，５１７５－５１７７ 五－5 128

豊丘村 河野 そで ソデ ５１７４－ 五－5 128

泰阜村 南山 そで 袖 8454 90 63

下條村 睦沢 そでした 袖下 ４８１

泰阜村 打沢 そでだ ソデ田 2356-2360 25 63

泰阜村 打沢 そでだ 袖田 2362-2364,2370 25 63

高森町 山吹 そでのた ソデノ田 ３２４４－３２４７ ８－８ 67
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下條村 睦沢 そでのはし 袖ノ端 ４８０

根羽村 小川 そではた 袖畑 3759～3760

阿南町 大下条 そと ソト 1472

阿南町 和合 そと 外 42～44，217

天龍村 神原 そと 外 3273-3274,3279-3280,3946-3948 80 252

天龍村 神原 そと 外 3887-3894，3916，3997，4001-4002，4027-4028 106 252

泰阜村 明島 そと ソト 4989 36 77

豊丘村 河野 そといけ 外池 １７７０－１７８０ 二－2 160

下條村 陽皐 そといなば 外稲葉 １７４５～１７４６，１７４９～１７５０	

喬木村 小川 そといなば 外稲場 8362-8364,8380

阿智村 駒場 そとうで ソトウデ １３０２，１３０９～

豊丘村 神稲 そとうで ソトウデ ６０１３－６０１９，６０４２－６０４６，６１６４，６１６９－６１７０ 五－5 115

大鹿村 大河原 そとうわだいら 外上平 5295～5297

阿智村 智里 そとかいと 外垣外 ４２７２～４２７３

阿南町 大下条 そとかいと 外開土 1834

阿南町 和合 そとかいと 外開土 207，　209

下條村 陽皐 そとかいと 外垣外 ２８０６，　２８１４

根羽村 取手 そとかいと 外垣外 4755～4759，4767

阿南町 和合 そとかいど そと開土 2364，　2366

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

阿南町 大下条 そとがいと ソトガイト 124

阿南町 和合 そとがいと そとがいと 2799

阿南町 大下条 そとがいと ソトガイト 1902～1908

阿南町 和合 そとがいと 外垣外 210～213，883

下條村 陽皐 そとがいと 外垣外 ６７９６

下條村 睦沢 そとがいと 外垣外 ３８９９，３９１８～３９２２，４２７３

下條村 睦沢 そとがいと 外垣外 ４５４４～４５５３，４５５６，４９９４

喬木村 小川 そとがいと 外垣外 5856,5865-5867,5879-5884,5921

喬木村 小川 そとがいと 外垣外 7637,7640　,7650

喬木村 大和知 そとがいと 外垣外 11929-11939

豊丘村 河野 そとがいと 外垣外 ８３０，８４４－８４８，８５３ 二－4 77

松川町 生田 そとがいと 外垣外 ３６６５－３６６９ 43 51

松川町 元大島 そとがいと 外垣外 ２０１８－２０１９，４７７９－４７８０ 29 51

泰阜村 門島 そとがいと 外垣外 4668,4670, 31，32 87

泰阜村 左京 そとがいと 外垣外 5645-5649,5899 53 87

泰阜村 平野 そとがいと 外垣外 4590-4591 33,35 87

泰阜村 南山 そとがいと 外垣外 8138-8140,8147,8206 89 87

阿南町 和合 そとがいとたのした 外垣外田ﾉ下 208

喬木村 小川 そとかくご 外覚吾 8426-8428,8434

高森町 牛牧 そとがひら 外ガヒラ 831 67

喬木村 氏乗 そとがほら 外ヶ洞 9889-9896

泰阜村 左京 そとがほら 外ｹ洞 5551,5554-5555 51 101

天龍村 神原 そとくりしろ ソトクリシロ 6191 68 327
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喬木村 富田 そとごし 外越 13718-13722

阿智村 春日 そとだ 外田 ３２５３～３２６６，３３７３，３３８０～３３８３

阿智村 駒場 そとだ 外田 ２～５

下條村 睦沢 そとだ 外田 ７２５３，　７２５７

下條村 睦沢 そとだ 外田

松川町 元大島 そとだ 外田 ３６３３－３６４２ 37 98

阿智村 伍和 そとたなか 外田中 ４４３５～４４５８

阿智村 駒場 そとちうで 外チフデ １３０９イ１

喬木村 加加須 そとで 外出 5721,5753-5754

喬木村 加加須 そとで そとで 5766-5789

天龍村 神原 そとで ソトテ 490 69 164

松川町 元大島 そとで 外出 ３２６５－３３０４，３７２２，３７２７－３７３９， 27 44

阿智村 伍和 そとでぼら 外出洞 ４７７３～４７７７

泰阜村 打沢 そとなごね 外ナゴネ 1882-1890 21，22 53

喬木村 氏乗 そとのかまざかい 外釜堺（場？）10248

喬木村 大和知 そとのひら 外ノ平 11928,11960-11961

喬木村 大和知 そとのほら 外ノ洞 11952

阿南町 富草 そとのやま そとの山 5537～5539

高森町 出原 そとはた ソトハタ ８－９，３５８－３５９，３７６－３７７，３９２－３９４ ８－９ 67

阿南町 富草 そとばた 外畑 6398

阿南町 大下条 そとばた ソトバタ 128～129

下條村 陽皐 そとばた 外畑 ８３１

阿南町 富草 そとばやし ソト林 8135～8136

阿南町 富草 そとばやし 外林 8219～8220

阿南町 富草 そとばやし 外林 8637～8642

喬木村 小川 そとばやし 外林 8365-8366

松川町 元大島 そとばやし 外林 ３７２３－３７２６ 37 22

阿智村 春日 そとはら 外原 ２８７０～２８７２

豊丘村 神稲 そとはら 外原 １７９４－１８３４，１８５９－１８６８ 二－4 84

豊丘村 神稲 そとひろまち 外広町 ２５４９－２５５１ 五－5 119

高森町 牛牧 そとべっそ 外別曽 ２７６６－２７６９，２７７２－２７７９ ５－１０ 67

泰阜村 稻伏戸 そどぼ ソドボ 1418 20 46

下條村 睦沢 そとぼうずぼら 外坊主洞 ５３１９～５３７７

阿南町 富草 そとぼら 外洞 2528～2540

豊丘村 神稲 そとぼら 外洞 ５７１１－５７１５ 五－5 119

泰阜村 南山 そとぼら 外洞 7528 74 139

天龍村 神原 そとまいぐわ ソトマイグワ 336 57 154

喬木村 加加須 そとまつくぼ 外松久保 5363

喬木村 富田 そとみなみかわら 外南河原 14502-14505

喬木村 伊久間 そとむぎだ 外麦田 15139,15140,15223,15383,15372-15381,15444-15451

下條村 睦沢 そとやだけ 外矢嶽 ７１４２～７１４３

阿南町 和合 そとやま 外山 13

阿南町 富草 そとやま 外山 8223～8224
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阿南町 富草 そとやま 外山 8633～8634，8636

根羽村 高橋 そとやま 外山 5072

大鹿村 大河原 そとわで 外上手 1868～1869

大鹿村 大河原 そとわで 外上手？ 5395～5396

大鹿村 大河原 そとわで 外上手 4123～4150

阿智村 伍和 そね そね ４１５５～４１５９

泰阜村 南山 そね 曽根 6756-6757,6837,7072 72 139

下條村 陽皐 そねかいど 曽根開土 ２１４７～２１４８

下條村 陽皐 そねがいと 曽根垣外 ２１０４～２１０８

阿智村 伍和 そねだ ソネ田 ５５１１～５５１３，５５１６ノ２，５５１７ノ２

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

下條村 睦沢 そばざわ ソバ沢 ４３３７～４３４４，５１１０～５１１１，５１１５，４３４５～４３５２

下條村 睦沢 そばざわ 側沢 ４４１６～４４２９，４４３３～４４４４

阿南町 和合 そばしろ ソバ代 95，　97，99

阿南町 和合 そばしろ 蕎麦城 96，　98

天龍村 神原 そばばた ソバ畑 5638,5682-5683 90 308

喬木村 氏乗 そぶさわだいら ソブ沢平 11193

下條村 陽皐 そぶた ソブ田 ２７４６～２７４８，２７６５～２７６６

豊丘村 神稲 そぶだ ソブ田 ９４８１－９５００ 五－3 169

阿南町 和合 そふつくり ソフツクリ 1764，　1766

阿智村 伍和 そへいばた 曽平畑 ３８８０，３８８３，３８８６～３８９５

阿南町 和合 そまごや 杣小屋 1593

阿南町 大下条 そまどち ソマドチ 1481～1482

阿南町 富草 そまのたわ そまのた王 5294～5302，5307～5333

阿南町 富草 そまんた そまんた 5303～5304，5322～5326

阿智村 駒場 そやま 曽山

１７７２～１７７７，１８２７～１８３１，１８３５～１８９８，１９０６
～１９０７，１９１４～１９１５，１９１７，１９２１，１９２７～１９３
２，１９３７～１９５３，１９５８～１９５９，１９６１～１９６２，１９
６６，１９７３～１９７４

泰阜村 南山 そやま 曽山 9004 93 140

阿智村 智里 そやまだ 曽山田 ４３３～４３６

阿南町 大下条 そら ソラ 1227～1230，1247～1248，1250，1252～1256，1267

天龍村 神原 そら ソラ 2146 168 223

阿南町 富草 そらがいと 空垣外 5407～5412，5417

喬木村 富田 そらくぼ そらくほ 14331-14333 3 16

喬木村 富田 そらくぼ ソラ久保 14360-14380 ３，４ 16

喬木村 氏乗 そらくぼ そらくぼ 11204ﾉ1-11217

豊丘村 河野 そらくぼ 空久保 ７３６９－７３７１ 五－4 153

松川町 生田 そらくぼ 空久保 １８１７－１８２３，１８２５、１８２７－１８３１，１８４５－１８４７ 57 98

阿南町 富草 そらげ そらけ 9868～9872

阿南町 和合 そらたいら ソラタイラ 2312

阿南町 和合 そらだいら さら平 990991

阿南町 和合 そらだいら ソラ平 683～684

阿南町 和合 そらだいら そら平
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天龍村 神原 そらだいら ソラ平 3969-3971 105 271

阿南町 富草 そらのかいと そらの垣外 5403～5406

天龍村 神原 そらのたいら ソラノ平 6030 42 271

豊丘村 神稲 そらばた 空畑 ７７４９，　７７６０，７７６８ 二－5 34

高森町 出原 そりた ソリタ ２４０－２４１ ９－９ 68

阿南町 大下条 そりだ ソリ田 1134～1137

阿南町 大下条 そりだ ソリ田 1581～1586

高森町 出原 そりはた ソリハタ １９０－１９１，１９５，１９６ ８－９ 68

阿南町 大下条 そりばた ソリ畑 2017～2018

高森町 吉田 そりばた ソリバタ ９２１－９２４ ７－１１ 68

喬木村 氏乗 そりみ そりみ 11071-11073

喬木村 富田 そりめ ソリメ 12321-12325 1 16

喬木村 小川 そりめ ソリメ 6535-6538,6568

喬木村 大島 そりめ ソリメ 9342-9373,9389-9393,9396-9398

高森町 牛牧 そりめ ソリメ １１１７ロ、２２４２－２２４５ ６－１２ 68

高森町 吉田 そりめ ソリメ １８７５－１８７７ 68

松川町 大島 そりめ 反目 １０８４ 18 24

松川町 上片桐 そりめ 橇目 ４４０６－４４１５，４４３１－４４３２，４４３４ 16 24

松川町 元大島 そりめ 反目 ４３７２－４３７４，４５２６－４５３４ 37 24

高森町 牛牧 そりめだ ソリメ田 ８８７－８８９，１１１１，１１１７，８９０－８９１ ４－１３ 68

阿南町 和合 そわなくぼ そはな久保 1451～1453

阿南町 大下条 そんて ソンテ 957

阿南町 大下条 そんて ソンテ 1783

阿南町 和合 そんて そんテ 2039～2041，2043～2044

阿南町 大下条 そんで ソンデ 1779

阿南町 大下条 そんで ソンデ 2332～2333

阿南町 富草 そんで そんで 4793～4796

阿南町 富草 そんで そんで 5676～5680

阿南町 大下条 そんで ソンデ 626～627

阿南町 大下条 そんで ソンデ 76～77，87～89，840

阿南町 和合 そんで ソンデ 832，　834

下條村 睦沢 そんで 損手 ５４

根羽村 萸野 そんてだ ソンテ田 2970

天龍村 神原 そんでばやし ソンデ林 620 68 168

阿南町 富草 そんでやま そんで（こ）山 5534

根羽村 横畑 た 田 4607～4608

阿南町 旦開 た？で た？で 1775，3726～3727

高森町 吉田 たあじろ タアジロ ８９８－９２０ ７－１１ 68

泰阜村 南山 たあぜ 田畔 6768 72 140

喬木村 富田 だいうんじ 大雲寺 13679-13687 4 16

阿智村 春日 だいくめん 大工免 １８７３～１８９１

喬木村 富田 たいこうど 大幸度 12892-12912 2 16

下條村 睦沢 だいこくや 大黒屋
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根羽村 小戸名 たいこごや タイコ小屋 3409～3410

阿南町 大下条 たいこつか？ 大小ツカ 1787

阿智村 浪合 だいこんざわ 大根沢 ８１０イ１～９０３ロ

阿智村 浪合 だいこんばた 大根畑 ５８ホ～ト

松川町 生田 だいこんばた 大根畑 ７０６７－７０９１ 98

阿智村 伍和 たいざ 多井座 ４１５～

阿智村 伍和 たいざ タイザ ４１６～４１８

阿南町 富草 たいざ 對座 2610～2611

阿南町 旦開 たいざ たいさ 1048

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

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

阿南町 旦開 たいざ 多いざ 1057，1059，1074－

阿南町 大下条 たいざ タイザ 1409～1418

阿南町 大下条 たいざ タイザ 2359～2361,2371～2382

阿南町 富草 たいざ たいざ 5201，　5204

阿南町 大下条 たいざ タイザ 615～616，619～620，622～632，665～673

阿南町 富草 たいざ タイザ 8710～8714，8765～8766

下條村 陽皐 たいざ 泰座 ３３２７

下條村 睦沢 たいざ タイザ １００７０，１００７２～１００７６

下條村 陽皐 たいざ 田井座 ２４２４～２４３２

下條村 睦沢 たいざ タイザ ２７５８～２７５９，２７６３～２７６４

下條村 睦沢 たいざ 太座 ６４４７～６４４８，６４５０～６４５２

下條村 睦沢 たいざ タ井ザ

喬木村 加加須 たいざ タイサ 5424-5430,5440-5441

喬木村 小川 たいざ 對座 6469,6472-6474

高森町 牛牧 たいざ タイザ
６４８－６５０，６５１－６５３，６５５，６５８　　　　　　　　６６１
－６６７

５－１３ 68

豊丘村 神稲 たいざ タイザ ６０６６－６０６８ 五－5 115

泰阜村 金野 たいざ たいざ 59-66,683 6,16 11

泰阜村 鍬不取 たいざ タイザ 2866 38 11

泰阜村 南山 たいざ 泰座 8391 89 11

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

泰阜村 鍬不取 たいざかみ タイザ上 2762 38 33

阿南町 富草 たいざばた 対座畑 6704～6712，7163

泰阜村 鍬不取 たいざばた タイザ畑 2757-2758 38 33

天龍村 平岡 たいさぶろう タイサブラフ 2689 157 112

阿南町 富草 たいざやま 対座山 7240～7252

阿智村 伍和 たいざわ タイ沢 ４６３４～４６３５

阿智村 智里 たいざわ 鯛沢 ９２１～９３４

高森町 大島山 たいざわ 対沢 ３２１，３２３，３２８－３３２ ６－１１ 68

天龍村 神原 たいざわ 田井沢 6210-6220，6225 80 327

豊丘村 神稲 たいざわ 對沢
５８０２－５８０３，５８０８－５８１０，５８４５－５８４８，５９２２
－５９２８，６１２６－６１２７，６１６２

五－5 114

豊丘村 神稲 たいざわ タイザワ ６１６３－６１６５ 五－5 114
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阿南町 富草 たいし 太子 6753

下條村 睦沢 たいし 太子 ６４３３，　６４４９

下條村 睦沢 たいしごし 太子腰 ６４３１，　６４３５

下條村 睦沢 たいしどう 太子堂

豊丘村 神稲 たいしどう 大子堂 ７３００－７３０２，６７５８－６７６３ 二－5 26

下條村 陽皐 たいしめん たいし免 ４６８４

天龍村 神原 だいじゃ タイジヤ（倉ﾉ平ﾋﾗﾉ内）1438 123 202

阿南町 大下条 だいじゃぶち 大蛇淵 114～118

下條村 陽皐 だいじゃぶち 大蛇淵 ６０８６～６０８８，６１１６～６１１９

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

阿南町 富草 だいじゃぼち 大ジャボチ 4359～4361

阿南町 富草 だいじゃぼっち 大ちゃぼっち 4362～4365

泰阜村 南山 だいしょうづくり 大小作り 7305 73 140

豊丘村 神稲 だいじょうぼうやま 大乗坊山 １２５２４－ 五－4 133

喬木村 加加須 たいしろ たいしろ 5239

阿南町 富草 だいせんどう？ 大せんどう 5547

松川町 元大島 だいぞうじ 大蔵寺 ４２９３－４３１０ 46 98

天龍村 平岡 たいだ タイダ 133,137,141,167-178 27 12

天龍村 神原 たいたはやしみちうえ タイタ林道上 1291-1292 110 199

高森町 吉田 だいつのぼう 大角坊 １３９２－１３９３ ９－１１ 69

阿南町 富草 だいとう 大東 6448

高森町 山吹 だいどううえ 大道上 ２９９０－２９９１，３０１０－３０１３ ８－８ 69

高森町 山吹 だいどうした 大道下 ３１２２－３１２３，３１３２－３１３３ ９－７ 69

豊丘村 神稲 だいどうした 大道下 ４９４５－４９７９ 二－5 20

高森町 山吹 だいどうばた 大道端 ３１１０－３１１１，３１２５，3206，３２２７－３２２９ ８－８ 69

高森町 山吹 だいどうばた 大道バタ ３１５２，３１５４，３１７１－３１７３ ８－８ 69

豊丘村 神稲 だいどうばた 大道端 ４３７３－４３８０ 二－6 91

豊丘村 神稲 だいどうばた 大道畑 ８２２６－８２２８

阿南町 大下条 だいにち 大日 2452～2455

下條村 陽皐 だいにち 大日 ３１８６

阿南町 大下条 だいにちとうげ 大日峠 2403～2406

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

下條村 睦沢 だいにちはら 大日原

下條村 睦沢 だいにちばら 大日原 ８３４７～８３４８

阿南町 大下条 だいにちやしき 大日屋敷 1888～1894

阿南町 大下条 だいにちやま 大日山 1101

阿南町 大下条 だいにちやま 大日山 2491

豊丘村 神稲 だいばらがみ 台原神 ５５４３－５５４６ 五－6 110

阿南町 大下条 だいびゅうかいと 大ビュウカイト2127～2131

喬木村 大和知 たいへい 大平 12091-12100

喬木村 大和知 たいへい 太平 12002-12110 おおびら

阿智村 伍和 たいぼ たいぼ ８３８～８７３

高森町 牛牧 だいぼうやまにしひら 大防山西ヒラ 2811 ４－１２ 69
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高森町 牛牧
だいぼうやまひがしび
ら

大防山東ヒラ 2807 ４－１２ 69

高森町 牛牧
だいぼうやまよこてし
た

大防山横手下2808 ４－１２ 69

阿南町 旦開 たいまつめん 松明免 2648

下條村 睦沢 たいまのかみ 大麻神 ５８

下條村 睦沢 だいまるや 大丸屋 ３９６８

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

大鹿村 大河原 だいみょうじん 大明神 4527－

下條村 陽皐 だいみょうじん 大明神 １８６２～１８６４，２０３６～２０３７

高森町 山吹 だいみょうじん 大明神 ５４９８－５４９９ １１－７ 69

松川町 生田 だいみょうじん 大明神 ３１４４，３１６１－３２１５ ３２，３３ 99

阿南町 大下条 だいみょうじんした 大明神下 1576～1579

阿智村 智里
だいみょうじんしもだ
いら

大明神下平 ４０９１～４１０８ノ１

阿智村 智里 だいみょうじんだいら 大明神平 ４１０９～４１４９

高森町 山吹 だいみょうじんばら 大明神原 5395－5405，５４６２－５４７７，５４９２－５４９６ １１－６ 69

豊丘村 神稲 だいみょうじんばら 大明神原
４５５４－４５６１，４５７２－４６１２，４６１９－４６２１，４６２５
－４６２８

二－6 91

大鹿村 大河原 だいみょうじんひかげ 大明神日蔭 4520～4521

大鹿村 大河原 だいみょうじんひかげ 大明神日蔭 4520～4521

大鹿村 大河原 だいみょうじんひなた 大明神日向 4524－

大鹿村 大河原 だいみょうじんひなた 大明神日向 4524－

阿智村 清内路 だいもちやま 台持山 １０４０～１０４１

阿智村 智里 だいもん 大門 ２３５４～２３６４，２３８１～２３８５

阿南町 富草 だいもん 大門 4219～4238

阿南町 和合 だいもん 大門 544～545，558

阿南町 大下条 だいもん ダイモン 560～569

阿南町 大下条 だいもん 大門 576～580

下條村 睦沢 だいもん 大門 ３１１２

下條村 陽皐 だいもん 大門 ３９４７～３９４９

喬木村 富田 だいもん 大門 13646-13647 1 16

高森町 吉田 だいもん タイモン １３６７－１３７４ ９－１１ 69

高森町 吉田 だいもん 大門 ６０５，６１５－６４７ ８－１２ 69

豊丘村 河野 だいもん 大門 ３４３９，３４４６－３４４７ 二－2 157

松川町 元大島 だいもん 大門 ６０３－６０４ 47 99

阿南町 富草 だいもん？ 大門 1847

豊丘村 河野 だいもんきた 大門北 ３４６６，３４６８，７５５ 二－2 78

泰阜村 南山 だいもんさき 大門先 6181-6183,6185-6188,6217,6344,6348,6780 70,72 140

豊丘村 河野 だいもんした 大門下 ３４２７－３４３８，３４６９－３４７４ 二－2 157

下條村 陽皐 だいもんばやし 大門林 ４００６

高森町 吉田 だいもんばら 大門原 ５８８－６０４，６０６－６１４ ９－１２ 70

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

阿智村 智里 たいら 平 ８４～

下條村 睦沢 たいら 平 ７９４４～７９４５，８９１０
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下條村 睦沢 たいら 平 ９６４５，９６７４，　９７１７

喬木村 加加須 たいら たいら 5617

天龍村 神原 たいら 平ラ 2577

豊丘村 神稲 たいら 平 ８９３－８９４，９０３－９０８ 五－3 169

根羽村 浅間 たいら タヒラ 3445，3504

泰阜村 左京 たいら 平 5734-5735 53 101

泰阜村 南山 たいら 平 8621 90,103 101

下條村 睦沢 たいら？ 平 ９８８４，９９３０～９９３１

根羽村 浅間 たいらかわむこう タヒラ川向 3485～3503

松川町 大島 たいらくぞ 平久曽 ４７９５－４８４７，４９５９－４９６５ 52 99

天龍村 神原 たいらぐち 平ラ口 2554 177 233

天龍村 神原 たいらのきれ 平ノ切 3213-3214,3216 80 251

天龍村 神原 たいらのくち
平ノ口（郷戸
ヒラノ内）

224

天龍村 神原 たいらのくぼ タイラノ久保 3571 120 265

天龍村 神原 たいらばた 平畑 265 44 149

阿智村 清内路 たいらばたけ 平ラ畑 ２０１９～２０２３

阿智村 春日 たいらばやし 平林 １２０１～１２３８

阿智村 智里 たいらばやし 平林 ５９６～６０２

松川町 大島 たいらばやし 平林 ９８６，９８８－９９０ 13 99

大鹿村 大河原 だいり 内裏 4760～4764

阿智村 春日 だいろく 大六 ２２２２～２２２４，２２４１～２２４５，２２４７，３３８４～３３９３

阿智村 駒場 だいろく 大六 ７～３３，３９～４７，５０～５２，２００９～２０６３

阿智村 春日 だいろくいなば 大六稲葉 ２２４６～

阿智村 駒場 だいろくだいらはた 大六平畑 ５９～６０

阿智村 春日 だいろくみちした 大六道下 ２１６９～２１７０

阿智村 春日 だいろくみちした 大六道下 ２１７２～２１７３

阿智村 春日 だいろくよこみちうえ 大六横道上 ２１７１～

下條村 陽皐 たおしみや タオシミヤ ４０３５～４０３６

豊丘村 神稲 たかいし 高石 １１０７７－１１０７８ 五－3 98

阿南町 富草 たかいしかけ 高石かけ 6618～6619

阿智村 智里 たかがいと 高垣外 ４６５０～

松川町 生田 たかがいと 高垣外 ４４３４，８３０２－８３１５ 63 99

泰阜村 南山 たかがき 高柿 6557-65586565-6567,6569, 72 140

阿南町 大下条 たかき 高木 423～434

阿智村 智里 たかぎ 高木 ３４７～３６１

阿南町 大下条 たかぎだ タカギ 1213～1215

阿南町 大下条 たかぎだ 高木田 186～187

大鹿村 大河原 たかくぼ 高久保 3312～3317

豊丘村 河野 たかごえ 高越 ３４２２－３４２６ 二－2 156

豊丘村 神稲 たかごえ 高越
７２３１－７２３３，７２３９－７２４７，７２６７－７２７３，７８８８
－７８９０，３４２２－３４２６

二－5 39

阿智村 伍和 たかごし 高越 １１３５～１１９３

阿智村 伍和 たかごし 高越 ４５５７～４５６１，４６３３，４６５０
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下條村 睦沢 たかごし 高越 ７４３４

喬木村 小川 たかごし 高越 6372-6376,6314,6317-6320,6326

高森町 牛牧 たかごし タカゴシ ４９４－４９９，５０１，５０５ ５－１３ 70

松川町 元大島 たかごし 高越 １９－２２，２５－２６，２４４，２４６－２４８ 55 99

阿智村 伍和 たかこしがわら 高越川原 ４６３１～４６３２

天龍村 神原 たかごや 高小屋 4564　,4566 159 287

天龍村 神原 たかさわ 高沢 956 82 184

阿南町 旦開 たかしろ？ 高城 3607

豊丘村 河野 たかす 鷹巣 ４７８０，４７８８－４７９１ 五－2 126

喬木村 加加須 たかせぎ 高関 5527ﾉ8

阿南町 和合 たかぞれ タカゾレ

阿南町 富草 たかだ 高田 308～310

阿智村 智里 たかだだいら 高田平 １９０～１９１，１９４

天龍村 神原 たかちおおざぶち 高地大ザ渕 4603 145 289

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

松川町 元大島 たかつつば 高筒場 ３４８６－３４９４，３５８７ 27 44

高森町 山吹 たかでがめ 高出亀
７２９３－７３４７，７５２４－７５６８，７６８５－７６８６，７６９４
－７７０２

８－６ 70

阿南町 大下条 たかど 高戸 1765～1768

下條村 陽皐 たかとうげ 高峠 ６０２２

天龍村 平岡 たかとお 高遠 2124 112 ,113 80

豊丘村 河野 たかとやざわ 高鳥谷沢 ７１５５－７１９２ 五－4 133

高森町 山吹 たかとやはら 高鳥谷原 ２３４６ノ１－２３４６ノ５ ６－６ 70

天龍村 平岡 たかね 高根 2590-2603 156 ,171 108

阿智村 智里 たかねざか 高根坂 １９４８～

下條村 睦沢 たかのこし 高腰 １３８０～１３８５

高森町 大島山 たかのさわ 鷹ノ沢
８４－８７，８９－９３，１０６－１０７，６８０　　　　　　　　７１４
－７２１

５－１０ 70

天龍村 神原 たかのさわ 高ノ沢 5007　，5009 146 295

阿南町 大下条 たかのす タカノス 3198～3204

大鹿村 鹿塩 たかのす 鷹之巣 4303－

下條村 睦沢 たかのす 鷹ノ巣 １０４１～１０５５，１０５７，１０６１～１０８６，１０９８～１１０３

下條村 睦沢 たかのす 鷹ノ巣 ４１８０，４１８２～４１８３，４１９１～４１９２

下條村 睦沢 たかのす タカノス ４１８７，４１９３～４１９７，４１９９，４２０４～４２２６

天龍村 平岡 たかのす 鷹ノす 2120　,2127 112 , 126 80

平谷村 合川 たかのす タカノス １１７０－

泰阜村 平野 たかのす 鷹の巣 4626-4629 31,32 36

泰阜村 南山 たかのす タカノス 7380 45,46,61 36

下條村 睦沢
たかのすいのしんで
ん

鷹ノ巣亥ノ新田１０５６

下條村 睦沢 たかのすした 鷹ノ巣下 １０８７～１０９４

下條村 睦沢 たかのすはんば タカノスハンバ４００９

天龍村 神原 たかば タカバ 2960-2962 151 245

天龍村 平岡 たかば タカバ 415-417 73 31

阿智村 浪合 たかはし 高橋 １１８ハ４
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阿南町 和合 たかはし タカハシ 410

阿南町 和合 たかはし 高橋 411

根羽村 高橋 たかはし 高橋 4930ﾛ，4979

天龍村 神原 たかばた 高畑 4479 162 284

大鹿村 大河原 たかはたうずばやし
上蔵山の内
高畑ウズ林

4835～4836

大鹿村 大河原 たかはたうずばやし
上蔵山の内
高畑ウズ林

4835～4836

大鹿村 大河原 たかはたさわばた 高畑沢端 4915～4917

大鹿村 大河原 たかはたさわばた 高畑沢端 4915～4917

天龍村 神原 たかはね 高羽根 1854-1858 167 214

阿南町 富草 たかばやし 高林 6032

松川町 上片桐 たかはらこし 高原腰 １１９９－１２０２ 6 4

松川町 上片桐 たかはらやま 高原山 1297 6 99

天龍村 平岡 たかひさたて
高久立（黒石
高久立谷ノ
内）

694 15 127

天龍村 平岡 たかひさだて
黒石高久立
谷ノ内

670

天龍村 平岡
たかひさたてむこうひ
ら

高久立向平
（黒石高久立
谷ノ内）

695

豊丘村 神稲 たかぶち 高淵 １０８５６－１０８５７，１０８６２，１０８９０－１０８９２ 五－3 95

豊丘村 神稲 たかぶちやま 高渕山 １２５２０－ 五－6 96

天龍村 平岡 たかぼつ タカボツ 27 ４，９ 3

天龍村 平岡 たかぼつ 高ほつ 41-43 ９，１６ 3

泰阜村 金野 たかぼっち 高ほっち 571,574-585,593-596 6,7 34

泰阜村 怒田 たかぼろ 高ボロ 2973

阿南町 大下条 たかまち 高町 1370，1372～1388，1392～1396

天龍村 神原 たかまち
高町（ヒヨ沢
ヨリ天竜川ﾉ
内）

971,974,977-978,985-986,988-991 82 184

天龍村 神原 たかまち タカマチ 1155　，1156 82,95 184

天龍村 神原 たかまち 高町 1216-1217 95 184

泰阜村 怒田 たかまちばた タカマチ畑 2932

下條村 陽皐 たかまちやま 鷹待山 １４７２

下條村 陽皐 たかまつ 高松 １４０２～１４０３

松川町 生田 たかまつ 高松 ８２０２－８２０６，８２１４－８２３３，８４６６－８４６９ 63 99

松川町 生田 たかまつほら 高松洞 ７８１２－７８２０ 59 99

喬木村 小川 たかみ 高見 5901

喬木村 伊久間 たかみ 高見 16372

高森町 牛牧 たかみ タカミ １３３５－１３３６ ５－１３ 70

高森町 上市田 たかみ 高見 ６０３－６０４ ６－１２ 70

高森町 山吹 たかみ タカミ ２６３０、２７２５－２７３１ 70

高森町 牛牧 たがみ 田上 1653 ５－１２ 70

喬木村 伊久間 たかみうえ 高見上 16355-16356,16362,16393

下條村 陽皐 たかみだ 田神田 ２７２０～２７３５
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阿南町 大下条 たがみだ 田上田 87，　89

喬木村 伊久間 たかみみちした 高見道下 16368-16370

泰阜村 柿野 たかもり 高盛 3641-3642,3644-3645 37 85

泰阜村 平島田 たかもり 高森 3397-3403 39 85

大鹿村 鹿塩 たかやす 高安 3743～3795，3797～3798

大鹿村 鹿塩 たかやす 高安 4194～4203，4205～4210

阿南町 和合 たかやま 高山 623，　687

大鹿村 鹿塩 たかやま 高山 2432－

高森町 山吹 たかやま 高山 ６７－７０，７５－８１ ９－１０ 71

天龍村 神原 たかやまうつ 高山ウツ 3528-3530 135 262

大鹿村 鹿塩 たかやました 高山下 2432－

阿南町 富草 たからくぼ 宝久保 8963～8967

天龍村 神原 たからね タカラ根 3523 106 262

阿南町 和合 たからば 宝場 1895～1897，1996～1999，2002

下條村 睦沢 たからや 宝屋 ９３８０～９３８７，９３９１～９３９２

泰阜村 黒見 たかんす 鷹ん巣 4193-4201 17 36

阿南町 大下条 だきいし ダキ石 1039，　1042

阿智村 智里 たきがいり 瀧ヶ入 ２０８１～２０８２，２４２９～２０８０，２０８３～２１３４

下條村 陽皐 たきがしら 滝頭 １６８８～１６９０

阿南町 大下条 たきがひら タキガヒラ 869～871

阿南町 旦開 たきがほら 瀧カ洞 2182

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

下條村 陽皐 たきがほら 瀧ヶ洞 １４７６～１４８３

天龍村 平岡 たきがみ 瀧神 1793 83 68

天龍村 神原 たきがわ 滝川 3750，3752，3754，3849-3859，3861 91 ,92 269

天龍村 神原 たきがわ 滝川 6336-6337 92 330

豊丘村 河野 たきがわら 滝川原 ３９８２－４０２０ 五－1 147

天龍村 神原 たきぐち
滝口（中組平
内）

756-758 108 ,122 176

泰阜村 南山 たきぐち 瀧口 8919 78 140

阿南町 和合 たきざわ タキ沢 231

阿南町 和合 たきざわ タキザワ 240～241

大鹿村 大河原 たきざわ 滝沢 10～45

豊丘村 神稲 たきざわ 瀧沢 ３０１１－３０１２

平谷村 合川 たきざわ 滝沢 １８－１９

松川町 元大島 たきざわ 瀧澤 １６１５－１６１６ 28 49

松川町 元大島 たきざわ 滝沢 １６１７ 28 49

大鹿村 大河原 たきざわたるした 滝沢樽下 4280～4281

大鹿村 大河原 たきざわばた 滝沢端 4284～4285

阿智村 智里 たきした タキシタ ３７２８～

阿智村 浪合 たきした 滝下 １５６９～１５７５ロ

天龍村 神原 たきした タキ下 785 94 177

天龍村 神原 たきした タキ下 948 70 177

泰阜村 左京 たきした たき下 5591 51 101
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天龍村 神原 たきだち
タキダチ（大
久名平ノ内）

417 57 ,69 160

天龍村 神原 たきつ タキツ 3627-3628 92 267

下條村 睦沢 たきね タキネ ５９９６～５９９８

阿南町 大下条 たきのいり 滝ノ入 1605～1615

阿南町 和合 たきのいり 滝の入 1921～1922

阿南町 旦開 たきのいり たきの入 742～743，761

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

高森町 出原 たきのいり 瀧ノ入 514 71

天龍村 神原 たきのいり タキノ入 5124 131 298

泰阜村 左京 たきのいり タキノ入 5613-5616,5621-5622 53 101

阿智村 伍和 たきのうえ 滝ノ上 ６０２４～６０２５

阿南町 富草 たきのうえ 瀧ノ上 6106

阿南町 大下条 たきのうえ タキノ上 1977～1991

阿南町 富草 たきのうえ タキノ上 8507～8509

大鹿村 大河原 たきのうえ 滝の上 4228－

下條村 陽皐 たきのうえ 瀧ノ上 ６２９９～６３００

泰阜村 平野 たきのうえ 瀧ノ上 4620 32 115

阿南町 大下条 たきのくち タキノ口 1889

阿南町 富草 たきのくち たきの口 5827～5833

阿南町 富草 たきのくち 瀧ノ口 5840～5841

天龍村 神原 たきのくち タキノ口 5120 131 298

阿南町 富草 たきのぐち 瀧之口 5781

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

阿南町 大下条 たきのさわ たきのさわ 2739

阿南町 富草 たきのさわ 滝ノ澤 4923～4924，4928～4933

阿南町 富草 たきのさわ 瀧ノ澤 6107～6113，6141～6144、6147～6151

下條村 陽皐 たきのさわ 滝ノ沢 ５７７４ロ，５７７９～５７８８

天龍村 神原 たきのさわ 滝ノ沢 5168，5197-1 ,5198-5199 117 300

根羽村 萸野 たきのさわ 瀧ノ沢 3145

平谷村 合川 たきのさわ 滝ノ沢 １８，　２０，２２

松川町 生田 たきのさわ 瀧ノ澤 １７４６－１７４７ 28 49

下條村 陽皐 たきのさわいりぐち 滝の沢入り口 ５７７５～５７７８

阿智村 清内路 たきのさわうえのだん タキノ沢上ノ段２８３８～２８３９

下條村 陽皐 たきのさわすいげん 滝ノ沢水源 ５７８９

下條村 陽皐 たきのさわたきした 滝の沢滝下 ５８４７～５８４８

下條村 陽皐 たきのさわどあい 瀧沢渡合 ５４９０～５４９３

下條村 陽皐 たきのさわひかげ 滝ノ沢日かげ ５７９０

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

下條村 陽皐
たきのさわよこみちい
りぐち

滝の沢横道
入口

下條村 陽皐
たきのさわよこみちう
え

滝の沢横道上５８３３～５８３４

天龍村 神原 たきのね 滝ノ根 5912,5920-5921 66 317

阿南町 大下条 たきのもと 瀧ノ本 482～483
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阿南町 富草 たきのもと 瀧ノ本 7540～7548

阿南町 富草 たきのもと タキノ本 8308～8311，8316～8335

泰阜村 平野 たきのもと 瀧ノ本 4603-4605 32 115

阿南町 富草 たきのもとかわら 瀧ノ本川原 8312～8315

天龍村 神原 たきのもり 滝の森 5125，5142，5169-5171，5200 117 ,131 298

阿智村 伍和 たきのわき 瀧ノ脇 ７５３９～７５４２

阿智村 伍和 たきば たきば ２００８～２０２２

阿智村 伍和 たきば 瀧場 ３１５～

阿智村 伍和 たきば 瀧場 ４５５４～４５５７，４６４６

阿智村 伍和 たきば タキバ ４６４８～４６４９

阿智村 智里 たきば 瀧場 ２５０８～

阿南町 大下条 たきば タキバ 1663～1664？

阿南町 大下条 たきば タキバ 836～864

大鹿村 鹿塩 たきば タキバ 123，150－

下條村 睦沢 たきば 瀧場 １３６８

下條村 睦沢 たきば タキバ ２１７９

下條村 陽皐 たきば たき場 ３５９４

下條村 睦沢 たきば タキバ ７３７３

下條村 睦沢 たきば タキバ １０１１０～１０１１１

下條村 睦沢 たきば タキバ １０１８２～１０１８３，１０１８６

下條村 睦沢 たきば 瀧場 １７０８，１７１１，１７１４，１７２７，１７６７，　１７７３

下條村 睦沢 たきば 田木場 ２０２９～２０３０

下條村 陽皐 たきば 滝場 ２８５７～２８６０

下條村 陽皐 たきば 滝場 ３７１６～３７１８，３７２３

下條村 陽皐 たきば タキバ ５２００～５２０２

下條村 陽皐 たきば 瀧場 ６１２８～６１３２

下條村 睦沢 たきば 滝場 ６７６６～６７６８，６９１１，７３７３

下條村 睦沢 たきば 瀧場 ８４～８６

下條村 睦沢 たきば タキバ

喬木村 富田 たきば タキバ 13579-13582 1 17

喬木村 富田 たきば 滝場 14558-14562 3 17

喬木村 小川 たきば 瀧場 7788

高森町 出原 たきば タキバ １９９－２０３ ８－９ 71

高森町 牛牧 たきば タキバ ２４１－２４３，１６８８ ５－１１ 71

高森町 大島山 たきば 滝場 ３１７－３２０ ６－１１ 71

高森町 山吹 たきば タキバ ５４５９－５４６０，5995－5998 １２－８ 71

高森町 吉田 たきば タキバ １０８－１１７ ７－１１ 71

天龍村 神原 たきば タキバ 1258 96 196

豊丘村 神稲 たきば 瀧場 ３０１－３０２，１３４３－１３４７ 二－3 11

平谷村 ムク沢 たきば タキバ １３４，　１３６

平谷村 ムク沢 たきば タキ場 １３５，　１３７

平谷村 ムク沢 たきば 滝場 １３４，１３８－１３９

松川町 生田 たきば 滝場 ７５１０－７５１１ 100
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松川町 生田 たきば 瀧場
８２５９－８２６２，８２８７－８２９１，８２９６－８３０１，８４２３
－８４２５，8428－8430

63 100

松川町 元大島 たきば 滝場 ５０１－５０２ 54 100

松川町 元大島 たきば 瀧バ ８９８－８９９ 54 100

泰阜村 万場 たきば タキハ 3721

泰阜村 南山 たきば 瀧場 6978-6980,7110,7116 73 140

下條村 睦沢 たぎば タギバ ２０２２～２０２５，２０２７，２０３２～２０３５

天龍村 平岡 たぎば タギバ 610637640644 24 125

大鹿村 大河原 たきばうえ 滝場上 4229－

大鹿村 大河原 たきばうえ 滝場上 4229－

豊丘村 河野 たきばぐち 滝場口 ４８００－４８０４ 五－2 61

泰阜村 南山 たきばしょ タキバ所 6060

豊丘村 河野 たきばた 滝端 ７４３９－

高森町 山吹 たきはら 瀧原
７２６０－７２９２，７５６９－７５７９，７６４４－７６５２，8395－
8396

７－６ 71

阿智村 伍和 たきばら 瀧原 １３８０，１４８４～１４９２

大鹿村 鹿塩 たきもと 滝本 1528－

天龍村 神原 たきよこ
滝横（中組平
内）

759 94 ,108 176

阿南町 富草 たくすさ（け）？ タクスサ（け） 7980

泰阜村 明島 たぐち 田口 4863 34 14

泰阜村 金野 たぐち 田口 33-48,604-606 7 14

泰阜村 左京 たぐち 田口 5830 53 14

阿智村 智里 たくちぞい 宅地添
４６４２～４６４３，４９００，４９０２，４９１７，４９１９，４９２１，
４９２３～４９２５，４９３０～４９３４

松川町 元大島 たくちぞい 宅地添 ４０４６－４０４９ 46 100

阿南町 旦開 たぐちとうげ 田口峠 3721

阿南町 富草 たくな タクナ 8787～8788，8796～8797

阿南町 富草 たくなさわ たくな澤 9302～9312

阿南町 富草 たくなまえだ タクナ前田 8784～8786

天龍村 神原 たくばた タクバタ 1846 167 213

下條村 陽皐 たくみがいと 巧垣外 ２０９６～２１０１

豊丘村 神稲 たくみがいと 匠垣外 ８１１７－８１２７

泰阜村 南山 たくみだいら 工平 7716,7721-7724,7727-7738,9029 73,75 140

阿智村 駒場 たくろ 田クロ ８１５～８１６，８８４

高森町 牛牧 たぐろ 田畔 １００４，　１００６ ４－１３ 71

天龍村 平岡 たくわら タクワラ 2439-2442 169 100

阿南町 大下条 たけ タケ 1101～1105，1112～1126，1129～1140

天龍村 神原 だけ
ダケ（天竜川
向ﾉ内）

1010 58 187

大鹿村 大河原 たけいし 竹石 4920～4921，4952～4954

大鹿村 大河原
たけいしのくちこぎり
やま

竹石ノ口小
切山

4922～4936

阿智村 伍和 たけうえただいら 竹植タ平 ７３８７～７３９１

喬木村 富田 たけうちがいと 竹内垣外 13564,13597-13600

下條村 睦沢 たけお 竹尾 ８９９９～９００２

阿智村 伍和 たけおか 竹岡 ６１０１～６１０４
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阿南町 富草 たけおか 竹岡 1878

根羽村 小戸名
たけがたいらのむか
い？

茸ヶ平ノ向 3440ﾛ

阿智村 智里 たけがはな 竹ガ花 １４０～１４１

阿智村 智里 たけがはな 竹ヶ花 ４６３５～４６３６，４６４０

泰阜村 高町 たけがほら 竹ｹ洞 1124 19 40

大鹿村 鹿塩 たけがみ 竹神 3271～3273

天龍村 神原 たけぎし 竹キシ 2131-2135 168 223

阿智村 伍和 たけこし 竹腰 ２７３～２７８

阿南町 富草 たけこし 竹越 1904～1906

阿南町 富草 たけこし 竹越 2091～2092，2094～2100

松川町 大島 たけこし 竹越 １１６６－１１６８，１３７－１４４ 14 20

松川町 元大島 たけこし 竹こし
１３１８，１９７４－１９７８，１９８０，１９８２，２５６６，２５７１，
２５７３－２５７４，２４０７，２４９１，２４９６－２４９９，２５０
２，２５７１，２５７３－２５７４

29 20

松川町 元大島 たけこし 竹腰 ４４２１－４４２２ 18 20

阿智村 春日 たけごし 竹腰 ３１９２，３２１４，３２１８～３２２６

阿智村 伍和 たけごし 竹腰 ５９５１～５９５４

阿南町 大下条 たけごし 竹腰 648～653，943～956

高森町 山吹 たけごし 竹越 ５２９４－５２９９、５３２８ 72

高森町 山吹 たけごし 竹ゴシ ５３１２－５３１３ 71

松川町 元大島 たけごし 竹越 ４１，２９６－２９７，３００， １４，５５ 20

下條村 睦沢 たけこし？ 竹越

阿南町 富草 たけした 竹下 5646

喬木村 小川 たけした 竹下 6888-6902,6948-6949

高森町 山吹 たけした 竹下 ４２９０－４２９２、４３０３ １０－８ 71

天龍村 神原 たけした 竹下 3231-3233 80 251

泰阜村 平野 たけした 竹下 4621 30 19

下條村 陽皐 たけしたまえだ 竹下前田 ３７６５，３７６７～３７６９

阿南町 大下条 たけぞうわ タケゾウワ 2197

阿南町 大下条 たけぞうわ 竹蔵輪 2205

高森町 出原 たけた タケタ 11 ８－１０ 72

松川町 元大島 たけだ 竹田 ２３９５－２３９７，２４１５，２４１８－２４１９ 38 100

松川町 元大島 たけだ たけ田 ２４１６－２４１７ 38 100

松川町 元大島 たけだおし 竹田押 ３５２ 55 100

下條村 睦沢 たけね 竹根 ６３７５

阿南町 大下条 たけのうえ 竹ノ上 45

阿南町 富草 たけのうえ 竹ノ上 7428～7432

喬木村 大和知 たけのうえ 竹ノ上 11767-11772

根羽村 町 たけのうえ 竹上 2005

泰阜村 南山 たけのうえ 竹ノ上 7517-7520 74 141

阿南町 富草 たけのうしろ 竹ノ後 463～469

阿南町 富草
たけのうしろけやきう
え

竹後ケヤキ上470

阿南町 富草 たけのうしろなかぎれ 竹後中切 472～476
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阿南町 富草 たけのうち 竹ノ内 884～879

喬木村 富田 たけのうち 竹ノ内 13574-13578 1 17

高森町 牛牧 たけのうち 竹ノ内 923 ４－１３ 72

高森町 吉田 たけのうち 竹ノ内
１９８５－１９９５，２００９－２０１２，２０１４－２０１６，２１１５
－２１１６

９－１１ 72

高森町 吉田 たけのうち タケノウチ ２１１６イ ９－１２ 72

松川町 元大島 たけのうち 竹ノ内 １２７０－１２７１ 18 20

松川町 上片桐 たけのうち 竹ノ内 ３６９２－３６９７，３７０６－３７３４，３８４９－３８５１ 15 20

天龍村 平岡 たけのくち 竹ノ口 2514 154 ,155 102

天龍村 神原 たけのくぼ 竹ノ久保 5741-5743，5747 90 ,91 91

天龍村 平岡 たけのくぼ 竹ノ久保 2287 139 91

阿南町 大下条 たけのくら タケノクラ 1141～1152，1154，1322～1324

阿智村 智里 たけのこし 竹ノ腰 ４３５７，４３７８，４３６１～

阿南町 大下条 たけのこし 竹ノ腰 2014

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

阿南町 大下条 たけのこし 竹ノ越 3885～3887

阿南町 富草 たけのこし 竹のこし 5172，5180～5183

下條村 睦沢 たけのこし 竹ノ越 １３８７～１３８８

下條村 陽皐 たけのこし 竹ノ腰 １８３３～１８４０，２４３３～２４３６

下條村 睦沢 たけのこし 竹ノ腰 ９４２３～９４２５，９４２７

喬木村 富田 たけのこし 竹ノ越 12253-12255､13648-13649 1 17

喬木村 大和知 たけのこし 竹ノ越 11485-11487,11691-11692

喬木村 伊久間 たけのこし 竹ノ腰 15424-15428,15479-15485,16526-16529

高森町 出原 たけのこし タケノコシ 345 ８－９ 72

高森町 出原 たけのこし 竹ノコシ ３４７－３４８，３９５－３９６ ８－９ 72

高森町 牛牧 たけのこし 竹ノコシ ２３８６－２３９０，２３９０ノ６－２３９２ ５－１２ 72

高森町 牛牧 たけのこし 竹ノ腰 ２３９０ノ５，２４０６ ５－１２ 72

高森町 吉田 たけのこし タケノコシ 993 ８－１０ 72

高森町 吉田 たけのこし 竹ノ腰 １０１３－１０１４ ８－１１ 72

豊丘村 河野 たけのこし 竹ノ越 １７９９－１８１３ 二－2 162

豊丘村 神稲 たけのこし 竹ノ腰
７２６０－７２６３，４４２６－４４２７，４４３５－４４４０，６７２５
－６７３１，６７６９－６７８０

二－5 25，38

松川町 上片桐 たけのこし 竹之腰 ３０４４－３０４９ 15 20

松川町 上片桐 たけのこし 竹ノ腰 ３２５１，３２５８－３２６３ 15 20

松川町 元大島 たけのこし 竹のこし １３１０－１３１１ 38 20

松川町 元大島 たけのこし 竹ノ腰
４０３１－４０３３，４０５３，４１９８，４２９２，４４２３，４４２７
－４４２８，４４７２－４４７４，４５０１－４５０２，４５０４

３７，４６ 20

泰阜村 柿野 たけのこし 竹ノコシ 3546-3547 37 85

喬木村 富田 たけのさと 竹ノ里 13570-13573 1 17

阿南町 富草 たけのさわ 竹ノ澤 98～101

阿南町 富草 たけのさわ 竹ノ澤 159～161

泰阜村 南山 たけのさわ 竹ノ沢 7554-7555,7559,7562-7563,9027 74 141

阿智村 伍和 たけのした 竹ノ下 ６４８～６６０，６７１～６８０

阿南町 富草 たけのした 竹ノ下 254～260

阿南町 富草 たけのした 竹ノ下 6754
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阿南町 大下条 たけのした 竹ノ下 1747～1748

阿南町 大下条 たけのした 竹ノ下 2006～2007

下條村 睦沢 たけのした 竹ノ下 １８１３～１８７９

下條村 睦沢 たけのした 竹ノ下 ３１３７～３１３８，３１４２

下條村 陽皐 たけのした 竹ノ下 ３７４７～３７５２，３７６２～３７６４

下條村 陽皐 たけのした 竹ノ下 ６７３１～６７３２，６７３４～６７３６

喬木村 小川 たけのした 竹ノ下 6134-6137

豊丘村 神稲 たけのした 竹ノ下
７２２０－７２２９，７２３５－７２３８，１２１－１５９，３５１０－
３５１４，１０７１２－１０７１３

二－3 12，38

泰阜村 打沢 たけのした 竹ノ下 2429,　2435 22 19

泰阜村 唐笠 たけのした 竹の下 3972-3975 11,13 19

泰阜村 平野 たけのした 竹ノ下 4612,4614 32 19

泰阜村 南山 たけのした 竹ノ下 7546-7551,8392 74,89 19

阿南町 和合 たけのしり たけのしり 1742～1744

大鹿村 鹿塩 たけのたいら 竹ノ平 1123～1126？

大鹿村 鹿塩 たけのたいら 竹ノ平 1123～1126？

阿南町 富草 たけのはな 竹ノ花 880～882

阿南町 大下条 たけのはな 竹ノハナ 1383

阿南町 富草 たけのはな 竹の花 5932～5936

阿南町 富草 たけのはな 竹の花 9215～9219

下條村 睦沢 たけのはな 竹之花 ２２２～２２４イ，２２６

高森町 牛牧 たけのはな 竹ノハナ ２１５０－２１５２，２１５５－２１５６，２１５９－２１６１ ５－１２ 72

高森町 牛牧 たけのはな 竹ノ鼻 ２１５３－２１５４，２１５７－２１５８ ５－１２ 72

天龍村 平岡 たけのはな 竹ノ花 557-558,562,600-601 35 39

天龍村 平岡 たけのはな 竹花 1245ﾛ､1248-1258 ４７，４８ 39

泰阜村 打沢 たけのはな タケノ花 2422 22 55

泰阜村 打沢 たけのはな 竹ノ花 2409,2412,2430-2433,2436,2438 22，25 55

泰阜村 南山 たけのはな 竹ノ花 8636-8638 90 55

天龍村 神原 たけのはね 竹ﾉ羽根 2079-2080 168 221

高森町 牛牧 たけのはら 竹ノ原 ２５４７－２５５４ ６－１１ 72

天龍村 平岡 たけのひら 竹ノ平 2667 171 110

松川町 生田 たけのほら 竹ノ洞 ５２９６－５３０５ 42 100

喬木村 伊久間 たけのみや 竹の宮 16263,16268-16269

泰阜村 南山 たけまつ 竹松 8434,8436-8437 90,91 141

阿南町 富草 たけや 竹屋 485

阿南町 大下条 たけや 竹屋 2406

喬木村 氏乗 たけや 竹屋 9954-9955

阿南町 大下条 たこいわ タコ岩 1557～1558

天龍村 神原 たこうつぼつ タコウツボツ 2816 165 240

阿南町 和合 たこおす 凧をす 1767

天龍村 神原 たざか 田坂 327346 57 154

高森町 下市田 たさはら たさ原 ２９６４－２９６５ ９－１３ 72

高森町 吉田 ださら ダサラ ４７５－４８１ ８－１０ 72

高森町 山吹 たざわ 田沢 2559 ７－７ 72
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松川町 生田 たざわ 田沢 ６０３７－６０３８，６０４３，６０９１－６１３８ 42 100

松川町 生田 たざわいり 田沢入 ６０８９－６０９０ 42 100

松川町 生田 たざわくだりぼら 田沢下リ洞 ６００４－６０１６ 51 100

松川町 生田 たざわにしのほら 田沢西ノ洞 ６０３６ 42 100

高森町 山吹 たざわのま 田沢ノマ ２６３５－２６３８ 73

松川町 生田 たさわひなた 田沢日向
５９７７，６０１７－６０２０，６０２４－６０２７，６０３４－６０３
５，５１１４－５１１８，５３３０－５３３４，６１４１

４２，５１ 101

松川町 生田 たざわひなたぼら 田沢日向洞 ６０２１－６０２３ 51 101

天龍村 神原 たじから 田力ラ 2426　，2429，2431-2432 178 229

天龍村 平岡 たじがわら たじ川原 2390 169 ,180 97

阿南町 大下条 たした 田下 2254

天龍村 神原 たした 田下 104

天龍村 神原 たじま 田島 608 ,618 68 168

根羽村 田島 たじま 田嶋 101～102，383

阿南町 和合 だしやはた 出しや畑？ 1802

阿南町 富草 たしょね 他生根 2789～2798

阿智村 伍和 たじり 田尻 ４０５３，４１７６～

阿智村 伍和 たじり 田尻 ５６３５～５６３９

阿智村 伍和 たじり 田尻 ６１６２～６１６４

阿智村 伍和 たじり 田尻 ７４７２～７４７９

阿南町 富草 たじり 田尻 922

阿南町 大下条 たじり 田尻 1784

阿南町 大下条 たじり 田尻 1962

阿南町 大下条 たじり 田尻 2204

阿南町 和合 たじり 田尻 1608，

阿南町 和合 たじり 田尻 2006～2007，2010，2878

阿南町 富草 たじり 田尻 7328～7334

下條村 陽皐 たじり 田尻 ２２５１～２２６３，２２７４～２２７７

高森町 出原 たじり 田ジリ 332 ８－９ 34

高森町 山吹 たじり 田ジリ 3543，3548，3552 ９－７ 34

天龍村 神原 たじり 田尻 3765　，3842 92 270

天龍村 神原 たじり 田尻 5484-5485,5493-5500,5507-5508 90 306

豊丘村 河野 たじり 田尻 ４２０７－４２０８ 五－4 148

豊丘村 神稲 たじり 田尻 １００６４－１００６５ 五－3 148

松川町 上片桐 たじり 田尻 ６７２－６７４，６７６，６７９－６８６ 7 7

泰阜村 唐笠 たじり 田尻 3970-3971 12 22

泰阜村 黒見 たじり 田尻 4397-4398,4400-4402 30 22

阿南町 富草 たじりうしろ 田尻後？ 6719

天龍村 神原 たじりくぼた 田尻久保田 5482 90 306

下條村 陽皐 たじりさわ 田尻沢 ２４４７

大鹿村 大河原 たじりばやし 田尻林 5063－

大鹿村 大河原 たじりばやし 田尻林 5063－

阿智村 伍和 たしろ 田代 ６９２２～６９３６，６９３９

阿智村 智里 たしろ 田代 ２４８～２５０
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阿南町 和合 たしろ 田代 1706，1712～1713，1715，1717，1721，1727，1730，1738

阿南町 富草 たしろ タシロ 6162～6175

大鹿村 大河原 たしろ 田代 2919～2923

大鹿村 大河原 たしろ 田代 5131，5143－

下條村 睦沢 たしろ 田代 ４８４７～４８４８，４８５７

下條村 睦沢 たしろ 田代 ７６９４，７７４３～７７４６，８７３１～８７３３，８７８０

喬木村 加加須 たしろ たしろ 5469-5474,5476-5480,5486ｲ-5486ﾊ,5488ﾉ5

豊丘村 神稲 たしろ 田シロ １０８３０－１０８３８ 五－3 101

泰阜村 黒見 たしろ 田代 4438-4440 30 91

泰阜村 南山 たしろ 田代 6404 70 91

高森町 山吹 たしろう 田四郎 ８６０３－８６１１ ９－６ 73

阿智村 伍和 たしろかわむかい 田代川向 ７１４２～７１４３

阿南町 大下条 たしろざわ 田代沢 503～505

下條村 陽皐 たしろばやし 田代林 ３５５１

下條村 睦沢 ただおし 田々ヲシ ６２２８～６２２９

天龍村 平岡 ただおし？ 唯押 838 22 ,23 130

豊丘村 河野 だたし だたし ７５６３－７５８１ 五－7 169

阿南町 大下条 ただしばやし タダシ林 1552

喬木村 大和知 ただひら 忠平 11905

阿智村 伍和 ただまちばり タヾマチ張 １７９７～１８０２

泰阜村 南山 たたむき 多多向 8091 89 141

阿南町 和合 たためき たためき 1137

天龍村 神原 たためきうえ たヽめき上 1717，　1719 167 210

根羽村 老平 たたら タゝラ 3665

根羽村 老平 たたらざか タゝラ坂 3667

阿南町 和合 だち だち 1865

下條村 陽皐 たちあかし 立明し ５２２７～５２３４

阿智村 春日 たちうば 立宇場 ２７５７～２７５８

松川町 生田 たちかい タチカイ ４９１３，４９１５－４９１７ 43 101

松川町 生田 たちかいぼら タチカイボラ ４９１１ 43 101

天龍村 神原 たちがほら 立ｹ洞 4227 119 278

天龍村 神原 たちからまい 田力前 2424 178 230

根羽村 小川 たちしょうじ 立障子 3916～3918，3922

阿智村 伍和 たちなら たちなら ３０４～

根羽村 田島 たちのあとくち 立ノ後口 275

根羽村 田島 たちのうえ 立ノ上 311

根羽村 新井 たちのうえ 立ノ上 1003～1004

根羽村 田島 たちのした 立ノ下 373ロ～380

根羽村 向黒地 たちのした タチノ下 2614～2618，2630

天龍村 平岡 たちばやし 立林 2316 139 93

阿南町 大下条 たちみち タチミチ 1916～1917

阿南町 大下条 たちみち 立ミチ 2106～2107

下條村 睦沢 たちみち 立道 １００３８，１００４３～１００４６



292

泰阜村 南山 たちゅう 多中 7365 46 141

泰阜村 南山 だちゅう ダチウ 7383 47 141

大鹿村 鹿塩 たついた 立板 664－

阿智村 駒場 たついば タツ井バ ８４４～

天龍村 神原 たつがき タツガキ 717 94 173

豊丘村 河野 たつがづか たつヶ塚 ５２８２－５２８３

下條村 睦沢 たつぎ 田次 ７５７８～７５８４

下條村 睦沢 たつぎ 田次
７６０３～７６０９，７６１１～７６５７，７６６０，７６６２～７６８
８，７６９１～７６９３，７６９６～７７０２，７７０５，７７０８，７７
１３～７７１４，７７２３～７７３８，８７０１

下條村 睦沢 たつぎじり 田次尻 ７７８１

阿南町 富草 たつなば？ たつなば？ 5602～5604

阿智村 伍和 たつば 龍場 ４５５２～４５５３

泰阜村 南山 たつま たつま 7287-7288 70,72,76 141

松川町 生田 たつまくぼ タツマ久保 ７８２１－７８２２，７８３０－７８３２ 58 101

大鹿村 大河原 たつまざわ 立間沢 4508－

大鹿村 大河原 たつまざわしもだんご
立間沢下団
子

4509－

大鹿村 大河原
たつまざわひなたより
ひかげまで

立間沢日向
より日蔭迄

4525－

松川町 生田 たつまつりね タツマ釣根 ７８２３－７８２５ ５８，５９ 101

阿南町 和合 たつまのさわ たつまの沢 1334

阿智村 伍和 たつまば タツマ場 ６７７４～６７７７

松川町 上片桐 たつまほら タツマ洞 ７８２８－７８２９ 58 101

平谷村 ムク沢 たつみ 辰巳 ４９７－４９８

天龍村 神原 たつみちよこ 立道横 375 57 157

天龍村 神原 たつみちよこみちうえ 立道横道上 374 57 157

松川町 上片桐 たつみはら 辰巳原 ４４７８－４４８７，４４８９，４４９２－４４９５ 16 24

下條村 陽皐 たつみや 辰巳屋 ３３５２

大鹿村 大河原 たつや 辰谷 5327～5345

大鹿村 大河原 たつや 辰谷 4056～4083

天龍村 平岡 たつや タツヤ 1489 ７３，８５ 43

下條村 陽皐 たていし 立石？ ５３４０，５４１４～５４１５

阿南町 和合 たてしょうじ たてしょうじ 2644～2645

阿智村 春日 たてちょう 竪町 ３７７～３７９

阿智村 春日 たてちょう 立町 ４０１～４１８，４２３～４３０

阿智村 春日 たてちょうきたうら 立町北裏 ３９７～４０１

阿智村 春日 たてちょうみなみうら 立丁南裏 ４１９～４２２

阿智村 伍和 たてなか 立中 ３１３～３１４，３１６～３２３

阿南町 大下条 たてばた たテ畑 2740

大鹿村 鹿塩 たてばやし 立林 1174－

喬木村 伊久間 たてばやし 立林
16770,16772,16823,16858,16867-16871，
16857,16774,16852,16935,16939,16941，17331

泰阜村 高町 たてばやし 立林 903-908 15,17 33

喬木村 伊久間 たてばやしがしら 立林頭
17147,17151,17152,17162,17239-17256，17258-
17272,17276-17280,17282,17284-17289,17291-17301
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阿南町 富草 たてみち タテミチ 1660～1661

阿南町 大下条 たてみち 立道 1.61116E+11

高森町 牛牧 たてみち 立道 １１０１，２２５０－２２５１ ５－１２ 73

高森町 牛牧 たてみち タテ道 ２２４６－２２４９ ６－１２ 73

高森町 吉田 たてみち 立道 １７７３－１７７７ ８－１１ 73

豊丘村 河野 たてみち 立道 ４９３１－ 五－2 61

泰阜村 左京 たてみち 立道 5854-5858,5864,5887 53 101

天龍村 神原 たてみちよこ 立道横 1088 82 190

阿南町 和合 たてむね たてむね 955

阿南町 大下条 たてや タテヤ 911～915

豊丘村 神稲 たてやま 立山 １１７２２－１１７２７，１１７３１－１１７３４ 五－2 47

天龍村 神原 だてやま ダテ山 720 107 ,108 173

豊丘村 神稲 たど 田戸 １９８１－１９８９ 二－6 88

天龍村 平岡 たどに タドニ 2065 97 ，111 46

高森町 出原 たな タナ ２５７－２５８ ８－９ 73

阿智村 智里 たなか 田中 ４４２，４４４～４４７，４８２

阿南町 大下条 たなか 田中 2674～2676

大鹿村 鹿塩 たなか 田中 3720～3728

大鹿村 鹿塩 たなか 田中 4173－

下條村 睦沢 たなか 田中 ５０８

下條村 陽皐 たなか 田中 ３３３５

下條村 陽皐 たなか 田中 ２４５６～２４５８

下條村 陽皐 たなか 田中 ４７０２，　４７０４

下條村 陽皐 たなか 田中 ６１７０～６１７１，６１７５

下條村 睦沢 たなか 田中 ６７９４，　６７９８

喬木村 富田 たなか 田中 12347-12353 1 17

高森町 山吹 たなか 田中 6044 １２－９ 73

豊丘村 河野 たなか 田中 １５４７－１５５３ 二－2 162

根羽村 田島 たなか 田中 51～57

松川町 生田 たなか 田中 ６７４ 48 36

松川町 上片桐 たなか 田中 ４６７３－４６９１ 21 36

松川町 元大島 たなか 田中 ２００２ 28 36

泰阜村 打沢 たなか 田中 2466 22 57

泰阜村 南山 たなか 田中 6041-6042,6520-6521,6536,6540,6703,6737 72 57

豊丘村 神稲 たなかいり 田中入 ７３８９－７３９３ 二－7 40

豊丘村 河野 たなかおき 田中沖 ８４１４－８４１９，８４２１ 二－2 162

喬木村 阿島 たなかした 田中下 44-82,257-399

豊丘村 河野 たなかした 田中下
７９７５，７９８７－７９８８，７９９３－７９９８，８００１－８００
５，８０３８，８０４０－８０４２

二－2 162

松川町 生田 たなかだ 田中田 ４６６２－４６６３，４６６５－４６７２，４６９５－４７１２，４７１７ 21 36

泰阜村 南山 たなかばた 田中畑 7296 60 141

下條村 陽皐 たなかばやし 田中林 ２８７３～２８７６，２８７８

大鹿村 鹿塩 たなかひかげ 田中日影 4172－

大鹿村 鹿塩 たなかひかげ 田中日影 4172－
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豊丘村 河野 たなかまえ 田中前 １５４１－１５４２

下條村 睦沢 たなかまえだ 田中前田 ９４～９６

松川町 生田 たなかやしき 田中屋敷 ６７０－６７１ 48 36

下條村 睦沢 たなくち 柵口 ７２５１～７２５２，７２６５

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

下條村 陽皐 たなざわ 棚沢 １９０４～１９０８

阿南町 和合 たなせ 棚瀬 1554，　1569

喬木村 加加須 たなた たなた 5613

阿智村 春日 たなだ 棚田 １６１４～１６１５

阿智村 春日 たなだ 棚田 １６３～１６４，１６９～１７４，４４８～４５０

阿智村 駒場 たなだ 棚田 １４１６～１４１９，１４２１～１４２２，１４２４～１４２５

阿智村 伍和 たなだ 棚田 ５７８～５８０

阿南町 富草 たなだ たな田 4696～4699，4703～4712

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

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

下條村 陽皐 たなだ タナダ ５００３～５００４

下條村 睦沢 たなだ 棚田 ８６２１，８６２５，８８１９～８８２０

喬木村 小川 たなだ 棚田 8050-8051,8060,8062,8193-8198

喬木村 小川 たなだ 棚田 8297-8300,8343

高森町 牛牧 たなだ タナダ ２１９４－２１９５ ５－１３ 73

高森町 牛牧 たなだ タナ田 ２１９９－２２０２ ６－１３ 73

高森町 大島山 たなだ 棚田 １００４－１０１２ 73

高森町 吉田 たなだ タナダ １１８－１４２，１１２６－１１２９，１１３６－１１４０ ７－１１ 73

高森町 吉田 たなだ 棚田 ２７１２－２７１４ ７－１０ 73

豊丘村 河野 たなだ 棚田 ５４７，５４９－５５０，５６８－５７０ 二－3 76

豊丘村 神稲 たなだ 棚田

７６６４－７６６８，７６７１－７６９２，７６９９－７７０４，７７０６
－７７０８，７７１４－７７１５，７７１９－７７２５，７９２５－７９
３１，７７０９，２８０－３００，１９９１－１９９８，２３４３－２３４
４，２３３０－２３４１，２３５０

二－5 11，23

松川町 生田 たなだ 棚田
１９０８－１９１７，１９２３－１９２６，１９２８－１９２９，１９３
２，１９３４－１９３５

50 101

松川町 元大島 たなだ 棚田 ４２０２－４２０４ 46 101

泰阜村 鍬不取 たなだ タナダ 2744-2746 38 94

豊丘村 神稲 たなだぶたい 棚田舞台 ７６６３－ 二－7 46

喬木村 小川 たなのうえ 棚ノ上 8358-8361

喬木村 小川 たなのした 棚ノ下 8368,　8371

天龍村 神原 たなばた 棚畑 5218 118 302

天龍村 神原 たなばやし タナ林 652 81 170

阿智村 智里 たなはら 棚原 ２６２６～２６３０

高森町 山吹 たなみ タナミ ４２５７－４２６５ １０－８ 73

喬木村 大和知 たにがほら 谷ｹ洞 11965-11969

下條村 睦沢 たにぐち 谷口 ７７３９

豊丘村 河野 たにじり 谷尻 ５２７４，５３０６－５３０７，５３０９－５３３２ 五－5 169

天龍村 神原 たにだいら 谷平 2538 177 232

喬木村 大和知 たにのうえ 谷ノ上 12000-12002
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喬木村 大和知 たにのした 谷ノ下 12008-12010

平谷村 ムク沢 たにわたり？ 谷渡 ７６１－

天龍村 平岡 たぬきざわ タヌキ沢 77 28，39 8

天龍村 平岡 たぬきざわ たぬき沢 76,79 28，39 8

高森町 吉田 たぬきづか 狸塚 1192 74

高森町 山吹 たぬきほら 狸ほら ２１４１－２１４２ 74

高森町 山吹 たぬきほら 狸洞 ２１５４，２１９５－２２２０ ８－８ 74

平谷村 ムク沢 たね？ 種 1271，　1275

阿南町 大下条 たねいり 田袮入 305，312～316，327，343～347

阿南町 大下条 たねいり タネ入 317，

阿南町 大下条 たねいり 田ネ入 318～326，338

阿南町 富草 たねだ 種田 971～976，981～982

阿南町 大下条 たねだ タネダ 784～785，793～822

阿南町 大下条 たねださわひら 種田沢ヒラ 973

阿南町 大下条 たねだじり タネダジリ 950～965，960～972，

阿南町 富草 たねだとちぼら？ 種田朴洞 980

阿南町 富草 たねだみちした 種田道下 979

阿南町 和合 たねほら 多袮洞 1199～1202

阿智村 駒場 たのいり 田ノ入 ２１４５～２１４６，２１５１～２１５６

阿南町 和合 たのいり 田の入 1771

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

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

下條村 陽皐 たのいり 田の入

喬木村 小川 たのいり 田ノ入 9041-9044,9048-9052,9055,9057,9075

喬木村 氏乗 たのいり 田ノ入 9879-9888,9897

喬木村 氏乗 たのいり 田ノ入 11421-11427

泰阜村 高町 たのいり 田の入 928-930 17 40

泰阜村 万場 たのいり 田ノ入 3847-3849,3852-3860 34 40

高森町 山吹 たのうえ 田ノ上 ３９１４－３９１５ １０－７ 74

根羽村 小川 たのうえ 田ノ上 3773

松川町 元大島 たのうちがいと 田内垣外 ７７６－７７７，７８０－７８２，７８４，７８６ 54 101

松川町 元大島 たのうちだいら 田内平 ７５３－７５４，７５９，７６１－７６３，７７５，８７０ 54 101

根羽村 萸野 たのかみいし 田神石 2973～2975

天龍村 平岡 たのきはら 狸原 2671-2678,2681-2684 157 ,171 111

阿智村 浪合 たのきれ 田ノキレ ２８４～

阿南町 和合 たのくち たの口 2642

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 2789

阿南町 富草 たのくち 田ノ口 5367

阿南町 富草 たのくち 田の口 9249

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 1372～1373

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 2032～2040

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 2085～2089

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 2265～2266
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阿南町 和合 たのくち 田ノ口 300～302，1644，1728～1729，1885，2145

阿南町 大下条 たのくち 田ノ口 617～624，1668～1669，1676～1679

阿南町 和合 たのくち 田ノ口

阿南町 和合 たのくち たの口

下條村 陽皐 たのくち 田ノ口 ３７６６

下條村 睦沢 たのくち 田ノ口 ６４６４～６４６８，６９７３，６５２２

天龍村 神原 たのくち 田ノ口 3698，3804-3808，3831 106 124

天龍村 神原 たのくち 田ノ口 4505 146 124

天龍村 平岡 たのくち 田ノ口 517-525 35 124

松川町 生田 たのくち 田ノ口 ６２０７－６２１１ 51 102

天龍村 神原 たのぐち 田ノ口 317326 44 124

天龍村 神原 たのぐち 田ノ口 695 81 124

泰阜村 南山 たのぐち 田ノ口 6225,6265 70 22

泰阜村 南山 たのくちやま 田ノ口山 6218-6219 70 141

松川町 元大島 たのくぼ 田ノ久保 １９８４－１９８５ 48 102

喬木村 小川 たのくら 田のくら 8373,　8377

根羽村 小戸名 たのさわ タノ沢 3197

喬木村 加加須 たのした 田ノ下 5240

天龍村 神原 たのした 田ノ下 912-913 81 182

根羽村 老平 たのした 田ノ下 3561

阿南町 和合 たのしま 田の嶋 1224～1232

阿南町 和合 たのしり 田ノシリ 2076

泰阜村 南山 たのしり 田ノ尻 7787-7795 74 77

泰阜村 明島 たのじり 田ノ尻 5161-5162,5164-5165,5167-5169 35，50 77

阿智村 伍和 たのたいら 田ノ平 ４４８０～４４９３，４５１３，４５２３

阿智村 伍和 たのたいらいのした 田ノ平井下 ４４８５イ

阿智村 浪合 たのひら 田ノ平 １２７９ロ～１２８４イ

天龍村 平岡 たのほら 田ノ洞 715-721

天龍村 神原 たのほらさわまえ 田ノ洞沢前 301-303 44 152

天龍村 神原 たのほらさわむこう 田ノ洞沢向 297-298 44 152

天龍村 神原
たのほらさわむこうま
え

田ノ洞沢向
前

299-300 44 152

阿南町 和合 たのまわり 田の廻り 2077，2142，　2147

天龍村 神原 たのむき タノムキ 949 82 183

天龍村 神原 たのもと 田ノ本 1328-1331 123 200

阿南町 富草 たばこだ 莨田 7009

喬木村 氏乗 たばこばた 煙草畑 11397

天龍村 神原 たはた 田畑 4039-4052，4054-4055，4059-4060 105 ,106 274

阿南町 和合 たばた タバタ 882

阿南町 和合 たばた たばた 879～881，905～908

泰阜村 打沢 たばた 田畑 2428 22 68

阿智村 浪合 たはら 田原 １１８ハ～１２７

下條村 睦沢 たほうとうげ 太宝峠？ ２１８４

下條村 睦沢 たほうびら 太宝平 ２１４９，２１７６～２１７７
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阿智村 伍和 たぼら 田洞 ６８４５～６８５１

喬木村 加加須 たぼら 田洞 5526

根羽村 小戸名 たまか（と）のき？ 玉カ（刀）ノ木？3240～3241

根羽村 中野 たまざわ タマ沢 4392～4393

阿南町 旦開 たまだしんでん 玉田新田 431～436

高森町 上市田 たまち 田町 １４９－１５７，１６４－１６９，６９８－７０４ ６－１２ 74

天龍村 神原 たまのたいら 玉ノ平 3579-3580 120 265

下條村 陽皐 たまみず 玉水 ３４５４，３４５９，３４７１～３４７９

下條村 陽皐 たまみずなぎ 玉水ナギ ３４５０～３４５２

下條村 睦沢 たまみぞ 玉溝 ８３４６，　８３５１

喬木村 富田 たまや 玉屋 13765-13771 1 17

下條村 睦沢 たまりゆ タマリユ？ ２０５７～２０５８

天龍村 神原 たまるいし 田丸石 2542 177 232

天龍村 平岡 たまわり 田廻 967 6 134

松川町 元大島 たむこ たむこ １４４０ 28 102

天龍村 神原 たむこう 田向 5746　，5755 90 311

天龍村 平岡 たむら 田村 421,423-436,438-452,444-445,448,450-452 ４７，４８ 32

天龍村 平岡 たむら 田村 560-625,654-685,695-698 48 32

豊丘村 神稲 たむらやま 田村山 １２５２９－

豊丘村 神稲 ためいけ 溜池 １１２７２－

阿南町 大下条 ためいけうえ 溜池上 3795

阿南町 大下条 ためいけのうえ 溜池ノ上 1759～1760

泰阜村 南山 ためいけのうえ 溜池ノ上 8670 90 142

大鹿村 大河原 たもと 田本 3460～3461，3479～3496，3498～3511，3516～3518

大鹿村 鹿塩 たもと 田本 957～991，1120，1125～1126，1128～1130，1134

大鹿村 鹿塩 たもと 田本 2469－

喬木村 小川 たもと 田元 6202

泰阜村 南山 たもと 田本
6093,6511,6568,6570,6574-6576,6578,6584-6586，6590，
6593-6597，6604，6607-6609，6611-6612,6621,6622-6630

55,56,70 142

下條村 陽皐 たもとうしろ 田本後

喬木村 小川 たもとのうえ 田元ノ上 6183

喬木村 小川 たもとのうえ 田本ノ上 6209,6212,6219,6228-6229,6232-6233，6235

喬木村 小川 たもとのした 田本ノ下 69,857,019

大鹿村 大河原 たもとひかげ 田本日影 3512～3515

大鹿村 大河原 たもとひかげ 田本日蔭 5195～5199

阿南町 旦開 たや タヤ 332,339－

阿南町 旦開 たや たや 333、338～341

下條村 陽皐 たや たや

豊丘村 神稲 たや タヤ ７７２６－７７３０ 五－5 34

松川町 生田 たや 田屋 １６６０ 38 102

泰阜村 南山 たや タヤ 8324-8325,8328-8335 89 128

豊丘村 河野 たやがいと 田屋垣外 ２５０３，２５４６－２５９９ 五－2 159

阿南町 大下条 たゆうづくり 太夫作 247～254,264
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泰阜村 左京 たゆさばやし たゆさ林 5568-5572 51,52 101

泰阜村 左京 たゆざばやし タユサ林 5576 51 101

天龍村 神原 たらいのくぼ タライノ久保 4253 120 ,134 279

喬木村 富田 たらのき タラノ木 14698-14706 4 18

阿南町 大下条 たらわき タラワキ 1592～1593

下條村 睦沢 たる タル １０２０２～１０２０３

喬木村 小川 たるいぐち 太留井口 6477

喬木村 富田 たるうえ 樽上 14732-14743 4 18

豊丘村 河野 たるうえ タル上 ３９２６，３９２８－３９３１ 五－1 143

松川町 生田 たるうえ 樽上 １６６０ 57 102

松川町 生田 たるうえ たる上 ４６５３－４６５５ 53 102

泰阜村 打沢 たるうえ タル上 2188,2190,2192 22，25 54

下條村 睦沢 たるがさわ 樽ヶ沢 ５１１６～５１２５

阿南町 旦開 たるがほら 樽ヶ洞 2300～2302，3725

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

天龍村 神原 たるくち タルクチ 885-886 81 181

泰阜村 南山 たるくち 樽口 8806-8813,7500-7501 75,95 54

大鹿村 大河原 たるくちみちうえ 樽口道上 4884～4885

大鹿村 大河原 たるくちみちした 樽口道下 4885－

大鹿村 大河原 たるこちかわばた 樽口川端 4985～4987

大鹿村 鹿塩 たるさわ 樽沢 3796，3799～3829

喬木村 加加須 たるさわ タル沢 5509ﾉ2

喬木村 氏乗 たるさわ 樽沢 10705-10710,10655-10700

天龍村 神原 たるさわ タル沢 5786 91 ,105 312

喬木村 加加須 たるさわぐち 樽沢口 5508-5509

阿南町 大下条 たるした たる下 3185～3186

大鹿村 鹿塩 たるした タル下 1616－

喬木村 富田 たるした 樽下 14965-14973 4 18

喬木村 大和知 たるした 樽下 12063-12070

天龍村 平岡 たるした たる下 2396 169 ,180 98

豊丘村 河野 たるした タル下 ３９２７，３９３２－３９３６ 五－4 143

松川町 生田 たるした たる下 ３６４９－３６５０，４６５６－４６５８，４６６０－４６６８ 53 102

松川町 生田 たるした タル下 ７９４３－７９４４，８６２７－８６３７，８６６０－８６７７ 64 102

松川町 生田 たるした タル下 3765-3773 59 102

天龍村 神原 たるどち
タルドチ（郷
戸ヒラノ内）

230 57 146

豊丘村 神稲 たるのあたま タルノアタマ １１００３－ 五－3 98

阿南町 大下条 たるのうえ タルノ上 1204～1214

豊丘村 神稲 たるのうえ 樽ノ上 １１４２７－１１４３２，１１４３５－１１４３６ 五－3 94

泰阜村 南山 たるのうえ 樽ノ上 8315-8316,8325 89 54

泰阜村 打沢 たるのうち タルノ内 1738-1739 21 51

泰阜村 打沢 たるのさわ タルノ沢 2660 41 54

泰阜村 怒田 たるのさわ タルノ沢 3095-3097,3119-3127 43 54

泰阜村 平島田 たるのさわ タルノ沢 3269-3272 40,44 54
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豊丘村 神稲 たるのした タルノ下 １０８９１，　１１０２８ 五－6 94

泰阜村 左京 たるのわき タルノワキ 5582-5583,5587 51 18

泰阜村 左京 たるのわき たるのわき 5599 53 18

天龍村 神原 たるはきみちした
タルハキ道
下

3314 80 252

阿南町 富草 たるばやし タル林 7355

阿南町 和合 たるほら たる洞 508～510

阿南町 和合 たるほら タル洞 510～511

大鹿村 鹿塩 たるもと 樽本 1559～1565

平谷村 たるやま 樽山 １１，　７３７

喬木村 小川 たるわき たる脇 8381-8382

天龍村 神原 たるわき タルハキ 3416-3417 93 255

泰阜村 稻伏戸 たるわき タルハキ 1147 8，23 18

天龍村 平岡 たれくち 垂れ口 2209-2210,2321 124 ,139 88

阿智村 春日 たれした 垂下 ２５２０～２５２３，３００４～３０１２

天龍村 平岡 たれした 垂下 1705　,1726 ７０，７１ 59

豊丘村 神稲 たろうがいと 太郎垣外 ８４６２－８４６３

喬木村 小川 たろうづくり 太郎作り 7309

阿南町 和合 たろがさわ たろが沢 2606

阿南町 和合 たろがさわ タロガサワ 2609

天龍村 神原 たろくぼ タロ久保 5129 131 298

天龍村 神原 たろさわ タロ沢 5771　，5785 ,5787 91 ,105 312

天龍村 神原 たろした タロ下 4140 105 276

阿智村 浪合 たろべい 太良平 １５０１～１５０６

阿南町 和合 たわ 多わ 780

阿南町 和合 たわ たわ 1704～1705

阿南町 大下条 たわ タワ 3153～3157，3193～3195

阿南町 富草 たわ た王 5012～5015，5055～5056，5062～5063

阿南町 富草 たわ た王 6134～6136

根羽村 日向 たわ たわ 5519～5520，5545

天龍村 神原 たわからづくり タワカラ作 3457 107 258

阿南町 富草 たわのそと タハノ外 6137～6140

大鹿村 大河原 だんおごつるね 団子弦根 4507－

大鹿村 大河原 だんおごつるね 団子弦根 4507－

豊丘村 神稲 たんご 丹後 ６８７３－６８７４ 二－5 30

豊丘村 神稲 だんござか ダンゴ坂 ５３９６，５６０５－５６０６ 五－6 52,112

大鹿村 大河原 だんごつるね 團子弦根 4495－

天龍村 神原 だんごのたわ ダンゴノタワ 714 94 173

豊丘村 神稲 たんざぶろう 丹三郎 １６４０－１６４６，１６４８－１６５４ 二－4 87

大鹿村 大河原 だんじょうおばやししも 弾正林下モ 4774－

大鹿村 鹿塩 だんじょうがいと 弾正垣外 2649～2660

阿南町 和合 たんずく タンヅク 82

泰阜村 金野 たんすけ たん助 522-525,536-537 2,5 3
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松川町 元大島 だんぞうやま 團藏山 ５１１８ ２６，２７ 102

阿智村 伍和 だんだ 段田 ６０１２～６０１９，６０４９～６０５０

喬木村 氏乗 たんつかはら
た（こ？）ん
塚原

10459-10461,10539-10543,10608-10610

天龍村 神原 だんど ダンド 5366-5370，5473 89 ,90 304

阿南町 富草 たんどう タントウ 7535～7536

阿南町 富草 だんどうばた だんどう端 6557～6520

天龍村 神原 だんなや ダンナヤ 5772-5774 91 ,105 312

豊丘村 神稲 たんば 丹波 ６８７５－６８７９ 二－5 30

高森町 大島山 たんばがいと 丹波垣外 ２７０－２７５，６６９－６７１ ６－１１ 74

下條村 陽皐 だんべえやしき 団兵衛屋敷

天龍村 神原 ちあら チアラ 1317-1325 109 ,110 200

天龍村 神原 ちあらそと チアラ外 1326 109 200

天龍村 神原 ちかがら チカガラ（郷戸ヒラノ内）178 21 ,22 141

泰阜村 柿野 ちかくだ ちかく田 3630-3632 37 85

泰阜村 打沢 ちかばた チカ畑 2595-2596 41 68

泰阜村 田野口 ちがみ 地上 5393 33,34 108

泰阜村 左京 ちがや チガヤ 6031-6034 53 100

松川町 生田 ちがやくぼ ちがや久保 ８４６０－８４６５ 63 102

泰阜村 左京 ちがやひら チガヤ平 5683,5684 53 100

売木村 長下 ちからいし 力石 ４２－４４，４７－１０５

天龍村 神原 ちからいしじま 力石島 2828-2829 ,2857 165 240

天龍村 神原 ちからいしじました 力石島下 2864

天龍村 神原
ちからいしじまにしひ
むき

力石島西日
向

2855-2856  

天龍村 神原 ちからいしじまひかげ 力石島日陰 2830-2831 165 240

高森町 出原 ちがらはら チガラ原 512 ７－８ 74

阿南町 大下条 ちぎだ 千木田 652～653

阿南町 大下条 ちぎばた チギバタ 194

天龍村 神原 ちきり チキリ 6144-6150 43 ,56 324

阿智村 春日 ちくぼ 知久保 ３８８～３９３，４０２～４０３，７１９～７２０，７５５

阿智村 駒場 ちくぼ 知久保 ９８３，１００４，１０２０，１０２８～１０４３

阿智村 春日 ちくぼだ 知久保田 ６９４～７１８，７５３～７５４

泰阜村 左京 ちけじ チケジ 5552-5553,5556-5558 52 102

高森町 山吹 ちごいし チゴ石 2344 ７－７ 49

松川町 生田 ちごがわら 児河原 １６００－１６０９，１８４０－１８６３ 9 9

阿智村 智里 ちごのみや チゴノミヤ ３５４１，３５５９～３５６４

高森町 牛牧 ちこみや チコミヤ 396 ６－１３ 74

阿智村 智里 ちごんば チゴンバ ２２５１ロ

天龍村 神原 ちざわ 千沢 958-962 82 184

天龍村 神原 ちざわ
ﾁｻﾞﾜ（ﾋﾖ沢ﾖ
ﾘ天竜川ﾉ内）

993 82 184

天龍村 神原 ちざわうしろみちした 千沢後道下 965 82 184

天龍村 神原 ちざわみちうえ 千沢道上 963 82 184
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天龍村 神原 ちざわみちうえ
千沢道上(ﾋﾖ
沢ﾖﾘ天竜川ﾉ
内）

997 82 184

天龍村 神原 ちざわみちうえした 千沢道上下 957 82 184

泰阜村 南山 ちしょうばた 知庄畑 7354-7355 60,63 143

松川町 生田 ちどりさわ 千鳥沢 ７８７９－７８８９ 58 102

阿智村 伍和 ちとりば チトリバ ２４４６～２４５１，２４５４～２４５８

高森町 山吹 ちとりば 血取場 ５１２８－５１３３ １０－６ 75

泰阜村 打沢 ちとりば チトリバ 2698 41 82

泰阜村 打沢 ちとりば 血トリバ 1718 41 82

阿南町 大下条 ぢのかみ 地ノ神 244～245

喬木村 富田 ぢのかみ 地神 12315-12317 1 18

天龍村 平岡 ちのくぼ ちの久保 2201 140 87

天龍村 神原 ちのたいら チノ平 3598 120 265

天龍村 平岡 ちのたわ チノタワ 203 27 16

天龍村 平岡 ちのたわ チノタワ 1903 96 71

泰阜村 左京 ちのたわ チノタワ 5528,5575,5577-5581,5588-5590,5605-5607 51 102

泰阜村 左京 ちのたわ ちのたわ 5584-5586,5592-5596,5600-5601 51,53 102

高森町 吉田 ちはやはら 千早原 2970 ７－８ 75

天龍村 神原 ちやあら
チヤアラ（倉ﾉ
平ﾉ内）

1445 109 200

下條村 睦沢 ちゃうしくろ チャウシクロ ３７８９～３７９１

豊丘村 河野 ちゃうす 茶臼 １０５９－ 二－4 84

高森町 吉田 ちゃうすやま 茶臼山 2965 75

豊丘村 河野 ちゃうすやまさかじり 茶臼山坂尻 ４８３１－４８３８，４８４１，４８４５ 五－2 59

阿智村 春日 ちゃえんばた 茶円畑 ４７４～４８３

泰阜村 南山 ちゃがいと 茶垣外 6682 72 143

阿南町 富草 ちやがくぼ ちやが久保 4819～4826

阿智村 伍和 ちゃがだいら 茶ヶ平 １６５９～

天龍村 神原 ちやがのわ チヤガノワ 1457 124 204

泰阜村 明島 ちゃがら チャガラ 4820-4821 35 77

天龍村 神原 ちやがら チヤガラ 4523　,4526，4531 146 286

喬木村 氏乗 ちゃくぼ 茶（菜？）久保11480-11483

喬木村 大和知 ちゃくぼ 茶久保 11790-11792

豊丘村 神稲 ちゃだいら 茶平 １０１４５，　１０２０５ 五－3 107

阿南町 大下条 ちゃどう チャドウ 99，126～127，139，166

下條村 睦沢 ちゃどう 茶道 ３５７４

豊丘村 河野 ちゃどう 茶道 ３５０－３５２ 二－4 70

根羽村 小戸名 ちゃのきがさわ 茶ノ木ヶ沢 3352ﾛ

松川町 元大島 ちゃのきだ 茶木田 ８１９－８２７ 46 102

阿智村 駒場 ちゃのきばた 茶木畑 ３１５～

阿南町 富草 ちゃのきばた 茶木畑 961

阿南町 富草 ちゃのきばた 茶ノ木畑 1901～1903，1914～1915，1922～1923

阿南町 大下条 ちゃのきばた 茶ノ木畑 1480，1507，1509～1513
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阿南町 大下条 ちゃのきばた 茶ノ木畑 1633～1637

阿南町 大下条 ちゃのきばた 茶ノ木畑 730～731

下條村 睦沢 ちゃのきばた 茶ノ木畑 ５７８５

下條村 睦沢 ちゃのきばた 茶ノ木畑 ７５６９

下條村 陽皐 ちゃのきばた 茶ノ木畑 １９７４～１９７８，２０４９～２０５９

高森町 山吹 ちゃのきばた 茶ノ木畑 3006 ８－７ 75

松川町 元大島 ちゃのきばた 茶木畑 ４０５７ 46 103

阿南町 富草 ちゃのきやま 茗木山 5355

阿智村 春日 ちゃばた 茶畑 ２７４９～

阿南町 富草 ちゃばた 茶畑 3679～3685，3710～3720，3723～3727

阿南町 大下条 ちゃばた 茶畑 140

阿南町 大下条 ちゃばた 茶畑 1352

阿南町 富草 ちゃばた 茶畑 6521

阿南町 大下条 ちゃばた 茶畑 1698，1723，1830～1831，2166，2185～2189

阿南町 富草 ちゃばた 茶畑 7562～7564

下條村 睦沢 ちゃばた 茶畑 １７９１

下條村 睦沢 ちゃばた 茶畑 ２８９～２９０，２９３～２９５，２９７～２９９

天龍村 神原 ちゃばた 茶畑 3649,3672-3675 106 267

天龍村 神原 ちゃばた 茶畑 6197-6200，6202 80 327

泰阜村 南山 ちゃばた 茶畑 8764 - -

阿智村 伍和 ちゃばたけ 茶畑 ６７３９～６７４０

阿智村 伍和 ちゃばたけ 茶道畑 ８０８～

阿南町 和合 ちゃばたけ 茶畑 417～４２８，818～820，1541～1542，1672，1702

阿南町 和合 ちゃばたけ 茶畑

松川町 元大島 ちゃばたけ 茶畑 56，７１５，７１８－７１９ 55 103

泰阜村 南山 ちゃばら 茶原 6981,7030 72,76 142

喬木村 小川 ちゃばらかいと 茶原垣外
6907-6911,6913-6915,6933-6935,6937-6938，6940-
6941,6944,6960,6965-6972,6993,6996-7003

阿智村 伍和 ちゃみち 茶道 ６００～６１２，７８４～７９５

下條村 陽皐 ちゃみち 茶道 ５４２１

松川町 元大島 ちゃみち 茶道 １７６４－１７６６ 28 45

豊丘村 河野 ちゃみちした 茶道下 ３４４－３４８，３５０，３５３ 二－4 70

豊丘村 河野 ちゃみちした 茶道下 ３４４－３４８，３５０，３５３ 二－4 70

豊丘村 河野 ちゃみちぼら 茶道洞 ５３７－５４６ 二－4 70

平谷村 合川 ちゃや 茶屋 １３６１－１３６４，１３６７－１３７４

平谷村 合川 ちゃや 茶ヤ １３６５－１３６６

阿南町 大下条 ちゅうざぶろうぐち 忠三郎口 64

松川町 上片桐 ちゅうぜん 仲善 ２７５０－２７６９ 11 103

松川町 上片桐 ちゅうぜんあん 仲善庵 ２６４４－２６４８，２６６８，２６７０－２６７３ 11 11

平谷村 合川 ちゅうなぎ 中ナギ ２３４－２３５，３９２

天龍村 神原 ちゅうぶん チウ分 4617 146 290

阿智村 駒場 ちょうがくじだいら 長岳寺平 １３６９，１３７２～１３８６，１４０７～１４０８，１４１２，１４１５

阿智村 春日 ちょうがくじやま 長岳寺山 ２２０２～２２１８

高森町 山吹 ちょうくろう 長九郎 ８７８４－８７９７ ９－６ 75
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高森町 牛牧 ちょうごろうだ 長五郎田 453 ５－１３ 75

阿南町 大下条 ちょうさえもんがいと 長左エ門垣外1115～1116

下條村 陽皐 ちょうさくだ 長作田 ６１０７

阿南町 大下条 ちょうざぶろうばた 長三郎畑 621

松川町 生田 ちょうしくぼ 銚子久保 ７１６４－７１６５ 103

松川町 元大島 ちょうしだ 長四田 ６２０－６２１ 46 103

喬木村 小川 ちょうじだ 丁字田 6413-6417

泰阜村 左京 ちょうしのいり 銚子ノ入 5924,5926-5927,5930 53,54 102

天龍村 神原 ちょうじみちうえ 丁地道上 1202-1203，1208 82 193

阿智村 智里 ちょうじゃやしき 長者屋敷 ３６５６～３６８２

高森町 大島山 ちょうしゅんがいと 長春垣外 ６４３－６４８ ６－１０ 75

天龍村 神原 ちょうすけしんざん 長助新山 5822 91 313

下條村 睦沢 ちょうすけだ 長助田 ７４２９

阿南町 富草 ちょうすけばた 長助畑 6918

阿南町 富草 ちょうせんぼう？ 長千坊 8085

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

天龍村 平岡 ちょうぞうかぶれ 長造かふれ 1921 97 74

松川町 生田 ちょうぞうくぼ 長三久保 ７１０１－７１０２，７１４５－７１５０ 103

松川町 生田 ちょうぞうくぼしり 長三久保尻 ７０４７，７０６３－７０６６ 103

天龍村 神原 ちょうぞうづくり
長造作（郷戸
ヒラノ内）

169 33 38

天龍村 平岡 ちょうぞうづくり 長造作 1170 61 38

阿南町 大下条 ちょうぞうやしき 長三ヤシキ 142

天龍村 神原 ちょうち 丁地 1173-1174 82 193

天龍村 神原 ちょうちみちした 丁地道下 1174，1177，1204-1207 82 193

阿智村 春日 ちょうちょうだ 蝶々田 １５７５～１５８２，１５８５～１５８９

豊丘村 神稲 ちょうのた 丁ノ田 ６９１７－６９２４ 二－5 31

高森町 大島山 ちょうべえばた 長兵エ畑 ６８１－６８５ ５－１０ 76

泰阜村 南山 ちょうめいふしぎ 丁名伏ギ 8853 98 142

阿智村 伍和 ちよおか 千代丘 ６２３６～

下條村 陽皐 ちよおか 千代岡 ７２０８

天龍村 神原 ちよくち
ﾁﾖ口（ﾋﾖ沢ﾖ
ﾘ天竜川ﾉ内）

994 82 186

天龍村 平岡 ちりじ ちりじ 2049-2050 110 45

阿智村 春日 ちんくわだ チンクハ田 ２４２２～２４２９

喬木村 富田 ちんじゅのした 鎮守ノ下 13780-13788 ３，４ 18

阿智村 春日 ちんじゅまえ 鎮守前 ５４４～５５１

豊丘村 神稲 ちんばやしき チンバ屋敷 １１５８７－１１６１５ 五－2 48

豊丘村 神稲 ちんばやしき チンバヤシキ ８７５６－

豊丘村 神稲 ちんばやしき ちんば屋敷 ８７５７－８７５９

阿智村 春日 ちんべのほら チンベノ洞 ３０８ロ～３１４

阿南町 和合 ちんぼういわ ちんぼいわ 1765

高森町 山吹 ついじ ツイジ ２４８９－２４９３ ７－７ 76
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泰阜村 鍬不取 ついじうえ ツイジ上 2743 38 94

喬木村 加加須 ついじぐろ ツイジグロ 5264,5275-5276,5284

松川町 元大島 ついじした 築地下 １１０５－１１０７，１１０９ 46 103

泰阜村 鍬不取 ついじした ツイジ下 2742 38 94

豊丘村 神稲 ついじどおり つ以じ通り ４３２８－４３３２ 二－6 90

喬木村 富田 ついじのした ツイシノ下 14770 4 18

喬木村 富田 ついじのした ツイヂノ下 13734-13735 1 18

松川町 元大島 ついちした ついち下 １０７３，１０８０，１１０２，１１０４，１１１９ 46 103

豊丘村 河野 つうさいじま 通西嶋 ６１２－６３９

豊丘村 河野 つが 栂 ７６２４

泰阜村 南山 つかいそ ツカイソ 7128-7129 73 142

泰阜村 南山 つかいめ
つかいめ（ツ
カイメ）

7151,7166 73 142

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

豊丘村 河野 つかごえ 塚越 ２９－３６

下條村 陽皐 つかこし 塚越 ２６４５～２６６１，２６７０～２６８１

高森町 吉田 つかこし ツカコシ ２４８４－２５０６，２５１９－２５２９ ７－１１ 76

豊丘村 神稲 つかこし 塚越 ６５９－６７４ 二－3 6

松川町 生田 つかこし 塚越 ６９５－６９６ 48 103

松川町 元大島 つかこし 塚こし ２６３７－２６４５ 29 103

松川町 上片桐 つかこし 塚越 ２６５３ 29 103

高森町 吉田 つかごし ツカゴシ ２５６６－２５６８ ８－１０ 76

下條村 睦沢 つかざわ 塚沢 ８７５４

下條村 睦沢 つかざわ 塚沢
８４２１～８４２９，８４８７～８４８９，８４９２～８４９５，８７３
６，８７３９～８７４４

豊丘村 神稲 つがさわ 津賀沢 ４８００－

下條村 睦沢 つかざわぼら 塚沢洞 ８３１５

豊丘村 神稲 つかじり 塚尻 ７６４３－７６４６，７６３９－７６４２ 二－7 44

阿智村 伍和 つかだ 塚田 ４０６９～

阿智村 伍和 つかだ 塚田 ４９４６～

下條村 睦沢 つかだ 塚田 ３５６２

下條村 陽皐 つかだ 塚田

豊丘村 河野 つかだ 塚田 １５６９，４２８７ 163

豊丘村 神稲 つかだ 塚田 ７２３４，７２６４－７２６６，７１６５－７１６９，３４９４－３５００ 二－5 13，39

松川町 元大島 つかだ 塚田 １６４５－１６４９ 28 10

松川町 上片桐 つかだ 塚田 ２１４７－２１５７，２８７１ 10 10

豊丘村 河野 つかだした 塚田下 ４２８９－４２９０

天龍村 神原 つがだち ツガ立 4565 144 ,159 287

松川町 元大島 つかだに 塚谷 ３５７－３５８ 55 103

阿南町 大下条 つかね ツカネ 1845

阿南町 大下条 つかね ツカネ 3912，3915～3920，3932～3934

天龍村 平岡 つがね
ツガネ（西山
ﾉ内）

21-25 59 113

豊丘村 神稲 つかねやま 塚根山 １１９４０，　１１９４４ 二－7 44
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阿智村 浪合 つがの 栂野 ９８５ロ～９８５ヘ

阿南町 和合 つがの ツガノ 20，　21

豊丘村 神稲 つがのさわ 津がの沢 ４８００－ 二－6 90

阿南町 富草 つがのした つが（か）の下7353～7354

喬木村 小川 つかのもと 塚ノ本 7280

阿智村 浪合 つがのやま 栂野山 ９８５イ１～９８５イ１９

阿智村 浪合 つがばし 栂橋 ９４３イ２～１６５９ノ１

阿智村 浪合 つがばしかわむかい 栂橋川向 １６５３～１６５４イ

豊丘村 河野 つかばた 塚畑 １５６９－

松川町 元大島 つかばた 塚畑 １７１１，１９１０ ２８，２９ 54

阿南町 旦開 つがほら 栂洞 2254～2263，2272，2277～2280

大鹿村 大河原 つがむら 栂村 5012－

大鹿村 大河原 つがむら 栂村 5012－

阿智村 伍和 つかもと 塚本 ４９４２ロ～４９４３

阿南町 富草 つかもと 塚本 563～564

阿南町 富草 つかもと 塚元 809～813

豊丘村 河野 つかもと 塚本 ５６－５７

豊丘村 神稲 つかもと 塚本
７６１９－７６２８，７６３０－７６３１，７１７０－７１７８，７６２９
－７６３４

二－7 39

松川町 上片桐 つかもと 塚本 ２８６６－２８７０ １０，１１ 104

豊丘村 河野 つかもとまえ 塚本前 ６３－

松川町 上片桐 つかや 塚屋 ４５７６－４５８９，４５９２，４５９４－４６０２ 21 35

阿南町 大下条 つかやかいと ツカヤカイト 2096～2101

阿南町 富草 つかやま 塚山 2909～2910

天龍村 神原 つがやま ツガ山 3414 93 255

阿南町 富草 つがやまうえ 栂山上 2550～2564

喬木村 小川 つかわき 塚脇 7278

下條村 睦沢 つきいど 月井戸 ３５９７

阿南町 大下条 つきおしま 月尾島 982～989，993，996～1015

阿南町 大下条 つきおしまじり 月ヲシマ尻 980～981

天龍村 平岡 つきさわ 月沢 1112-1115,1164,1167,1366-1370 61 37

阿智村 伍和 つきじ 築地 ３３４５～３４１２

下條村 陽皐 つきじした 築地下 ７２９１～７２９３，７３０１～７３０３

豊丘村 神稲 つきのき 月ノ木 ９７７９－９７８１，９７８４－９７９４ 二－7 42

根羽村 田島 つきのき 月ノ木 389～390

根羽村 横畑 つきのみず 月ノ水 4609

天龍村 神原 つきばた 月畑 5784，5788-5791 91 ,105 312

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

阿智村 春日 つきよしまうら 月夜島裏 ２２８０～２２９３

高森町 吉田 つきよだいら 月夜平 ２９１７－２９１９，２９３６－２９３７，２９４２，２９４４ ７－９ 76

高森町 吉田 つきよだいら ツキヨタイラ ２９３８－２９４１ ６－１０ 76

喬木村 小川 つくえ 机 7567,7575,7577,7583,7589-7590,7592，7596

喬木村 小川 つくえくぼ 机久保 7594

天龍村 神原 つくえし ツクエシ 1281 110 198
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天龍村 神原 つくえしみちうえ ツクエシ道上 1282-1283 110 198

天龍村 神原 つくえしみちした ツクエシ道下 1284 110 198

喬木村 小川 つくえやま 机山 7598-7599

豊丘村 河野 つくしだいら 次四平 ６４４５－６４４６ 五－4 136

天龍村 神原 つくだばた ツクダバタ 3165 94 250

天龍村 神原 つくぼしいし ツクボシ石 1687 152 209

下條村 陽皐 つぐみのす ツグミノス ４５１７～４５３０

下條村 陽皐 つぐみのす ツグミノ巣

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

阿智村 伍和 つくりがいと 作垣外 ２６８７～２７０１

平谷村 合川 つくりみち 作リ道 １３０６，１３１７－１３６０，１３７５－１４１８

平谷村 合川 つくりみち 作道 1548-1549

松川町 生田 つくりみち 作リ道
５４３８－５４４４，５５１２－５５６３，５５７８－５５９４，５５７９
－５６０６，５７１０，５７１２，５５9９－５６０６，５７１０，５７１
２，５７１８－５７２４

41，５０ 104

松川町 生田 つくりみち 作道 ５４６４ 41 104

松川町 元大島 つくりみちやがこえ 作リ道家囲 ５５９５ 41，５０ 104

天龍村 神原 つけいど ツケ井戸 2267 167 226

天龍村 神原 つごうざか ツコフ坂 4136 105 275

天龍村 神原 つごうざわ 都合沢 2502-2503，2505 167 ,178 231

阿智村 伍和 つじ 辻 ２２０７～

阿智村 智里 つじ 辻 ８０５～８０６，９６８～９７０

阿南町 富草 つじ 辻 2579

阿南町 大下条 つじ 辻 728

阿南町 大下条 つじ ツジ 2048

阿南町 和合 つじ 辻 1827，　2102

阿南町 大下条 つじ 辻 638～639，791，1081

阿南町 富草 つじ 辻 6699～6700

下條村 睦沢 つじ 辻 ３５５７

下條村 睦沢 つじ 辻 ５５３７

喬木村 富田 つじ 辻 12333-12335 1 19

天龍村 神原 つじ 辻 1061 82 189

松川町 元大島 つじ 辻 １４７２ 38 104

泰阜村 明島 つじ ツジ 5204 50 77

下條村 睦沢 つじあと 辻後 ３５５８

高森町 山吹 つじうら 辻裏 ７２３－７４３，７５１－７７４ ８－８ 76

根羽村 新井 つじおおみちした 辻大道下 1034～1035

下條村 陽皐 つじおか 辻岡

下條村 陽皐 つじがいと 辻垣外 ４９９４～５００１

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

天龍村 神原 つじきれ 辻切 703 94 172

松川町 生田 つじくぼ 辻久保 １４０９－１４１１ 62 104

阿南町 旦開 つじさわ 辻沢 1525
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阿南町 富草 つじした 辻下 1117

阿南町 和合 つじした 辻下 2094

阿南町 大下条 つじした 辻下 2231～2232

泰阜村 打沢 つじした 辻下 2420-2421,2444-2445 22 56

阿南町 富草 つじた 辻田 701～702

阿南町 旦開 つじた 辻田 1277～1307，1334～1337，1342～1359，1367～1400

阿南町 富草 つじた 辻田 6919～6920

阿南町 富草 つじた 辻田 7220～7222

阿南町 旦開 つじだ 津地田 1341～1342

阿南町 富草 つじのした 辻下 869～871

豊丘村 神稲 つじのふだ 辻ノ札 １４１９－

松川町 元大島 つじばた 辻畑 236 55 104

下條村 睦沢 つしましゃ 津島社

阿南町 富草 つしまやま 津島山 6015～6017

阿智村 伍和 つじもと 辻本 ５７５３～５７５４

阿南町 富草 つじもと 辻本 2251

天龍村 神原 つじやま 辻山 1677 153 208

豊丘村 神稲 つずみさわ 津ずみ沢 ４８０６－４８０７ 二－6 53

天龍村 神原 つた 蔦 1085 82 190

阿南町 旦開 つたのき 蔦ノ木 3080～3104

阿南町 大下条 つたのくち 蔦ノ口 1102

根羽村 萸野 つたのたいら 蔦ノ平 2940，2943

根羽村 萸野 つたのたいら ツタノ平 2941

喬木村 氏乗 つたもと 蔦本 9958-9959

阿智村 智里 つちがだいら 土ヶ平 ５６１，５６３～５６７，５７２～５９５

下條村 陽皐 つちかばた ツチカ畑 ５９８６

阿智村 伍和 つちどい 土樋 ６９５５～６９５６

天龍村 神原 つちとり 土取 628 68 168

天龍村 神原 つちとり 土取 821 ,825 81 168

天龍村 神原 つちとりした 土取下 822 ,824 81 179

阿智村 駒場 つちとりば 土取場 １６２９～

天龍村 神原 つちとりば
土取場（郷戸
ヒラノ内）

190-191 44 142

天龍村 神原 つちとりば 土取場 820 ,826 81 178

天龍村 神原 つちとりよこ 土取横 823 81 179

天龍村 平岡 つちなぎ 土なぎ 2132-2133 126 ,141 82

阿智村 伍和 つちばやし 土林
６５６８～６５７１，６５７３～６５７９，６５８９～６５９７，６６００
～６６０４，６６２１～６６２４

阿智村 伍和 つちまや ツチマヤ １３２１～１３２３

松川町 大島 つちもり 槌森 ２３２ノ２－２３３ 19 104

豊丘村 河野 つちやすみ 土休 ３８５８－３８６２，３８６７－３８７１，３８７５－３８８１ 二－2 156

喬木村 加加須 つつい 筒井 5242-5244

天龍村 神原 つつい ツヽ井 2351-2353 178 228
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松川町 生田 つつじやま ツヽジ山

５９９４－６００３，６１８８－６２０６，６２１９－６２２０，６２３０
－６２４１，６２４９，６２７７，６２８１－６３０２，６３０４－６３０
５，６２３０－６２４１，６２４９，６２７７，６２８１－６３０２，６３
０４－６３０５，６３０８

51 104

松川町 生田 つつじやまくだりばた
ツヽジ山下リ
畑

６２７５－６２７６ 51 104

松川町 生田 つつじやまにしひら ツヽジ山西平 ６２７８－６２８０ 51 104

松川町 生田 つつじやまひかげ ツヽジ山日カゲ６２２６，６２４２－６２４８ 51 105

松川町 生田 つつじやまひなた ツヽジ山日向 ６２２１－６２２５ 51 105

松川町 生田 つつじやまみなみほら ツヽジ山南洞 ６２１３－６２１８ 51 105

松川町 生田 つつじやまやがこえ ツヽジ山家囲 ６２２７－６２２９ 51 105

松川町 上片桐 つつじやまやきたぼら ツヽジ山北洞 ６２５１－６２５９ 51 105

阿南町 大下条 つつみ 堤 2578～2579，2598

高森町 上市田 つつみ 堤 ３６４－４２５ ７－１２ 76

天龍村 神原 つつみ 堤 2109-2100，2112 168 222

天龍村 神原 つつみ 堤 3589-3593 106 ,120 222

高森町 牛牧 つつみいばた 堤井バタ ２５７９，２５８７，　２５８８ ６－１２ 76

高森町 牛牧 つつみいばた ツヽミイバタ ２５８７ロ、２５９０ロ 76

高森町 牛牧 つつみいばた ツヽミ井バタ ２５９４ロ 76

泰阜村 高町 つつみうえ ツツミ上 1108 7,19 14

下條村 陽皐 つつみがいと 鼓垣外 ６７７８～６７９５，６７９７～６８０７

豊丘村 河野 つつみがさわ 堤ヶ沢 ３０９３－３１１７，１４５１－１４５３，１４７５－１４９９ 二－2 63

松川町 上片桐 つつみがはら 堤ヶ原 １３６－３５７ノ２１，５９３－６２９，６３５-636 ２，３ 1

阿智村 駒場 つつみがほら 堤ヶ洞 １７８３～１７８７

下條村 睦沢 つつみがほら 堤ヶ洞 ５１３６～５１４５

松川町 生田 つつみがほら 堤ヶ洞 １１２９ 105

松川町 生田 つつみがほらひかげ 堤ヶ洞日影 １１３０ 39 105

松川町 生田 つつみがほらひなた 堤ヶ洞日向 １１３１ 23 41

喬木村 小川 つつみざわ 堤沢 7405-7406,7410-7411

阿南町 大下条 つつみした ツヽミ下 192

阿南町 大下条 つつみした ツツミシタ 1159～1160

阿南町 富草 つつみした 堤下 9035～9038

下條村 睦沢 つつみした 堤下 ４５３４

高森町 出原 つつみした ツヽミ下 ４７８－４８０，４８２，４８９ ７－９ 77

豊丘村 河野 つつみした 堤下 ３４４３－３４４５ 二－2 147

阿智村 春日 つつみだ 堤田 １４３１～１４５０

阿南町 富草 つつみだ 堤田 7231，　7617

阿南町 富草 つつみだ 堤田 8034～8036

泰阜村 黒見 つつみだ ツツミ田 4582,4584, - -

泰阜村 左京 つつみだ 堤田 5466-5467 39,53 102

高森町 出原 つつみだいら ツヽミ平 503 ７－９ 77

天龍村 神原 つづみだいら ツヾミ平 2993 151 246

天龍村 平岡 つつみと？ 包外 761 7 ,14 128
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豊丘村 河野 つつみのうえ 堤ノ上 ４０４４－ 五－1 147

松川町 生田 つつみのうえ 堤ノ上 ２５９８ 23 41

豊丘村 神稲 つつみのした 堤ノ下 ８７６０－８７６９，８７７１－８７７２ 五－2 47

阿南町 富草 つつみのほら 堤ノ洞 631，682～683

喬木村 小川 つつみばた 堤端
8518-8520,8522,8530-8535,8927,8979，8988-8990,9104-
9105

高森町 牛牧 つつみばた 堤バタ 2582 ６－１２ 77

高森町 牛牧 つつみばた 堤畑 ２５６２，２５６４－２５６５ ６－１２ 77

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

松川町 大島 つつみはら 堤原
２３１９，２３４１－２３８９，２３９４－２３９７，２４５８，２４６
３，２４６８，２４７０－２４８４，２４９０－２４９８，２５００－２５
０３，２５０５－２５３９，４７３２，４７３３－４９５２

25，26
36

42

阿智村 春日 つつみぼら 堤洞 １１３０～１１３２，１１８０～１１８４，１２０１

喬木村 小川 つつみぼら 堤洞 8602,8609-8632

豊丘村 河野 つつみぼら 堤洞 ４７４５，４７６５ 五－2 61

阿南町 富草 つつみやま つヽみ山 9058～9064

泰阜村 怒田 つつむぎ ツツ麥 2910-2912,2920-2926 38 110

泰阜村 怒田 つつむぎ つゝ麥 3081-3090 38 110

泰阜村 平島田 つつむぎ ツツ麥 3463,3476-3477,3479-3488,3494-3497 38,43 110

松川町 生田 つと ツト １１４１－１１４３ ３９，４０ 105

松川町 生田 つと 津戸 １９９４－２０００ 50 105

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

阿智村 駒場 つなぎだ ツナギ田 ４３０～

阿南町 和合 つなさげば つなさげバ 1344

天龍村 神原 つねきちづくり 常吉作リ 5971 67 ,68 320

天龍村 神原 つのうつ ツノウツ 4222 ,4246-4249 ,4251 119 278

高森町 下市田 つのだはら 角田原 ２４５９－２４９１，２５９４－２６８８ ７－１３ 77

天龍村 神原 つばきぜり 椿ゼリ 2929-2910 166 243

天龍村 神原 つばきぜりうえ 椿ゼリ上 2911 166 243

阿南町 富草 つばきのき 椿の木 8031～8032

天龍村 神原 つばきのわ ツバキノワ 1453 124 203

阿智村 春日 つばなぐら 都葉名倉 ２１９０～２１９６

松川町 生田 つばなはら ツバナ原 １７８０－１７８１，１７８５－１７９２ 49 105

天龍村 平岡 つぶがのたいら つぶ可能たいら2077 110 49

下條村 陽皐 つぶしり ツブシリ ２７１７～２７１９

天龍村 平岡 つぶていし ツブテイシ 2076 110 48

豊丘村 河野 つぶのしり 粒ノ尻 ２６７０－２６７８ 二－2 159

松川町 元大島 つぶのしり 粒ノ尻 ８１６－８１８ 46 105

下條村 陽皐 つぶらね つぶら袮 ５６６５～５６７０，５７２９イ～５７３３

下條村 陽皐 つぶらねひかげ つぶら袮日かげ５６７７

下條村 陽皐
つぶらねひかげよこみ
ちした

つぶらね日
陰横道下

５６７８～５６８０

下條村 陽皐 つぶらねみちした つぶら袮道下 ５６７１イ～５６７２

下條村 陽皐 つぶらねよこみちうえ
つぶらね横
道上

５７０９～５７２０

下條村 陽皐 つぶらねよこみちした ツブラネ横道下５６８１～５６８８，５６９３～５７０４
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下條村 陽皐 つぶらねよこみちした
つぶら袮横
道下

下條村 睦沢 つぶらわきばら 粒良脇原
２４４３，２４４５，２４４７～２４４９，２４５１～２４６１，２４６３
～２４８１，２４９２，２５３０～２５３２

阿南町 和合 つぶれごや ツブレ小家 12

高森町 牛牧 つぼしり 坪シリ ２１８１－２１８４ ５－１３ 77

阿智村 春日 つぼじり ツボ尻 ７５６～７６５

阿智村 伍和 つぼじり 津ぼ尻 ２９１～２９２

下條村 陽皐 つぼじり 螺尻 １９２１

下條村 陽皐 つぼじり 螺尻 ２５６５～２５６８

高森町 牛牧 つぼのうち 坪之内 1494 77

高森町 牛牧 つぼのうち 坪ノ内 １４９３，１５０６－１５１０ ５－１３ 77

松川町 上片桐 つぼのうち 坪ノ内 ２４１９－２４６５ 12 11

下條村 睦沢 つぼのしり ツボノシリ １１３２

下條村 睦沢 つぼのしり ツボノ尻 ４６２４

高森町 吉田 つぼのしり ツボノ尻 ２１８１－２１８７，２２０３－２２２３ ９－１１ 77

松川町 生田 つぼのしり 坪ノ尻 ７２１－７２２ 56 106

豊丘村 河野 つぼのしりだ ツボノ尻田 ５８８－ 二－4 76

阿南町 和合 つまぐり つまぐり 1457～1462

阿南町 富草 つめのうしろ 爪ノ後 1758～1774

阿南町 富草 つめのうしろ 爪ノ後 2164？

豊丘村 神稲 つゆすやま 露栖山 二－7 45

豊丘村 神稲 つりね 釣根 ９４４４－ 五－3 170

阿南町 富草 つるがやしき 鶴ヶ屋敷 7728～7732

松川町 元大島 つるしだ 鉤シ田 １２７７ 38 106

松川町 大島 つるしだ 釣シ田 １３０８－１３０９ 38 106

根羽村 中野 つるた 鶴田 4309

松川町 大島 つるだ 鶴田 １２１４，１２１５ 18 29

阿南町 大下条 つるね ツルネ 1963

阿南町 大下条 つるね ツルネ 3139，　3141，3143

阿南町 大下条 つるね ツルネ 3824～3828，3831～3832

下條村 睦沢 つるね ツルネ ６６５２，６６５７，６６５９～６６６０

喬木村 富田 つるね つる祢 13440 2 19

喬木村 富田 つるね ツルネ 14797-14800 4 19

喬木村 加加須 つるね ツルネ 5568-5569

豊丘村 神稲 つるね ツルネ
４７６６－４７６８，４７７０－４７７１，５１３８－５１４５，５８６３
－５８６４

二－6 50

松川町 生田 つるね ツるね ７０９２－７１００，７１０３－７１０８ 106

泰阜村 左京 つるね ツルネ 5662-5667,5693-5699 53 82

泰阜村 南山 つるね ツル子 6462 70 82

泰阜村 南山 つるね つるね 6844-6845 72 82

喬木村 大和知 つるねざき 釣根崎 11892-11896

松川町 生田 つるねひかげ 弦峯日影 ３４９４ 44 106

泰阜村 南山 つるば つる場 6492 - 64

天龍村 神原 つるふしど ツルフシド 5726 77 310
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喬木村 富田 つるべ ツルベ 13745-13759 1 19

松川町 上片桐 つるべ 鶴部 ４７２１－４７２２ 22 106

阿智村 智里 つるまき 鶴巻 ５０１～５０２

高森町 牛牧 つるまき ツルマキ １７４５－１７５６，１８０２－１８０３ ５－１２ 77

天龍村 神原 つるやしき 鶴屋敷 4144-4145，4147 105 276

大鹿村 鹿塩 つんぐりさわ ツングリ沢 2358～2359

大鹿村 鹿塩 つんぐりさわ ツングリ沢 2358～2359

天龍村 神原 ていさわ テイ沢 1294 110 199

天龍村 神原 ていざわ テイ沢 1740 167 211

泰阜村 南山 てえらののき 寺ノ軒 8298-8299,8311-8314,7780-7783 74,89 64

松川町 生田 ておのくぼ 手斧久保 ５７０９，５９１２－５９２０，５９２２－５９２４ 50 106

松川町 生田 ておのくぼにしひら
手斧久保西
平

５７１１ 50 106

松川町 生田 ておのくぼひがしひら
手斧久保東
平

５９２１ 50 106

天龍村 神原 できたき デキタキ 6331 91 329

阿智村 伍和 でぐち 出口 ４１６０～

阿南町 大下条 でぐち 出口 833

阿南町 大下条 でぐち 出口 1730

阿南町 和合 でぐち 出口 2676

阿南町 大下条 でぐち 出口 1861～1872,1879～1880,1883～1886

阿南町 大下条 でぐち 出口 3716～3717，3785

下條村 睦沢 でぐち 出口 ７３３０

高森町 吉田 でぐち 出口 ８１７－８１８ ８－１１ 78

豊丘村 神稲 でぐち 出口 ４４０８－４４２１，９０２６，９０２９ 二－5 27

松川町 生田 でぐち 出口 ８１１２－８１２１，８５０１，８５０３，８５０５ ５８，６３ 6

松川町 大島 でぐち 出口 １７０８－１７２５，１７６３－１７８５、１７９７－１８１２ 19 6

松川町 上片桐 でぐち 出口 ９３５－９７０ 7 6

松川町 生田 でぐちひなた 出口日向 ８１０６－８１１１ 63 6

天龍村 神原 てこばやし テコ林 4114 105 275

大鹿村 鹿塩 でしろ 出城 3834，4213－

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

下條村 陽皐 てづかばら 手塚原 ３６７６～３６７８

松川町 元大島 ててだ テゝ田 ６６８ 46 106

天龍村 平岡 でといし 出戸石 1843 83 69

天龍村 平岡 ではど 出羽戸 2426 169 ,180 99

大鹿村 鹿塩 てびらき 手開 4091～4094

大鹿村 鹿塩 てびらきむかい 手開向 4302，4305～4308

松川町 生田 てぼ 手棒 ２７８１－２７８２ 31 83

松川町 生田 てぼやま 手棒山 ２７８５ 31 83

天龍村 平岡 でみず 出水 2670 171 111

阿智村 春日 てら 寺 ３８１～

阿南町 和合 てら 寺 521

阿南町 大下条 てら 寺 1363
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豊丘村 神稲 てら 寺 １３９７－ 二－5 170

松川町 元大島 てら 寺 ３５８２ ３７，４６ 46

泰阜村 南山 てら 寺 8294-8297 89 64

豊丘村 神稲 てらうえ 寺上 ２９５９－２９８９，２７４２－２７４４，２７５９－２８３１ 二－5 170

阿智村 伍和 てらお 寺尾 ５０８３～

阿南町 大下条 てらお 寺尾 2086～2097，2099

阿智村 伍和 てらおがわはらだ 寺尾川原田 ５１５９～５１６１

下條村 睦沢 てらおしゃ 寺尾社

下條村 陽皐 てらおじんじゃ 寺尾神社

阿智村 伍和 てらおだ 寺尾田 ６２４７～６２４９

阿智村 伍和 てらおばら 寺尾原 ５０８２，５３３２～５３４４，５３５０，５３５５～５３５９

阿智村 伍和 てらおばら 寺尾原 ６９５７～６９５８，７０００～７０４４

阿智村 伍和 てらおばらみちした 寺尾原道下 ５３４５～５３５４，５３５９，５７７５～５７７９，５７８１～５８０６

阿智村 伍和 てらおひかげ 寺尾日影 ６９９９～

阿智村 伍和 てらおみちうえ 寺尾道上 ６２１８～

阿智村 伍和 てらおやま 寺尾山 ７５６３～７５６４

下條村 陽皐 てらおやま 寺尾山 ７０３５

下條村 陽皐
てらおやましゅびきそ
と

寺尾山朱引外７０３４

阿南町 大下条 てらかいと 寺カイト 757

阿南町 大下条 てらかいと 寺カイト 1910，1928～1929

阿南町 大下条 てらかいと 寺開土 698～699，759

阿南町 大下条 てらがいと テラガイト 2165～2167

阿南町 大下条 てらがいと 寺垣外 756，758～760

喬木村 富田 てらがいと 寺垣外 13635-13637 1 19

豊丘村 河野 てらがいと 寺垣外
８６０７－８６２７，８６２９－８６９０，８６９３－８６９５，８７１１
－８７２０，８７２３－８７２８，９０４５－９０７３，９８２８－９８
８４

二－2 155

豊丘村 河野 てらがいとおき 寺垣外沖 ７７３３－７７４０，６９２７ 二－2 156

大鹿村 鹿塩 てらかどした 寺門下 1281－

大鹿村 鹿塩 てらかどみちした 寺門道下 1229～1230

豊丘村 河野
てらがみせんりゅうい
ん

寺上泉竜院 ３７６９－

阿南町 大下条 てらぎし 寺岸 1372～1373

阿南町 大下条 てらさか 寺坂 537～543,546ﾉ1,2,6

大鹿村 鹿塩 てらさか 寺坂 2519～2521

阿智村 智里 てらさわ 寺沢 ７０１ロ，７５３，７５５～７５６，１８１６～１８５０

大鹿村 大河原 てらさわ 寺沢 4720～4730

大鹿村 大河原 てらさわ 寺沢 4323－

高森町 山吹 てらさわ 寺沢
4254－4256，4274－4289，４３５７－４３６８，４３７１－４３８
４，４４０２－４４２０

１０－８ 58

豊丘村 河野 てらさわ 寺沢
４６７，１５３０－１５３２，１５３７－１５４０，９１７７－９１８０，
９１８３－９１９８

二－2 71

松川町 生田 てらさわ 寺沢 １４３－１４４，１５６－１８６，１８９，１９２－１９８，１２５０ 56 106

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

豊丘村 河野 てらさわかみ 寺沢上 ２０３８－
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豊丘村 河野 てらさわがわ 寺沢川 １９９２－１９９４ 二－4 66

松川町 生田 てらさわした 寺沢下 ７２５－７２８ 56 107

豊丘村 河野 てらさわじり 寺沢尻 ８８７８－８８８０，８９０９－８９１５，９１５７－９１５８ 二－2 2

豊丘村 河野 てらさわすなだ 寺沢砂田 １５１７－

豊丘村 河野 てらさわはしづめ 寺沢橋詰 １５４４－１５４５

松川町 生田 てらさわはしのうえ 寺沢橋の上 １４０ 56 107

豊丘村 河野 てらさわばた 寺沢端 ４６８－４７６，５０２，１５２５－１５２９，１５３３－１５３５ 二－4 72

豊丘村 河野 てらさわふち 寺沢縁 １５３５，１５４３ 二－2 72

松川町 生田 てらさわほら 寺沢洞
１６２３－１６４３，１６４５－１６４８，１６５１－１６５２，１６５７
－１６５９，１４１－１４２

56 107

高森町 山吹 てらさわやまぎし 寺沢山ギシ ４２６６－４２７３ １０－８ 58

阿南町 和合 てらじ てらじ 2693～2699，2769

喬木村 富田 てらした 寺下 13634 1 19

豊丘村 河野 てらした 寺下 ７４２－７４８，７５０－７５４，７６４－７６７，７７９－７８２ 二－4 77

豊丘村 神稲 てらした 寺下 ７７３１－７７３２，６９２６，１３６９ 二－5 34

豊丘村 神稲 てらしま 寺嶋 １０５１８－１０５１９，９９３３－９９３８ 五－3 103

豊丘村 神稲 てらしま 寺島 ９８７４－９８８７，９８９６－９９０１ 五－3 103

豊丘村 神稲 てらしまさわ 寺嶋沢 １０５２９－１０５３１ 五－3 103

高森町 山吹 てらしみず 寺清水 ４６７１－４６８４，４７２０ １１－８ 58

阿南町 富草 てらだ 寺田 650～652

阿南町 富草 てらだ 寺田 2983～2985，2992～2996

高森町 山吹 てらだ 寺田
５６８７－５６９０，５６９４－５６９５，５７２９－５７３０，５７３４
－５７４４

１１－８ 58

阿南町 和合 てらだいら 寺平 80

大鹿村 鹿塩 てらだいら 寺平 2885～2934，2936～2939，2941～2951，2987～2994

喬木村 小川 てらだいら 寺平 8925,8927-8929,8948-8953

喬木村 伊久間 てらち 寺地 2,628,217,330

泰阜村 打沢 てらち 寺地 2006-2010 22 63

泰阜村 打沢 てらち 寺地 2395,2522-2523,2568 25，41 63

阿智村 伍和 てらとうげ 寺峠 １５３９イ，１５７７

松川町 生田 てらどころ 寺所 ３４４２－３４８０ 44 107

下條村 睦沢 てらのあと 寺後 ４７３７

大鹿村 大河原 てらのうえ 寺ノ上 3434，3440～3459，3462～3478

下條村 睦沢 てらのうえ 寺ノ上 ８９６１～８９６６

喬木村 伊久間 てらのうえ 寺ノ上 16284-16289,16310-16354,16357-16358，16386,16442

豊丘村 河野 てらのうえ 寺ノ上 ７４９－ 二－4 78

豊丘村 神稲 てらのうえ 寺上 二－5 34

松川町 元大島 てらのうえ 寺ノ上 １８４６－１８６１ 28 46

泰阜村 門島 てらのうえ 寺ノ上 4661 31 64

阿南町 大下条 てらのうしろ 寺ノ後 1368～1371，1425

泰阜村 平島田 てらのうしろ 寺ノ後 3379-3384 39 112

松川町 上片桐 てらのうら 寺ノ裏 ２５７０－２５８０，２５８２－２５９６ 6 46

阿智村 清内路 てらのかいと 寺ノ垣外 １２５５～１２６８

阿智村 浪合 てらのき 寺軒 ５１１～５１３ロ
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泰阜村 黒見 てらのくぼ 寺ノ窪 4471 33 91

喬木村 伊久間 てらのした 寺ノ下 16307-16309,16359,16361

天龍村 平岡 てらのした 寺ノ下 884 35

下條村 睦沢 てらのだ 寺田 １３６９～１３７２

松川町 生田 てらのにし 寺の西 ４４０ 39 107

松川町 元大島 てらのにし 寺ノ西 ３４９５ 39 107

阿南町 大下条 てらのまえ 寺ﾉマエ 1361，1364～1367

下條村 睦沢 てらのまえ 寺ノ前

喬木村 阿島 てらのまえ 寺ノ前 4325-4328,4562-4576,4597-4626,4633-5008

喬木村 小川 てらのまえ 寺ノ前 7660-7661

松川町 生田 てらのまえ 寺の前 ４４１－４５２，４５４－４５７ ３９，４８ 46

松川町 元大島 てらのまえ 寺ノ前 ５８７－５８８，５９６－６０１，１８６８，３５７７－３５８１ ２９，４７ 46

松川町 元大島 てらのまえ 寺の前
１０６６，１０７１－１０７２，１４９７－１４９９，１３９５－１３９
６，１４０１，１４１２，１４０５－１４０６，１４０９－１４１２，１４
９７－１４９９

38 46

松川町 上片桐 てらのまえ 寺ノ前 １１５６－１１６１ 6 46

泰阜村 南山 てらのまえ 寺の（ノ）前 6616,6727-6728 70,72 64

泰阜村 南山 てらのまえ 寺ノ前 6249,6255,6727-6728,6764,6853 70,72 64

喬木村 伊久間 てらのみなみ 寺ノ南 16290,　16360

泰阜村 平島田 てらのもと 寺ノ元 3370-3377 39 112

松川町 元大島 てらのわき 寺ノ脇 １４０３，１８６３－１８６４ ２９，３８ 107

根羽村 中野 てらはた 寺畑 4320～4321

高森町 山吹 てらばた 寺バタ ３９３４－３９４０ １０－８ 58

豊丘村 河野 てらばた 寺畑 ３２５８－３２８８，３３０１－３３０９ 二－2 128

平谷村 ムク沢 てらばた 寺畑 ６０８－

泰阜村 打沢 てらばた 寺畑 2341-2344,2346-2347 25 64

阿南町 富草 てらばやし 寺林 4347

高森町 山吹 てらばやし 寺林 2380 ７－６ 59

阿智村 春日 てらまえ 寺前 ３８２～

喬木村 富田 てらまえ 寺前 13639-13644 1 19

豊丘村 河野 てらまえ 寺前 ３４６７，７６１－７６３，７７０－７７８，７８３，７８５－７８８ 二－2 170

泰阜村 打沢 てらまえ 寺前 2032,2036-2040 22 64

泰阜村 黒見 てらまえ 寺前 4482,4487-4489,4523-4524 33,35 64

泰阜村 黒見 てらまえばた 寺前畑 4514 33 92

泰阜村 黒見 てらまえぼら 寺前洞 4515-4522,4576 33,35 92

阿智村 清内路 てらむかい 寺向 ２０７０～２０７４

阿智村 春日 てらやしき 寺屋敷 ２２３０～２２３５

阿智村 伍和 てらやしき 寺屋敷 ４６６７～４６７３

阿南町 和合 てらやしき 寺屋敷 270

阿南町 大下条 てらやしき テラヤシキ 3219，3235～3238

阿南町 大下条 てらやしき 寺ヤシキ 754，　771

下條村 睦沢 てらやしき 寺屋敷

豊丘村 神稲 てらやしき 寺屋敷 １３５２－１３６３ 二－3 11，23

根羽村 横畑 てらやしき 寺屋舗 4600，4605
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根羽村 横畑 てらやしき 寺屋敷 4601～4604

松川町 元大島 てらやしき 寺屋敷 ５０９９－５１０４，５１１１ 26 7

松川町 上片桐 てらやしき 寺屋敷 １６８０ロ－１７０８ 8 7

泰阜村 黒見 てらやしき 寺屋敷 4486 33 92

阿南町 富草 てらやま 寺山 162～164

阿南町 旦開 てらやま 寺山 1121

下條村 睦沢 てらやま 寺山 ７１４０

高森町 牛牧 てらやま 寺山
１６８７，１６８９ロ－１６９４，１６９７－１６９９，１９００，１９０
２－１９０３，１９０５－１９１９，１９２２－１９２３

５－１１ 59

高森町 山吹 てらやま 寺山 2978 ８－７ 59

松川町 生田 てらやま 寺山 ３４８３－３４８７ 44 107

泰阜村 南山 てらやま 寺山 6648-6649,6653-6655 56,72 64

阿南町 富草 てらやまひがしだいら 寺山東平 171

阿智村 浪合 てらわき 寺脇 ５１４～５１６

天龍村 神原 でりばたした
デリ畑下（大
久名平）

407-408 58 159

阿南町 大下条 てろう テロウ 917～935，940～942

下條村 陽皐 てんおうざん 天王山 ３７３７

下條村 陽皐 てんおうやま 天王山 ６０７６，６０９６～６０９８，６１００

下條村 睦沢 てんかやしき 天下屋敷 ７７０３，　７７１８，７７２２

下條村 陽皐 てんぐいわ 天狗岩

天龍村 平岡 てんぐした 天狗下 1559 71 55

阿南町 富草 てんぐのもり 天狗ノ森 7097～7101

阿南町 大下条 てんぐはな 天狗鼻 177

大鹿村 鹿塩 てんぐばやし 天狗林 2935－

大鹿村 鹿塩 てんぐばやし 天狗林 1098－

下條村 陽皐 てんぐひら？ 天狗平

泰阜村 南山 てんぐぼら 天狗洞 7373 47 143

下條村 陽皐 てんぐまつ 天狗松

天龍村 平岡 でんごばやし 傳吾林 650 35 126

根羽村 小戸名 でんざえもんや 傳左エ門ヤ 3403～3407

阿南町 富草 てんじくばた 天竺畑 1091～1092，1094～1096

喬木村 氏乗 でんしばた 傳四畑 10295-10299

阿智村 智里 でんしぼら デンシボラ ３５４２～３５４４　　傳四か？

阿南町 大下条 でんじゅうざか 伝十坂 1750～1751

下條村 睦沢 てんじょう 天上 １００８９

松川町 生田 てんじょう 天上 ８６１３ 63 107

泰阜村 高町 でんじょう 傳上 1036-1038,1040 19 36

下條村 睦沢 てんじょうばた 天上畑 ６１６９～６１７０

豊丘村 河野 てんじょうやま 天井山 ３７８５，３８０８－３８１０ 二－2 156

阿智村 伍和 てんじんがだいら 天神ヶ平 ４６５９ロ～４６６６

松川町 元大島 てんじんだいら 天神平 ２０１，２０３－２０５，２３２ 55 107

松川町 元大島 てんじんば 天神場 １８１，２０６－２１０ 55 107

松川町 生田 てんじんばら 天神原 ２２７，２３３－２３４ 55 107
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阿南町 大下条 てんじんやま 天神山 3289，3298～3299，3303

阿智村 春日 てんすい 天水 ８５２～８６６

阿智村 春日 てんすいだ 天水田 １５８３～１５８４

阿智村 春日 てんすいぼら 天水洞 ８４６～８５１

阿南町 大下条 でんぞうだ 伝三田 98～101

阿南町 富草 でんぞうばた 伝蔵畑 7023～7024

天龍村 神原 でんだ
デンタ（天竜
川向ﾉ内）

1003 58 ,59 186

天龍村 神原 でんだ 伝田 1037 59 186

下條村 陽皐 てんたいら テンタヒラ ５９８２

下條村 睦沢 でんだいら 天平 ４９３８，４９４０～４９５１，４９５４～４９６０

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

下條村 睦沢 でんだくぼ 伝田久保 ６６４９，６７４１，５８３１～５８４１

喬木村 氏乗 でんだくぼ デンダ久保 11293-11295

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

阿南町 和合 でんださわ デンダサワ 2551，2556～2557

阿智村 伍和 でんただいら デンタ平 ５９５５～

阿南町 和合 でんだばた 傳田畑 1282～1286

下條村 睦沢 でんだはら 傳田原 ７１７８～７１７９

高森町 山吹 でんだぼら デンダボラ 3413 ９－８ 78

高森町 山吹 でんだぼら 傳田洞 ３１７４－３１９４，3215－3216，3325－3341 ８－８ 78

泰阜村 高町 でんでいら 傳平 931-932 17 36

喬木村 小川 でんでば デンデバ 7178-7182

阿智村 伍和 てんどうだ 天道田 ５８１～

喬木村 伊久間 てんどうだ 天道田 15997-16000,16019

下條村 睦沢 でんどうづか 傳道塚 ４３９５～４３９８

下條村 睦沢 でんどうづか 伝道塚

天龍村 神原 てんとのもり テントノ森 5111-5112 131 297

豊丘村 神稲 てんなん 忝南 １１９０６－

阿南町 大下条 てんのうき 天王木 346～349,761～775

泰阜村 南山 てんのうした 天王下 7041-7042 72 149

豊丘村 河野 てんのうだいら 天王平 ７３２７－７３３０，７３３５－７３５０ 五－4 153

下條村 睦沢 てんのうのうえ 天王ノ上 ９８８８

下條村 睦沢 てんのうのうえ 天王ノ上 １０２４１

松川町 生田 てんのうのした 天王下 ３４３１ 44 51

松川町 生田 てんのうのひかげ 天王日陰 ３４３２－３４３３ 43 51

下條村 睦沢 てんのうのまえ 天王ノ前 ９９６８～９９６９

松川町 生田 てんのうのもり 天王森 ３４３０ 43 51

下條村 睦沢 てんのうはた 天王畑 ９９４０，９９４２～９９４３

泰阜村 南山 てんのうばやし 天王林 7182-7183 - -

松川町 生田 てんのうひがしひら 天王東平 ３４２９ ４３，４４ 51

阿南町 大下条 てんのうやま 天王山 549，　551

松川町 元大島 てんのうわき 天王脇 ２５７８－２５７９ 29 51

大鹿村 大河原 てんのちょう テンノチョウ 5045～5046
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大鹿村 大河原 てんのもり 天ノ森 3324～3339

阿南町 大下条 てんばく テンバク 33，　78

阿南町 大下条 てんばく 天白 986～991

高森町 山吹 てんばく テンバク 3745 １０－８ 78

高森町 山吹 てんばく てんバク ３７８３－３７８６ １０－７ 78

阿南町 和合 てんぱく 天白 451

阿南町 大下条 てんぱく テンハク 1166～1169，1172～1182

阿南町 大下条 てんぱく 天伯 2168～2190

大鹿村 鹿塩 てんぱく 天白 2302－

下條村 睦沢 てんぱく 天白

高森町 山吹 てんぱく 天伯 ４３９８－４４０１，４６０８ １１－８ 78

泰阜村 南山 てんぱく 天伯 9047-9051 59 143

喬木村 伊久間 てんぱくうえ 天白上 16160

阿南町 大下条 てんぱくうしろ 天白後 3839

下條村 陽皐 てんぱくさん 天白山 ４７２０～４７２４，４８４９

阿智村 駒場 てんぱくざん 天パク山 ２１３０～

喬木村 伊久間 てんぱくした 天白下 16113

泰阜村 打沢 てんぱくした 天白下 2719,　2732 22 58

松川町 上片桐 てんぱくしま 天白島 ４７８４－４７８５，４８２９，４８４４－４８４５ ２２，２９ 37

高森町 牛牧 てんぱくどう 天白堂 ２６４７－２６４９，２７１５－２７２７ ６－１左 78

泰阜村 南山 てんぱくね 天白根 8726 103 143

松川町 元大島 てんぱくばやし 天白林 ３５８８－３５９１ 37 37

松川町 生田 てんぱくはら 天白原 ７９２，９０１５ 55 37

喬木村 富田 てんぱくぼら 天白洞 12627 1 19

豊丘村 神稲 てんぱくみなみ 天白南 ８３２８－８３２９

豊丘村 神稲 でんぺい 伝平 ６２１５－６２１９，６２２３－６２２７，６２４１－６２８２ 五－5 118

天龍村 神原 でんべえづくり 伝兵衛作リ 4478 147 ,162 284

阿南町 富草 でんべえやしき 伝兵ヱ屋敷 1570～1573

喬木村 氏乗 てんぼうばた てんぼう畑 9863-9878

阿智村 伍和 てんもくざん 天目山 ７１６５～７１６７

豊丘村 神稲 てんりゅうあたり 天龍辺り ３３２６－３３３９，３３４３－３４２３ 二－3 12

天龍村 神原 てんりゅうがわどおり 天竜川通リ 1110，　1171，1172 82 191

阿智村 伍和 てんりゅうなぎ 天竜ナギ ６９４８ハ

阿智村 春日 てんりゅうばた 天流畑 ３１６１～

天龍村 神原 てんりゅうばた 天竜畑 3531-3532 135 262

阿智村 伍和 どあい 戸合 ２９２７～２９５２

下條村 陽皐 どあい 度合 ５６２６

下條村 陽皐 どあい 渡合

豊丘村 神稲 どあい 渡合 ４４１９－４４２２ 二－5 24

高森町 牛牧 どあんど ドアント 2292 ５－１２ 78

下條村 睦沢 とあんばやし トアン林 ２１８２

豊丘村 河野 どいうえ 土井上 １１６７－１１８２，１１９５－１２７１，１２７３－１２７５ 五－4 145

松川町 生田 といがさわ 樋ヶ沢 １３８８ 62 108
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泰阜村 金野 といがさわ 樋ｹ澤 115-117,251-253 12,15 8

松川町 生田 といがさわいした 樋ヶ沢井下 １３８３－１３８４，１４３０－１４３１ 62 108

高森町 山吹 どいきやま 土井木山 3091 78

阿南町 大下条 といぐち トヒグチ 472，474～476

阿南町 大下条 といぐちみちした トヒグチ道下 477

阿南町 和合 といくぼ といくぼ 2776

阿南町 和合 といくぼ トイクホ 2777

喬木村 氏乗 といくぼ といくぼ 10193-10199

阿南町 大下条 といけ 戸井ケ 357，369，401～402

天龍村 平岡 といした 樋下 201-202 47 118

下條村 睦沢 どいした 土井下 ４４３１～４４３２

下條村 睦沢 といしとうげ 砥石峠 １６７８

下條村 睦沢 といしほら 戸石洞 １６７６

阿南町 大下条 といしぼら 砥石洞 2479～2486

下條村 睦沢 といしぼら 砥石洞 １６５５～１６６０，１６６３～１６７０，１６７９

下條村 睦沢 といしぼら トイシ洞 １６７１～１６７４，１６７７～１６７８

阿智村 春日 どいじり 土井尻 ５５４，６１７～６４１

喬木村 加加須 といずめ トイヅメ 5187-5228,5343

泰阜村 明島 といのもと 戸井ノ元 4793-4794,4796 35 77

阿南町 富草 といば 鳥井場 2620～2631

高森町 牛牧 どいば ドイバ 444 ６－１３ 79

高森町 山吹 どいば 土井場 3827－3831，４３４０－４３４３，５０６５ １０－７ 79

豊丘村 河野 どいば 土井場 二－4 73

松川町 元大島 どいば 土井場
１４８－１５３，６９０，７７８－７７９，７８７－７９２，１５３７，１
５７６－１５７７，１５８０，１５８２，４２５８－４２５９

２８，４７，
５５

49

根羽村 田島 といやだ トイヤ田 152～155，165

根羽村 田島 といやだいしばし トイヤ田石橋 159～171？

高森町 牛牧 といろ トイロ ２２８２－２２８６ ６－１２ 79

泰阜村 黒見 とう トウ 4404-4405 14,30 71

天龍村 神原 どう 堂 2064 168 221

阿南町 富草 とういんだ トウインダ 1266～1267

阿南町 富草 とういんだ とうゐんだ 1325～1326

阿南町 富草 とういんた？ 道陰田 1228～１２３1

阿南町 大下条 どうがいと 道垣外 1042ﾊ，1051，1069～1075，1081

大鹿村 大河原 どうがいと 堂垣外 4736～4758

大鹿村 大河原 どうがいと 堂垣外 1001～1130

喬木村 富田 どうがいと 堂垣外 14334-14344 4 19

高森町 下市田 どうがいと 堂垣外 １７９１－１８４０ ８－１３ 79

天龍村 神原 どうがいと 堂垣外 2099-2060 168 221

泰阜村 南山 どうがいと 堂垣外 8950-8954,8956 93 143

阿南町 大下条 どうがいとひかげやま 道垣外日陰山1042，　1043

阿南町 大下条 どうがいとやまひかげ 道垣外山日陰1041
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阿智村 伍和 どうがいり 堂ヶ入 １２５２～１２５３，１２５５，１２６２～１２７１，１３３０～１３３３

天龍村 神原 どうがえばた 堂替畑 2055-2056 168 220

高森町 大島山 とうがく 等覚 ６０１－６１０ ６－１０ 79

阿智村 智里 どうかく？ 堂角 ２１８８～２２５５，２５０７　どうすみ？

阿南町 富草 とうがへり とうがへり 4293～4306，4309～4334

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

天龍村 神原 どうぎあらやま ドウギ新山 6319 92 329

泰阜村 万場 どうきがほら 道木ヶ洞 3731,3734,3736,3743 18,34 39

天龍村 神原 どうきし ドウキシ 1382 124 201

豊丘村 河野 どうきじま 道木島（嶌） 二－3 4

天龍村 神原 どうぎやすみど ドウギ休ド 5949 41 ,54 319

阿智村 駒場 とうきゅう トウキウ ６～３５

下條村 睦沢 とうくろうだ 藤九郎田 ６０７６

阿智村 浪合 とうげ 峠 ５９～１２６

阿南町 富草 とうげ 峠 1099～1100，1112

阿南町 大下条 とうげ 峠 48

阿南町 大下条 とうげ トウゲ 362

阿南町 和合 とうげ とうげ 676

阿南町 旦開 とうげ 峠 3722

阿南町 大下条 とうげ 峠 1231～1232，1249，1251，1268，1270，1487

阿南町 和合 とうげ 峠 1249～1251，1255～1259，2042，2821，2862～2872

阿南町 大下条 とうげ 峠 1598，1599，1601～1604

阿南町 大下条 とうげ 峠 2886～2887，2900，3029

阿南町 大下条 とうげ 峠 361，363，365，385，981，1076～1078

阿南町 富草 とうげ とうげ 5612～5616，5625～5634

阿南町 富草 とうげ とうげ 5914～5924

阿南町 富草 とうげ 峠 6415～6417，6433～6438

阿南町 富草 とうげ 峠 6960～6961

阿南町 富草 とうげ 峠 8108～8110

阿南町 富草 とうげ 峠 8743～8749

阿南町 大下条 とうげ 峠 95～100,102～103,106

阿南町 和合 とうげ 峠

下條村 睦沢 とうげ 峠 １０１８８，　１０１９１

下條村 睦沢 とうげ 峠 １６０４～１６０６，１６０８，１６２４～１６２８

天龍村 神原 とうげ 峠 2231-2232 165 142

天龍村 神原 とうげ
峠（郷戸ヒラ
ノ内）

185 32 142

豊丘村 神稲 とうげ 峠 ６５４６－

根羽村 田島 とうげ 峠 410～415

根羽村 取手 とうげ 峠 4784

泰阜村 打沢 とうげ 峠 1684-1686 22 33

泰阜村 高町 とうげ 峠 863-884,919 15,17 33

泰阜村 南山 とうげ 峠 7507-7513,8246,8411 74,89 33
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下條村 睦沢 とうけいざんゆうりんじ 東継山遊林寺

天龍村 平岡 とうげおおまつばやし トフゲ大松林 1724 71 60

下條村 睦沢 とうげがいと 峠垣外 １６０７

阿智村 浪合 とうげした 峠下 １３３～１４６

大鹿村 大河原 とうげした 峠下 4476－

大鹿村 大河原 とうげした 峠下 4476－

豊丘村 神稲 とうげした 峠下 ６５１１－６５１３，６５６７，６５４５，６５４７－６５４８ 五－5 16

阿南町 大下条 とうげそと 峠外 1108

天龍村 神原 とうげそと 峠外 3383 ,3408-3410 93 254

泰阜村 南山 とうげのうしろ 峠ノ後 7515 72,74 33

阿南町 大下条 とうげばた 峠畑 46～47

阿南町 大下条 とうげばやし 峠林 1563

下條村 睦沢 とうげばやし 峠林 １６２９

天龍村 神原 とうげばやし 峠林 337 57 129

天龍村 神原 とうげばやし 峠林 3385-3388 93 129

天龍村 平岡 とうげばやし 峠林 782 14 129

天龍村 平岡 とうげばやし
峠林（宇連山
ノ内）

940-941 23 129

天龍村 神原 とうげみち
峠道（天竜川
向ﾉ内）

1034 70 188

泰阜村 南山 とうげやくしのまえ 峠薬師ノ前 7507 74 143

天龍村 神原 とうげやま 峠山
2728-2730,2747-2758,2818,2821,2823,2825-
2827,2832,2839,2842

164 ,165 239

阿智村 伍和 どうこうはた 道光畑 ４８１２～

喬木村 富田 どうこだ ドウコダ 14954-14955 4 20

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

大鹿村 大河原 どうこひかげ ドウコ日蔭 4560～4561

天龍村 平岡 とうごろうづくり 藤五郎作 2579　,2606 156 107

豊丘村 河野 どうさいじま 道才嶋 １－２０，２２－２８

豊丘村 河野 どうさいじま 道斉島 ２１－

豊丘村 神稲 どうさいじま 道西島 ３２６７，３２６９－３２７６ 二－3 5

豊丘村 神稲 どうさいじまおき 道西島沖 ３２６８－ 二－3 5

阿南町 富草 どうざか 堂坂 6471～6473，６５０５

阿南町 大下条 とうじ トウジ 469，　465？

阿南町 大下条 とうじ トウジ
747～753，758～777，779～780，785，787～796，803，
813～814

天龍村 神原 とうじ
ドヲジ（中組
平内）

775-776 109 197

天龍村 神原 どうじ ドウシ 1276-1277 109 197

根羽村 中野 どうじ 童子 4336

松川町 元大島 どうじ 道路 ２５２１－２５２２，２５２７－２５２８ 39 108

松川町 元大島 どうじ どうじ ２５２３－２５２６，２５２９ 39 108

根羽村 中野 どうじがいと 童子垣外 4337～4348，4391

根羽村 高橋 どうじがいと 道事垣外 4987

根羽村 中野
どうじがいとやぶのう
え

童子垣外薮
ノ上

4388～4390
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泰阜村 打沢 とうじがほら トウジガ洞 1665-1669 20，22 50

天龍村 平岡 とうしちばた 藤七畑 2129 126 81

阿南町 和合 とうしば とふしば 2945

阿南町 大下条 とうしはた トウシ畑 145，　147

阿南町 大下条 とうじばた トウジ畑 564

泰阜村 黒見 とうじばた 東治畑 4542-4547,4549-4551,4554-4556 33 91

阿南町 大下条 どうじゅうぼった ドウジウボッタ2～4

阿南町 大下条 どうじょう どうでう 610～615，713～715

喬木村 大和知 どうじょう 道場 11724-11725

高森町 下市田 どうじょう 道寿
１０２２－１０４１，１０４４－１１０４，１１０６－１１０７，１１８８
－１２４９

７－１３ 79

天龍村 平岡 どうじょう ドウジャウ（宇連山ノ内）937 23 132

松川町 元大島 どうじょう 道場 １３６８－１３７１ 38 108

喬木村 小川 とうしょうがはた とうしゃうが畑7806

豊丘村 神稲 どうしょうくぼ 堂床久保 ２４７８，　２４８５ 五－5 121

阿南町 和合 どうじょうさわいり 道場沢入 18，　24

豊丘村 神稲 どうしょうのくぼ 堂床ノ久保 ２４７９－２４８５

阿南町 和合 どうじょうばた どうじょう畑 1115～1119

阿南町 和合 どうじょうばた 道場畑 25～37

天龍村 神原 どうじょばやし ドウジョ林 559 69 166

阿南町 旦開 どうしんだ 同心田 708～713

喬木村 富田 どうすがき 道菅木 13018-13028 2 20

下條村 睦沢 とうすけがいと 藤助垣外 １３８９

阿智村 春日 とうすけだ 藤助田 ４９６～

阿南町 富草 とうすみ とうすみ 2280～2286

阿南町 富草 とうすみばた とうすみ畑 2277～2278

天龍村 平岡 どうせ ドウセ 250-251 ７５，８７ 22

天龍村 神原 どうせくぼ トウセクボ 660-662 81 170

天龍村 神原 どうせん ドウセン 4355-4357，4361，4364，4367-4372 133 ,148 284

豊丘村 神稲 どうぜんがいと 道前垣外
１１６９３－１１７１２，１１９９４－１２００２，８４８３－８５２４，
８５２６

二－5 23，46

高森町 出原 とうせんだ トヲセン田 １８２－１８７ ９－９ 79

豊丘村 神稲 どうせんだ 道仙田 ３４８９－３４９０ 二－5 14

阿南町 富草 とうせんばた とうせん畑 2279

松川町 生田 とうせんやま トウセン山 ４４８５－４４８９ 53 108

高森町 山吹 どうそじん 道祖神 ５２３３－５２３４ ９－５ 79

天龍村 神原 どうだいら 堂平 2949　,2981 166 ,167 245

豊丘村 河野 どうだいら 堂平 ６９８８，６９８９ 五－4 141

豊丘村 河野 どうだいらぼら 堂平洞 ６９７０－６９８５ 五－4 141

阿智村 駒場 とうど トウド １３６～１３８，１５２～１５５，２４３，２４４

阿南町 大下条 どうとうたいら どうどう平 236～237，240～241，259～261，267～271，273，275

阿南町 大下条 どうどうだいらいのうえ 百百平井ﾉ上 238～239

阿南町 大下条
どうどうだいらさわば
た

どうどう平沢端272，　274
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阿南町 大下条 どうどうだいらみちうえ ドウドウ平道上262

阿南町 大下条
どうどうだいらみちし
た

ドウドウ平道下263～266

阿南町 大下条 どうとく ドウトク 1020

高森町 大島山 どうどこ 堂所 １－２７，３１－４８ ４－９ 80

泰阜村 南山 どうどころ 洞所
6074-6075,6080,6084,6090,6094-6096，6098，6100-6101，
6105-6114，6127

52,55 143

喬木村 小川
とうど（からつち？）
しゃ

唐土社 6005

喬木村 小川 とうどしゅびきそと 唐土朱引外 6006

阿南町 大下条 どうどだいら？ 道ド平 2584

天龍村 神原 とうどのもり トウドノ森 5512 90 67

天龍村 神原 とうどのもり トウドノ森 5647-5667 90 309

天龍村 平岡 とうどのもり トフドノ森 1773-1775 83 67

天龍村 神原 とうないいしほとけ 藤内石仏 1896-1897，1903，1905 167 215

泰阜村 唐笠 とうないだ 藤内田 3967-3968 12 22

天龍村 平岡 どうなぎ どうなき 2192 124 86

下條村 睦沢 とうなし トウナシ ５１８０～５１８３，５１８６～５１８９，５２１４，５２３１

天龍村 平岡 どうにわ 堂庭 1075-1083 48 48

阿智村 清内路 どうね ドウ子 ９４１～９９８

松川町 上片桐 どうねがいと 堂根垣外 ３０３０－３０３８，３２６４－３２８２ 15 20

阿智村 伍和 どうのあと 堂ノ跡 ６２３０～

根羽村 中野 どうのいり 堂ノ入 4416ﾛ，4461ﾛ

根羽村 中野 どうのいりみちうえ 堂ノ入道上 4447

阿智村 伍和 どうのうえ 堂ノ上 ６２２７～

阿南町 旦開 どうのうえ 堂ノ上 1100～1111

喬木村 小川 どうのうえ 堂ノ上 7183-7188,7286-7292,7298-7299,7302-7304，7306-7311

喬木村 小川 どうのうえ 堂ノ上 8151,8155-8157,8190-8192

喬木村 氏乗 どうのうえ 堂ノ上 10421-10423

喬木村 氏乗 どうのうえ 堂ノ上 11428-11431

豊丘村 神稲 どうのうえ 堂ノ上
６８９５－６８９８，４６５９－４６６８，５７７１－５７７５，５８７
７，５８７９－５８８０

二－5 31

泰阜村 万場 どうのうえ 棠ノ上 3768-3769,3778 34 45

泰阜村 南山 どうのうえ 堂ノ上 6044-6046 55 45

阿智村 伍和 どうのうしろ 堂ノ後 ６２２９～

阿智村 伍和 どうのうしろ 堂ノ後
９１５～９２０，９２７，９４２～９５３，１２４１～１２４６，１３３６
～１３３９

下條村 睦沢 どうのうしろ 堂ノ後 ３５９４～３５９６，３６１３

天龍村 神原 どうのうしろ 堂ﾉ後 1944-1948，1951 168 217

天龍村 神原 どうのうしろ 堂ﾉ後 2037-2044 168 217

泰阜村 稻伏戸 どうのうしろ 堂の後 1151-1158 8 17

泰阜村 稻伏戸 どうのうしろ ドウノウシロ 1394,1408-1409 8，20 17

泰阜村 稻伏戸 どうのうしろ 堂ノ後 1395 9，20 17

阿智村 伍和 どうのうしろぐち 堂ノ後口 ６２２８～

豊丘村 神稲 どうのうら 堂ノ裏 ６８９９－ 二－5 170

阿南町 大下条 とうのかんのんぼら 登ノ観音洞 683～686



323

天龍村 平岡 どうのき 堂軒 149 27 13

天龍村 神原 とうのくぼ トフノ久保 6184 80 327

天龍村 神原 とうのくぼ トウノ久保 6271 80 331

阿南町 旦開 どうのこし 堂之腰 2480～2482

下條村 睦沢 どうのこし 堂ノ腰 ３６１１

阿南町 旦開 どうのさわ 堂ノ沢 3724

下條村 陽皐 とうのした 塔ノ下 ２６４～２６８

阿南町 旦開 どうのした 堂ノ下 1089～1091

阿南町 大下条 どうのした ドウノ下 478～499

大鹿村 大河原 どうのした 堂ノ下 3093？

喬木村 富田 どうのした 堂ノ下 12365-12369 1 20

天龍村 平岡 どうのした 堂ノ下 1071-1074 48 48

天龍村 平岡 どうのした 堂ノ下 1946

天龍村 平岡 どうのした 堂ノ下 1946ﾛ 96 37

豊丘村 神稲 どうのした 堂ノ下 ３５１５－３５２５，４７４１ 二－6 14

泰阜村 稻伏戸 どうのした 堂ノ下 1392 20 45

泰阜村 万場 どうのした 棠ノ下 3781-3782 34 45

泰阜村 南山 どうのした 堂ノ下 6049 55 45

泰阜村 万場 どうのしたばた 棠ノ下畑 3779-3780,3783 34 45

阿南町 富草 とうのす とふのす 4087～4089，4095

泰阜村 左京 とうのす トフノス 5999,6002-6003 54,56 102

高森町 大島山 とうのはし 塔ノ橋 ６２６－６２９ ６－１０ 80

阿智村 伍和 どうのまえ 堂ノ前 ６２３１～

阿智村 伍和 どうのまえ 堂ノ前 ８７４，１１９４～１１９９

阿南町 富草 どうのまえ 堂ノ前 3184～3185

下條村 睦沢 どうのまえ 堂ノ前 ３２９０

喬木村 小川 どうのまえ 堂ノ前 5795-5798

喬木村 小川 どうのまえ 堂ノ前 7257-7263,7267-7269,7282-7285,7297

喬木村 小川 どうのまえ 堂ノ前 7963-7964,7968,7971

豊丘村 神稲 どうのまえ 堂ノ前 ７６１１－７６１８，７５８４－７５９１，６８９４，６９１４－６９１６ 二－7 31

根羽村 新井 どうのまえ 堂ノ前 631，643

松川町 生田 どうのまえ 堂の前 ４９６－５０５ 48 48

松川町 元大島 どうのまえ 堂ノ前 １９７２，４２０５ ２８，４６ 48

泰阜村 稻伏戸 どうのまえ 堂ノ前 1374,1376,1384 20 17

泰阜村 打沢 どうのまえ 堂の前 2095 22 17

泰阜村 門島 どうのまえ 堂ノ前 4682 32 17

泰阜村 唐笠 どうのまえ 堂ノ前 3963-3965 11,14 17

泰阜村 平島田 どうのまえ 堂ノ前 3296,3508-3510 37,39 17

泰阜村 南山 どうのまえ 堂ノ前 6350 70 17

根羽村 新井 どうのまえなかちょう 堂ノ前中長 632～636

根羽村 新井 どうのまえみちした 堂ノ前道下 630

豊丘村 神稲 どうのみなみ 堂ノ南 ６９０３－６９０５ 二－5 31

下條村 陽皐 とうのもと 塔ノ元 ２７１，　２９３
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阿南町 富草 どうのもと 堂の本 5100～5101，5114～5115，5207～5217

天龍村 神原 どうのわき 堂ﾉ脇 2061-2063 168 221

高森町 大島山 どうばがいと 堂場垣外 ６８６－６９９，７０４－７１３ ５－１０ 80

阿南町 大下条 どうはんだ 道半田 619

阿南町 富草 とうふや 豆腐屋 8792

阿南町 富草 どうほ 堂保 2906～2908，2911～2919

阿南町 富草 どうほう 堂法 2855～2860，2864

阿智村 清内路 どうほやま ドウホ山 １１５８～１１６０

阿智村 清内路 どうほやま ドウホ １１６３～１１７６

阿智村 伍和 どうまえ 堂前 ４５６９～４５７０

天龍村 神原 どうまえ 堂前 2057-2058 168 220

泰阜村 明島 どうまえ 堂前 5003 36 17

泰阜村 稻伏戸 どうまえ 堂前 1366-1369 20，23 17

泰阜村 高町 どうまえ 堂前 1081 8,19 17

阿智村 伍和 どうまえかわみなみ 堂前川南 ４５６９ロ

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

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

阿南町 大下条 どうまんじり ドウマン尻 1259

阿南町 大下条 とうみだいら トウミ平 2583

天龍村 神原 どうみちした 堂道下 1299 124 199

阿智村 智里 どうみちばた 堂道畑 ５０１８～５０２３

喬木村 氏乗 どうやしき 堂屋敷 11411ﾛ

下條村 睦沢 とうやど 遠矢戸 ８５６２～８５８６，８６３９～８６４０，８６５９，８６７７～８６８２

豊丘村 神稲 とうようじ 東養寺
４９３－４９７，５１９－５３５，５６２，６７５－５８８，６８９－７０
２

二－3 8

泰阜村 打沢 どえだ 土ヱ田 2610-2611 41 69

阿南町 旦開 とおじあげ とふじ阿げ 2

阿智村 伍和 とおはちまん トヲハチマン ２０７９～２０８１

阿南町 旦開 とおみちはら 遠道原 3445～3494

下條村 陽皐 とおやど トヲヤド １６４～１６８

下條村 陽皐 とおやど 遠矢戸 ３１１１～３１１６ヘ？

阿南町 富草 とおりあぜ 通畦 545

阿南町 富草 とおりあぜ 通リ畦 6748～6749

泰阜村 南山 とおりあぜだ 通畔田 7877 74 143

泰阜村 南山 とおりあぜだのうえ 通畔田ノ上 7878 74 143

高森町 牛牧 とおりくぼ 通リ久保 1149 ４－１３ 80

豊丘村 神稲 とおりくろ 通り畔 ７７１６－７７１８ 二－5 34

阿南町 大下条 とおりくろ（あぜ）？ 通リ畔 1672～1673

阿南町 大下条 とおりくろしたのきり？ 通リ畔下ノ切 1674～1675

豊丘村 神稲 とおりざわ 通り沢 ９９５２，　９９２１，９９４２ 五－3 170

阿南町 富草 とおりぜしもまえだ 通リゼ下前田 9262～9266

松川町 生田 とおりつるね 通弦峯 ３４９２ 108

豊丘村 神稲 とおりぬま 通り沼 ６９７９－６９９７ 二－5 36
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泰阜村 平島田 とおりぼら 通洞 3498-3504 38 112

阿南町 大下条 とかじょう？ トカ上 1527～1529

阿南町 和合 とがやま 栂山 1170

泰阜村 左京 とがりいし トガリ石 5932,5934ﾎ2,3 40,54 102

豊丘村 神稲 ときひろ 時廣 ５３６－５５６ 二－3 7

下條村 睦沢 ときわ トキハ ７３２９

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

豊丘村 河野 とくえもんばた 徳右衞門畑 ６１７４－ 五－4 140

喬木村 氏乗 とくがほら 徳ヶ洞 10537-10538

高森町 牛牧 とくじつこう トクジツコウ ２１７３－２１７４ ５－１３ 80

高森町 牛牧 とくじつこう トクシツコウ ２１７９－２１８０ ５－１３ 80

高森町 大島山 とくぞう 徳蔵 ８６２－８６３ ６－１０ 80

喬木村 富田 とくだい 徳台 12745-12761 1 20

豊丘村 河野 とくどうすい？ 徳道水 ２６４０－２６４２ 二－2 171

阿智村 智里 とくべえばた 徳兵衛畑 ２２４８，２３３３～２３３８

天龍村 平岡 とくぼ 十久保 1778-1784,1803-1842,1906-1909 83 62

天龍村 平岡 とくぼばやし トクボ林 1743 83 62

高森町 上市田 とくまん 徳万 ２４１－２４２，２４４－２４６ ６－１２ 80

高森町 上市田 とくまんばやし 徳万林 243 ６－１３ 81

高森町 牛牧 とくらがくぼ トクラガ久保 1696 ５－１１ 81

天龍村 神原 とこう 戸口 3236,3255,3258-3260,3272,3278,3282-3283,3290-3291 80 252

豊丘村 河野 とこなみ 床浪 五－4 135

大鹿村 鹿塩 とこのろやのうえ
トコノロ屋ノ
上

2434－

大鹿村 鹿塩 とこのろやのうえ
トコノロ屋ノ
上

2434－

高森町 牛牧 ところがくぼ 所ガ久保 ２７８６？ ５－１１ 81

高森町 牛牧 ところがくぼ 所ガ久保田 ２７８６イ ５－１１ 81

高森町 牛牧 ところがくぼせり 所ガ久保セリ 2789 81

高森町 牛牧 ところがくぼひかげ
所ガ久保ヒカ
ゲ

2791 81

高森町 牛牧 ところがくぼひかげ
所ガ久保日
カケ

２７８６ノ３－５ ５－１１ 81

高森町 牛牧 ところがくぼひなた 所ガ久保日向2788 81

阿智村 清内路 ところくぼ 所久保 １２９～１８０，１９５～２９５

松川町 生田 ところくぼ 所久保 4157-4166，４１７２－４１７５，４１７７－４１８６ 53 108

松川町 生田 ところくぼみちうえ 所久保道上 4167-4171，４１７６ 53 108

天龍村 平岡 ところざわ 所沢 2560-2564,2567-2569 156 106

泰阜村 南山 ところのうえ 所ノ上 8432-8433 91 143

泰阜村 南山 ところのうえ 處ノ上 8435 91 143

根羽村 小川 ところのたいら 所ノ平 3849～3859

大鹿村 鹿塩 ところばやし 處林 138－

阿智村 清内路 とさ 土佐 １５８８～１６０６，１６１３～１６７２

阿南町 大下条 とさかいわ トサカ岩 177～178

阿智村 清内路 とさほらくち 土佐洞口 １６０７～１６１０
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阿智村 清内路 とさむかい 土佐向 １５５３～１５８６

阿智村 駒場 とざわ 戸沢 １０２４～１０２５

阿智村 智里 とざわおおだいら 戸沢大平 ４２４５～４２５６

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

下條村 睦沢 どしづくり ドシ作 １０２４，１０３６～１０３８

泰阜村 金野 どじょうがいと とじょう垣外 155 15 30

高森町 牛牧 どじょうだ ドジョウダ ２３９ノ２，２４０ロ ６－１３ 81

高森町 牛牧 どじょだ ドジョダ ２３６－２３９ノ１，２４０イ ６－１３ 81

天龍村 平岡 とずらさわ トズラ沢 1518-1521,1523 60 51

天龍村 神原 トズラノ トスラノ 547-548 57 52

泰阜村 南山 どせんほった 土泉掘田 6073ｲ5 55 143

天龍村 神原 とそのくぼ トソノ久保 6272 80 331

松川町 大島 とちえ トチエ １３７６－１３８７ 18 25

阿智村 伍和 とちがいと？ 栃ヶ外
１６８１～１６９７，２０６８～２０７１，２０７４～２０７７，２１１０
～２１２５

天龍村 神原 とちがいり とちが入 4604 145 289

天龍村 神原 とちがいりさわ トチガイリ沢 5008 145 ,146 289

阿南町 和合 とちがしま とちがしま 721，　725

阿南町 和合 とちがしま トチガシマ 721～724，726～733

天龍村 平岡 とちがしま 杤ヶ島 799-803 23 129

阿智村 伍和 とちがほら 栃洞 ５２７０～５２７２

阿智村 智里 とちがほら 栃ヶ洞 １６６７～１６６８，１６９３～１６９４

阿南町 旦開 とちがほら 栃ヶ洞 2311～2321

阿南町 旦開 とちがほら 杤ヶ洞 3175～3178

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

下條村 睦沢 とちがほら トチガ洞
７２６３～７２６４，７２８６～７２８７，７３０９～７３１０，７３１
５，７３２０～７３２４

喬木村 富田 とちがほら トチガ洞 14730-14731 4 20

喬木村 氏乗 とちがほら 杤ｹ洞 10389-10393

喬木村 氏乗 とちがほら とちが洞 11432

豊丘村 河野 とちがほら 杤ヶ洞
６９９３－６９９８，７０９０－７１１１，７１１８－７１１９，７３７２
－７３８０

五－4 134

豊丘村 河野 とちがほらぐち 栃ヶ洞口 ７３６１－

下條村 睦沢 とちぎほら 栃木洞 ３８３７～３８３９

天龍村 平岡 とちくち 杤口 1914 96 72

天龍村 神原 とちくぼ
杤久保（大久
名平ノ内）

437 70 112

天龍村 神原 とちくぼ 杤久保 968 70 112

天龍村 神原 とちくぼ
杤久保（天竜
川向ﾉ内）

1035 70 112

天龍村 平岡 とちくぼ 杤久保 2688 156 ,157 112

豊丘村 河野 とちくぼ トチ久保 １０４１７－ 五－3 170

豊丘村 神稲 とちくぼ トチクボ １０４３３－１０４３５ 五－3 51,111

天龍村 神原 とちくぼうえ 杤久保上 969 70 112

阿南町 和合 とちざわ とち沢 1699～1700

阿南町 和合 とちした トチシタ 2622
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泰阜村 南山 とちしたしば 栃浸場 8581 90,103 61

泰阜村 打沢 とちじま トチジマ 2642-2644,2655-2657,2661-2663,2665,2668,2670 25，41 61

天龍村 神原 とちじりさわ トチヾリ沢 4608 145 290

売木村 南部第二 とちしろ 栃白 ２０７６～２１７９，２０６４～２０６６

喬木村 氏乗 とちしろ とちしろ 11198

天龍村 神原 とちじろ 杤城 2702 175 238

天龍村 神原 とちじろ トチジロ 4347 163 238

泰阜村 南山 とちじろ 栃城 9026 85,87 62

阿南町 旦開 とちだな とち棚 773

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

阿南町 旦開 とちだな トチダナ 886，888－

天龍村 神原 とちどう トチドウ 3607-3608,3610 106 266

泰阜村 明島 とちのき トチノキ 5265,5280-5295,5303-5306 50，51 62

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

下條村 陽皐 とちのきぼら トチノキ洞 ５９４７～５９５８，５９６０

下條村 陽皐 とちのきぼらひかげ トチノキ洞日かげ５９５９，　５９６１

天龍村 神原 とちのくち 杤ノ口 2948 166 ,167 72

天龍村 神原 とちのくち 杤ノ口 1261 95 ,109 72

天龍村 平岡 とちのくち 杤ノ口 2154 125 72

大鹿村 鹿塩 とちのくぼ 栃の久保 1871－

大鹿村 鹿塩 とちのくぼ 栃ノ窪 1365～1368

泰阜村 明島 とちのと トチノト 5280-5295,5303-5306 50，51 62

阿南町 和合 とちはげ とちはげ 958959

泰阜村 南山 とちはんや 杤ハンヤ 8941 79 62

天龍村 平岡 とちほしば 杤干場 2114 112 80

天龍村 平岡 とちぼとけ
トチボトケ（黒
石高久立谷
ノ内）

669 14 127

阿南町 富草 とちほら トチホラ 645

阿南町 富草 とちほら 栩洞 646

阿智村 智里 とちぼら トチボラ
４３０８ハ，４３１０，４３５０，４３６０，４３６３～４３６４，４３９
２～４３９３

阿南町 富草 とちぼら 杤洞 1114～1115

阿南町 大下条 とちぼら トチボラ 1842

阿南町 大下条 とちぼら 栃洞
1266～1268，1291～1292，1297～1310，1319～1320，
1484～1499

阿南町 大下条 とちぼら トチ洞 1670～1671，1815～1820

阿南町 和合 とちぼら とち洞 1706，　1708

阿南町 旦開 とちぼら 杤洞 2905～2937，2947～2964，3069

阿南町 大下条 とちぼら トチボラ 506～508

阿南町 富草 とちぼら とち洞 5588～5590，5599～5601

阿南町 富草 とちぼら とち洞 6713～6718，6777～6781

天龍村 平岡 とちぼら
杤洞（西山ﾉ
内）

20ﾉ1-2,96 59 113

泰阜村 南山 とちぼら 栃洞 7973,7980,7982 74 62

泰阜村 南山 とちぼら 栃洞 8821 95 62
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阿南町 富草 とちぼらさいのかみ 栩洞幸ノ神 688

天龍村 平岡 とちやま トチ山 1798 83 68

天龍村 平岡 とちやま 杤山 1802　､1964 83 68

天龍村 平岡 とちやま 杤山 1964 110 68

天龍村 平岡 とちやまぐち 杤山口 1732 83 61

天龍村 平岡 とちゅう 途中 2397-2401,2405-2420,2424-2425 169 99

豊丘村 神稲 とちゅう（となか？） 戸中 １０２４９－１０２７３，１０２７９－１０２８０，１２５１４ 二－2 160

天龍村 平岡 とちゅうみちした 途中道下 2457 169 ,170 100

豊丘村 河野 とちゅうや 戸中谷
２３８４－２３９３，２４１７－２４２３，２４４７－２４８１，２４４２
－２４４４，２３１９，２３８０

二－5 16

豊丘村 河野 とちゅうや 戸中屋 ２３６８－２３７９ 二－7 42

阿南町 大下条 とっぱら 鳥原 85～94

泰阜村 金野 とっぱら 十原 21-28 6 11

阿南町 富草 とっぱらざか 鳥原坂 7516

高森町 山吹 どてした 土手下 ２７４１－２７４２ 82

天龍村 平岡 どどくり 度々栗 2158-2160 110 ,124 84

天龍村 神原 どどぐり ドヽ栗 3008 152 84

阿南町 大下条 どどひら 百々平 1592～1596，1706

下條村 睦沢 どどみき ドゝミキ １０２０４，１０２１１～１０２１４，１０２１６

阿智村 駒場 とどめき トドメキ ２１４２～

阿南町 富草 とどめき とヾめき 9383～9400

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

喬木村 伊久間 とどめき トゝメキ
15182,15385,15425-15416,15431-15434,15436-
15437,15441,15456,15478

高森町 吉田 とどめき トヽメキ １１４１－１１４６ ７－１１ 82

豊丘村 神稲 とどめき 当ど免き ７３４６－７３４９，３６７２－３６９０ 二－5 16

豊丘村 神稲 とどめき とどめき ３８８５－３８８８ 二－5 16

豊丘村 神稲 とどめき 当々目木 ７３５０－ 二－7 16

豊丘村 神稲 とどめき トドメキ ５８９１－５８９３ 二－5 16

豊丘村 神稲 とどめき 当々め木 ７３５１－ 二－7 16

泰阜村 打沢 とどめき トドメキ 1729-1735 21 51

泰阜村 高町 とどめき トドメキ 977-978 19 51

阿智村 伍和 どどめき ドヽメキ ８１８～８２０

下條村 睦沢 どどめき ドゝメキ ９１７９～９１８０，９２３９～９２４０

泰阜村 打沢 どどめき ドゝメキ 1737 21 51

阿南町 大下条 となくぼ トナクボ 908～910，913～931

阿南町 大下条 となりや 隣屋 3364

阿智村 駒場 とね 戸根 １０２４～１０２５

天龍村 平岡 とねばた トネ畑 2322

高森町 山吹 とのいめん トノイメン 5648 １１－８ 82

阿南町 富草 とのいり 殿入 9551～9553，9556

泰阜村 打沢 とのうえ 殿上 2293,2499 26，28 69

泰阜村 打沢 とのうえやま 殿上山 2499 25，26 69

阿智村 伍和 とのかいと トノ垣外 ５７２４～
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豊丘村 神稲 とのかいと 殿垣外 ７８３１，７８３３ 二－5 21

豊丘村 神稲 とのかいど 殿開土 ７８１８，７８２５，７８２７－７８３２，３８３４ 二－5 21

阿南町 富草 とのがいと 殿垣外 6756～6758，6760～6764

阿南町 富草 とのがいとじり 殿垣外尻 6630

阿南町 富草 とのがいとじり 殿垣外尻 6767～6769

阿智村 智里 とのしま トノシマ ３３８６～３４０８，３４１３～３４３５

高森町 山吹 とのだ トノダ ４０２５－４０２６ １０－９ 82

高森町 吉田 とのだ 殿田 １６４６－１６４８ ７－１０ 82

松川町 大島 とのだ 殿田 ９６２－９７７ 18 28

高森町 山吹 とのたかわら トノタ川原 ４０３５－４０４２ １０－９ 82

阿智村 伍和 とのはた 殿畑 ５３３１～

阿智村 伍和 とのはた トノ畑 ６０７０～６０７２，６０７４～６０８８

泰阜村 左京 とのばた 殿畑 5937 54,57 103

下條村 陽皐 とのばやし 殿林 ６１１５，６１２４～６１２７

阿南町 富草 とのむら 殿村 7655～7656

喬木村 伊久間 とのむら 殿村 15789-15793,15806-15808

阿南町 大下条 とのむらじり 殿村尻 1885～1888

阿南町 大下条 とのむらじり トノムラ 1975～1976，1978

阿南町 旦開 とのやしき 殿屋敷 2775～2779

豊丘村 神稲 とのやしき 殿屋敷 ７８０１－７８１４ 二－5 171

松川町 元大島 とのやしき 殿屋敷 ９８８－９９２，１０４６－１０５０ 46 108

豊丘村 神稲 とのやま 殿山 ４９２９－４９３１ 二－6 92

天龍村 平岡 とば 戸場 736

阿南町 大下条 どば 渡場 902～909

下條村 睦沢 どば 渡バ ３７５０～３７６７

天龍村 神原 どば 渡場 1937，1919-1941 168 216

根羽村 新井 どはし 土橋 799～802

阿南町 大下条 どばし 土橋 738～739，749～753，774～775

阿南町 大下条 どばし 土バシ 753ﾛ

下條村 陽皐 どばし 土橋

天龍村 神原 どばまわり 渡場廻 1938 168 216

天龍村 平岡 とばみち トバ道 2421-2423 169 ,180 99

天龍村 神原 どばみち 渡場道 1929 168 216

天龍村 神原 どばみちうえ 渡場道上 1934 168 216

阿南町 旦開 どばやし 土林 2884～2892，2938～2946

喬木村 伊久間 どはり ドハリ 15760

泰阜村 唐笠 とびいし 飛石 4095-4098 14 29

泰阜村 黒見 とびいし トビ石 4161-4169,4181,4184-4185,4258 14 29

泰阜村 黒見 とびいし 飛石 4146-4149 14 29

阿智村 駒場 とひかざわ 戸ヒカ沢 ２２１９～２２２４

大鹿村 大河原 とびかす トビカス 4769～4771

阿智村 伍和 とびがす 鳶ヶ巣
２７０２～２７０７，２７２１～２７６６，２７６８，２７７３～２７８
０，２７８５～２８０９，２８３１～２８３４

阿南町 富草 とびがす とびがす 4925～4927
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大鹿村 大河原 とびがす トビヶ巣 4772～4773

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

下條村 睦沢 とびだ 飛田 ２２１

阿南町 大下条 とびたやま 飛田山 1079

高森町 山吹 とびっと 飛渡 ８５８８－８５９１，８６５９－８６６６ ９－６ 82

高森町 山吹 とびっと 飛と ８６６８－８６６９ ９－７ 82

豊丘村 神稲 とびなが 飛長 ７２０１－７２１０，７２１６－７２１９，７１７９－７２００ 二－7 41

阿南町 富草 とびのす とひのす 7915

阿南町 富草 とびのす とびのす 4856～4861，4864～4875

大鹿村 大河原 とびのす 鳶の巣 5062－

豊丘村 河野 とびのす トビノス ７４７９－７４８１

天龍村 神原 とびやのね トビヤノ根 2227-2228 179 226

下條村 睦沢 どひょうば 土俵バ ３５７０

下條村 睦沢 とびん トビン ４２００～４２０２

下條村 陽皐 とぶらぶち トフラ淵 １０３８

下條村 陽皐 とぶらぶち トブラ淵 １５３２～１５３３，１５３６～１５３８

阿智村 伍和 とみおか 富丘 ６１９８～６２００

下條村 陽皐 とみおか 富岡 ８１８８

阿智村 伍和 とみもと 冨本 ６１７３～

喬木村 富田 とみや 冨屋 13650

下條村 睦沢 とめほし トメホシ ５１５７～５１６５，５１６７～５１７６

阿南町 和合 ともこやば ともこやば 1555

大鹿村 大河原 ともり 砥森 2892～2896

大鹿村 大河原 ともり 砥森リ 5098～5103

阿南町 富草 とや 鳥屋 2423

阿南町 富草 とや 鳥屋 2612

松川町 生田 とや トヤ １６６１－１６６４ 49 108

阿南町 和合 とやがだいら とやが平 1463～1464

阿智村 春日 とやがね トヤガネ ２７８～２８１

阿南町 和合 とやがひら とやがひら 1149

阿南町 和合 とやがひら とやがひら 1143～1144

豊丘村 神稲 とやぐち トヤ口 １００５７－ 五－3 171

高森町 吉田 とやこ トヤコ 2961 82

豊丘村 河野 とやごえ 戸谷越 ４４７７－４４７９，４５６４－４５６５，４５７９－４５８３ 五－2 62

下條村 睦沢 とやしき 戸屋敷

阿智村 駒場 とやだ トヤ田 ４０８～

豊丘村 河野 とやだ トヤ田 ７２５－７３８ 二－4 77

豊丘村 河野 とやだ 戸谷田 ８０８－８１３，８１５－８２０

松川町 生田 とやつるね 鳥谷ツルネ １６０2－１６０7，１９８２－１９８３ 41，62 109

天龍村 神原 とやど トヤド 1731 167 211

天龍村 神原 とやどしま トヤド嶌 1753-1755 167 211

天龍村 神原 とやどちゃやま トヤド茶山 1730，1736-1737 167 211

阿南町 富草 とやね とやね 4197～4203，4197～4203，4277～4279
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阿南町 大下条 とやね 土屋根 296

阿南町 大下条 とやね トヤネ 1184

阿南町 大下条 とやね トヤ子 1234

阿南町 大下条 とやね トヤネ 2112

阿南町 大下条 とやね トヤネ 1706，2167～2168

阿南町 大下条 とやね 登山(屋）根？2062～2064

阿南町 大下条 とやね トヤネ 2109～2114

阿南町 大下条 とやね 鳥屋根 271,　391,(296）

阿南町 大下条 とやね トヤネ 38～44，841～842

阿南町 富草 とやね トヤネ 6998～7001

阿南町 富草 とやね トヤネ 7400～7402

阿南町 富草 とやね トヤネ 7723～7739

阿南町 大下条 とやね トヤネ 805～806

下條村 睦沢 とやね トヤネ ４４３０

下條村 睦沢 とやね トヤ子 ５０１６

下條村 睦沢 とやね 戸屋根 ９１７３

下條村 陽皐 とやね 鳥屋根 ４９５～５１０，５１５～５３２

下條村 睦沢 とやね 登屋根 ７７９３～７７９９

泰阜村 明島 とやね トヤネ 5335-5337 50 69

泰阜村 打沢 とやね トヤネ 2664,2666-2667　 41 69

阿南町 富草 とやねたいら トヤネ平 8815～8824

阿南町 大下条 とやねどおり トヤネ通リ 1241

大鹿村 大河原 とやの トヤノ 4177～4182

大鹿村 大河原 とやの とやの 5382～5384

大鹿村 鹿塩 とやのお トヤノ尾 2275－

泰阜村 南山 とやのくき トヤノクキ 7569-7570,7573-7575 74 69

天龍村 神原 とやのくぼ トヤノ久保 1264 109 197

天龍村 神原 とやのくぼしたさわ トヤノ久保下沢1265 109 197

豊丘村 河野 とやのこし トヤノコシ ４５６６－４５７８ 五－2 62

阿智村 浪合 とやのさわ トヤノ沢 １５０８～１５１９

阿南町 富草 とやのね とやノ根 6992～6995

泰阜村 高町 とやのね トヤノ子 1079-1080,1139 8,19 17

泰阜村 明島 とやのほら トヤノホラ 5114-5121 36 69

阿南町 大下条 とやのもり トヤノ森 3066～3079

阿南町 富草 とやば と屋ば 1955

阿南町 大下条 とやば トヤバ 1271，2165，2191～2192

阿南町 大下条 とやば トヤバ 138～139

阿南町 大下条 とやば トヤバ 3220～3226，3233～3234，3240～3244

阿南町 大下条 とやば トヤバ 477～480，482～486

下條村 陽皐 とやば トヤ場 ３７７４～３７７６

下條村 睦沢 とやば 鳥屋場 ４２３～４２６

高森町 牛牧 とやば トヤハ 2126 ６－１４ 82

高森町 牛牧 とやば トヤバ
５４７－５４９，５５２，１３８９，１３９１－１３９２，２１１９，２１
２１－２１２３，２１２６

５－１２ 82
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高森町 山吹 とやば トヤバ ３１２０－３１２１ ９－７ 82

天龍村 神原 とやば トヤバ 396 57 158

天龍村 神原 とやば トヤバ
3740-3742,3745,3747-3749,3751,3753，3755-3756，3758-
3760，3764，3771，3776，3843-3844，3846-3848

92 158

豊丘村 神稲 とやば 戸谷場 １０２９９－１０３０７ 五－6 100

豊丘村 神稲 とやば トヤバ １０３０８－１０３１０ 五－6 100

松川町 生田 とやば トヤバ ５１１９－５１６９ 42 108

松川町 大島 とやば トヤバ
６６，１４５－１５２，１５８－１５９，１６４－１６８，１７１－１７
５，１７９，２１１－２１５，２４２－２４９，２５９－２６０

14 108

天龍村 神原 とやばくぼ トヤバ久保 3772-3776 92 270

下條村 睦沢 とやばた 鳥屋畑 ２３３１

下條村 睦沢 とやばた トヤ畑 ２３２５～２３３１

高森町 山吹 とやばた 鳥屋畑 ４９５８－４９６４，４９７５－４９７７ノ１ １１－７ 83

松川町 生田 とやばひなた トヤハ日向 ７２６７ 109

泰阜村 高町 とやま 外山 1119-1120 8 15

阿南町 富草 とややま トヤ山 7922～7930

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

天龍村 平岡 とよいり 樋入 547

阿南町 富草 とよがさわ 樋ヶ澤 6589～6606，6614～6617

阿南町 富草 とよがさわうわぎり 樋ヶ沢上切 6610

阿智村 伍和 とよがだいら 樋ヶ平 １６８５～

根羽村 万場瀬 とよがほら トヨガホラ 1522，1525

喬木村 小川 とよくち（ひぐち？） 樋口 6798-6803

豊丘村 神稲 とよくち 豊口 ５５７７－ 五－6 112

喬木村 富田 とよぐち 樋口 12581-12599 1 21

高森町 大島山 とよぐち 豊口 １０６８－１０７３ ７－１０ 83

根羽村 檜原 とよぐち トヨ口 1231～1237

喬木村 小川 とよ（ひ？）くちいした 樋口井下 6809

天龍村 平岡 とよくぼ トヨクボ 397-398 ３７，３８ 29

高森町 山吹 とよさき トヨサキ ２４９４－２４９８ ７－７ 83

阿智村 春日 とよした 樋下 ３２１５～

喬木村 富田 とよした 樋下 12399-12400,14924-14925 4 21

阿智村 伍和 とよた 豊田 ６４６２～６４６３

豊丘村 神稲 とよたぐち 豊田口 ５６２４－ 五－5 171

阿智村 駒場 とよのくち 樋ノ口 ２３７～

阿南町 大下条 とよのくち 樋ノ口 1749

阿南町 旦開 とよのくち トヨノ口 328～330

高森町 吉田 とよのくち 樋口 ２１５０－２１５３，２２２４－２２２５，２２３４－２２３５ ９－１２ 83

豊丘村 神稲 とよのくち 豊ノ口 ５５７７－ 五－6 112

阿南町 和合 とよのくぼ トヨノ久保 262，265，267，　275

高森町 山吹 とよのくぼ 豊ノ久保 ２９２１－２９２５ ８－７ 83

天龍村 神原 とよのくぼ トヨノ久保 6029 41 320

阿智村 駒場 とよのした 樋ノ下 １，２４２～

阿南町 富草 とよばやし 樋林 1852
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喬木村 氏乗 とよばやし 樋林 11191-11192

阿智村 伍和 とよはら 豊原 ５６９１～５６９４

天龍村 平岡 とよほら
トヨ洞（黒石
高久立谷ノ
内）

657 24 ,25 126

天龍村 神原 とよみち トヨミチ 6185 80 327

平谷村 ムク沢 とらう 寅卯 ４９９－

泰阜村 南山 とらがはか 虎ｶﾞ墓 7560-7561 74 143

下條村 睦沢 とらのあな 虎穴 ６１６６～６１７２

天龍村 平岡 とらのくちば トラノ口場 1967 96 87

松川町 生田 とらぼうやま 虎坊山 ４８４８－４８６０，４８７１－４８７３ 52 109

天龍村 神原 とらまつばた 虎松畑 5217 118 302

阿南町 富草 とりあみだ？ トリアミ田 8484～8487

平谷村 ムク沢 とりい 鳥居 ４５８，　４６０，４９２

平谷村 ムク沢 とりい トリ井 ４５９－

阿智村 伍和 とりいうえ 鳥井上 ３９４～３９５

豊丘村 河野 とりいした 鳥居下 １５５４－１５５６，１６３９－１６４５ 二－2 162

天龍村 神原 とりいのね 鳥居ﾉ根 1259 96 196

阿南町 大下条 とりいのまえ 鳥居ノ前 616～617

阿南町 富草 とりいば 鳥井場 2343～2346

阿南町 富草 とりいば 鳥居場 2424

下條村 陽皐 とりいば 鳥居場 ４５６６

下條村 陽皐 とりいば 鳥居場

喬木村 小川 とりいば 鳥居場 6012-6014

阿智村 駒場 とりいまい 鳥居マイ ４３４～４３５

阿智村 駒場 とりいまえ 鳥居前 ４３９～４４２，４４８～４５３

阿智村 伍和 とりいまえ 鳥井前 ２５９，３０７～３０８

阿南町 大下条 とりいまえ 鳥居前 695

喬木村 小川 とりいまえ 鳥井前 6872,6880-6883

豊丘村 河野 とりいまえ 鳥居前 １６３５－１６３８ 二－2 162

泰阜村 平野 とりいまえ 鳥居前 4596 35 115

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

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

泰阜村 打沢 とりいもと 鳥居本 2541-2542 41 82

泰阜村 万場 とりいもと 鳥居本 3813-3815 33 82

喬木村 富田 とりおいだ 鳥追田 12201ﾛ－12210,12234-12236 1 21

高森町 吉田 とりかいと トリカイト １２６５－１２７２ ８－１１ 83

阿南町 富草 とりかけ 取かけ 2963～2967

阿智村 智里 とりがだいら 鳥ヶ平 ２４６～

阿智村 智里 とりがほらぐち 鳥ヶ洞口 ２４７～

下條村 睦沢 とりくぼ 鳥久保 ９４３４～９４４１，９４６５，９７２２，９７５５～９７５７，９７６１

高森町 山吹 とりだ 鳥田 3230－3240，５８６９－５８７２ ８－８ 83

根羽村 取手 とりで 取手 4713，4771

阿南町 大下条 とりでやま 鳥出山 843



334

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

阿南町 大下条 とりとで？ 鳥渡出 1618～1619

阿南町 大下条 とりのこだ トリノコダ 1056～1058

喬木村 伊久間 とりのつじ 鳥ノ辻 16872-16887,16889-16890,16893

松川町 生田 とりのとや 鳥ノ鳥谷 １９４２ 40 109

松川町 元大島 とりのとやならのたお
鳥ノトヤナラ
ノタヲ

５６８４ ３１，４１ 109

喬木村 伊久間 とりのまえ 鳥ノ前 15980

天龍村 神原 とりまる 鳥丸 2669 185 ,191 238

高森町 牛牧 とりみ トリミ 2350 83

泰阜村 唐笠 とりやごえ 鳥屋越 4086-4088 17 36

天龍村 平岡 どろ 澱 2061-2062 110 46

松川町 元大島 どろさわ 泥澤 ４７１－４７５，５９１ 47 109

天龍村 平岡 とろだち トロダチ 29-32 ５，１０，１７ 3

天龍村 神原 どろたち ドロ立 3574　,3577 120 3

天龍村 平岡 どろたち ドロ立 1541 72 3

阿南町 和合 どろだち どろだち 817

天龍村 神原 どろだち ドロ立 6192-6193 68 ,80 3

阿智村 伍和 どろのきほら 泥ノ木洞 ７４８０～７４９０

大鹿村 鹿塩 どろのた ドロノ田 2357，2360～2379

天龍村 神原 とろのもと トロノ本 2508 　

豊丘村 神稲 どろほうつるね ドロホウツルネ２６３１－２６３６ 五－5 126

阿智村 智里 どわい ドワイ ３０９～３２１

阿南町 和合 とんきり トン切 807

阿南町 和合 どんきり ドン切 798～800，803～804，807，985～987，994，996～1000

阿南町 和合 どんきり どん切 801～802，992～993，995，998

阿南町 和合 どんぎり ドンギリ 806

阿南町 和合 どんぎり どん切 1006

阿南町 和合 どんきりむかい どん切向 796

阿南町 和合 どんきりむかい ドン切向 797

阿南町 和合 どんじろ どんじろ 1304～1316，1319～1329

阿南町 和合 どんじろひかげ どんじろひかげ1289

阿南町 富草 どんど どんど 6728～6731

阿南町 大下条 とんな トンナ 1143

阿南町 大下条 とんや 問屋 1981ﾉ2，　3

松川町 生田 ないきだ 内記田 １３８３，１３８６ 38 109

豊丘村 神稲 ないしょうがいと 内匠垣外 ８１１７－８１２７

阿南町 和合 ないとわ？ ないとわ 1939，1941～1942

喬木村 小川 ないらしま ナヒラシマ 8269-8270,8636-8638,8647-8648,8651-8656,8659

下條村 陽皐 なえしろ 苗代 ４６０８

泰阜村 南山 なえしろ 苗代 7654 74 143

下條村 陽皐 なえしろした 苗代下 ４６０９

阿智村 伍和 なおきちだ 直吉田 ６１２３～６１２４

阿智村 浪合 なか 中 ９４０～
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喬木村 富田 なか 中 13733

喬木村 氏乗 なか 中 10099-10100

天龍村 神原 なか 中 2125 168 223

泰阜村 南山 なかあかぞれ 中赤ゾレ 7385 646,62 117

喬木村 富田 なかあみだ 中アミダ 12268-12269 1 21

高森町 牛牧 なかあらた 中アラタ １５７３－１５７７，１５７９－１５８０ ５－１２ 84

下條村 陽皐 なかい 中井 ２６９１～２６９５

下條村 陽皐 なかい 中井 ２８９７～２９０４

松川町 生田 なかい 中井 ８８１８ 110

下條村 陽皐 なかいうえ 中井上 ３６２９，　３６９８

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

天龍村 平岡 なかいざむらい 中井侍 2222-2268,2272ﾉ8 139 89

阿南町 大下条 ながいし 長石 74

下條村 陽皐 なかいした 中井下 ３６６３～３６６５，３６７２

豊丘村 河野 なかいした 中井下 １８２３－１８２５ 二－4 66

大鹿村 鹿塩 なかいど 中井戸 1676～1677

喬木村 大和知 なかいど 中井戸 11547

泰阜村 南山 なかいど 中井戸 6264 70 144

泰阜村 南山 なかいど 中井戸 6468-6469,6485,6507-6508,6517-6518 70,72 144

下條村 陽皐 なかいり 中入 １６９，１８３～１９６，１９９～２０２

下條村 睦沢 なかいり 中入 ２９５７～２９６９，２９７２～２９７７

阿南町 富草 なかいんきょ 中隠居 4662

阿南町 富草 なかうっぷき 中打吹 6611～6613

阿南町 富草 なかうっぷき 中うつふき 7579～7586

阿智村 伍和 ながうら 長浦 ４７５４～４７６１

泰阜村 稻伏戸 なかうりや 中賣屋 1393 20 48

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

阿南町 和合 なかお 中尾 624～626，1336

大鹿村 大河原 なかお 中尾 3285－

大鹿村 大河原 なかお 中尾 5259～5260，5347～5348

大鹿村 大河原 なかお 中尾 3856～4042，4101～4122

喬木村 小川 なかお 中尾 8442-8457

高森町 山吹 なかお 中尾 ５３１９－５３２６，５３８３ 84

泰阜村 南山 なかお 中尾 7972,7976,7994-7996,8051-8060, 74,89 144

大鹿村 大河原 ながお 長尾 3270～3286，3299～3300

大鹿村 大河原 ながお 長尾 5179～5182，5190，5192～5194

高森町 大島山 ながお 長尾 ４９，６１－６９ ５－１０ 84

天龍村 神原 ながお 長尾 3611,3614-3615,3618-3623 92 257

下條村 睦沢 ながおか 長岡 ９７

阿智村 伍和 なかおがいと 中尾垣外 ７２０７～７２０８

大鹿村 鹿塩 なかおさわ 中尾沢 2991～2997，3000～3009，3027～3029

大鹿村 鹿塩 なかおざわ 中尾沢 1040～1061？，1107

喬木村 伊久間 なかおじ 中尾路
15233-15235,15237,15353-15361,15363-15371,15386-
15390,15607
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阿智村 伍和 なかおじり 中尾尻 ７１７４～７１８６

大鹿村 大河原 なかおひかげ 中尾日蔭 5235～5247

大鹿村 大河原 なかおひかげ 中尾日蔭 5311～5319

大鹿村 大河原 なかおひかげ 中尾日影 3827～3837，4043～4052

大鹿村 大河原
なかおひかげみちか
みした

中尾日蔭道
上下

5320～5326

阿智村 伍和 なかおまえばた 中尾前畑 ７２１０～

阿智村 伍和 なかおまつおか 中尾松岡 ７２０６～

阿南町 富草 なかか 中カ 906

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

阿智村 智里 なかがいと 中垣外 ４９３７～４９３９

阿南町 和合 なかがいと 中垣外 1969～1970

阿南町 富草 なかがいと 中垣外 5144～5153

阿南町 富草 なかがいと 中垣外 6833～6834

阿南町 富草 なかがいと 中垣外 8249～8254

下條村 睦沢 なかがいと 中垣外 ４６３

下條村 陽皐 なかがいと 中垣外 ４５６４

下條村 陽皐 なかがいと 仲垣外 ６４３５

下條村 睦沢 なかがいと 中垣外 ３５６３～３５６６，３６０２ノ２

下條村 睦沢 なかがいと 中垣外 ７３３７，　７３５６

喬木村 大和知 なかがいと 中垣外 11555-11556

高森町 牛牧 なかがいと 中ガイト 2111 ５－１２ 84

高森町 大島山 なかがいと 中垣外 578 ６－１１ 84

高森町 吉田 なかがいと ナカガイト ９２５－９３５ ７－１１ 84

天龍村 平岡 なかがいと 中垣外 154-155,163,165-166 27 13

松川町 生田 なかがいと 中垣外 ２３４１－２３５０ 30 24

松川町 上片桐 なかがいと 中垣外 ４２７８－４２９９ １６，２１ 24

松川町 元大島 なかがいと 中垣外 ４３７５－４３８１ 37 24

泰阜村 黒見 なかがいと 中垣外 4350 30 92

泰阜村 平島田 なかがいと 中垣外 3353 39 92

泰阜村 南山 なかがいと 中垣外 6436 70 92

松川町 元大島 ながかいと 長垣外 １３６３－１３６４ 38 110

豊丘村 神稲 なかがき 中垣 １０２０６－１０２０８，１０２１３，１０４１８－１０４２２ 五－3 101

阿南町 和合 なかがきのそと 中垣之外 1971～1973

天龍村 神原 なががふち 永が淵 4504 146 285

阿南町 大下条 なかがら ナカガラ 1119～1122

阿智村 伍和 なかがわら 中川原 ５２８０～５２８３

阿智村 清内路 なかがわら 中川原 １７１８～１７２０，１９１５

阿智村 智里 なかがわら 中川原 ３４６～

阿南町 富草 なかがわら 中川原 347～350，353～355

阿南町 富草 なかがわら 中川原 1692～1694

阿南町 旦開 なかがわら 中川原 407～408

阿南町 富草 なかがわら 中川原 6641～6654

高森町 吉田 なかがわら 中川原 ２２３１－２２３３，２３１２－２３２８ ９－１１ 84
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高森町 吉田 なかがわら 中河原 ２２３８－２２５５ ９－１１ 84

天龍村 神原 なかがわら 中川原 1473 139 204

天龍村 神原 なかがわら 中川原 5223 105 204

豊丘村 神稲 なかがわら 中河原 二－5 37

根羽村 萸野 なかがわら 中川原 3030

平谷村 合川 なかがわら 中カハラ １０６７－１０６８，１０７３，１０８０，１０９０－１０９２

平谷村 合川 なかがわら 中ガハラ １０８１－１０８３，１０８８

平谷村 ムク沢 なかがわら 中河原 ４３８－４４１，４４４

平谷村 ムク沢 なかがわら 中川原 ４４１－４４２

泰阜村 南山 なかきど 中木戸 8866-8867 96 144

阿智村 清内路 なかぎり 中切
１７１４～１７１７，１７２１～１７２２，１７２７～１７３５，１９１
３，１９１７，１９２０～１９３１，１９６５～１９８１，２０１８，２０
２４，２０３５～２０４３，２０４９～２０５９

根羽村 小川 なかぎり 中切 4154

根羽村 中野 なかぎり 中切 4233～4237，4376

根羽村 中野 ながきり 長切 4264～4268

天龍村 神原 なかぎれ 仲切 107 ,111

天龍村 神原 なかぎれ 仲切 849 81 180

天龍村 神原 なかぎれ 仲切 1094　，1233 82 180

天龍村 神原 なかくぎ 中クギ 3543 106 263

喬木村 加加須 なかぐち 中口 5723-5726

喬木村 大島 なかぐち 中口 9593-9596,9604-9619,9621-9636

天龍村 神原 なかくな 中久名 575 68 166

松川町 生田 なかくぼ 中久保 ８６１８－８６２６ 64 110

松川町 大島 なかくぼ 中久保 １９８９－２０２７，２０６８－２０７１，２１２７ノ１－４，２１２７ロ 19 110

松川町 元大島 なかくぼ 中久保 ３１7６－３２２１，３２４１，３２４６ノ2－３２６４ ２０，２７ 110

阿南町 富草 ながくぼ 長久保 423

阿南町 富草 ながくぼ 永久保 1097

阿南町 大下条 ながくぼ 長窪 1190

阿南町 和合 ながくぼ 長久保 2066

下條村 睦沢 ながくぼ 長久保 ９０５１

豊丘村 河野 ながくぼ 長久保
４９６１，４９７９－５０１７，５０２３－５０３０，５０３５－５０３
７，５０３９－５０４０，５０４３－５０４５，５０５１＾５０５２

五－5 117

豊丘村 神稲 ながくぼ 長久保
６１８４－６１８６，６４３２－６４３３，６４７７－６４８４，６５６９
－６５７８，６５６７

五－5 117

松川町 生田 ながくぼ 長久保 １７６１－１７７５，１９４３－１９４４ 49 110

泰阜村 明島 ながくぼ 長久保 5275-5279,5296-5302 50，51 77

泰阜村 黒見 ながくぼ 長クボ 4325-4328 30 92

松川町 生田 ながくぼかげ 長久保影 １９５６－１９６８ 49 110

泰阜村 明島 ながくぼさわ 長久保澤 5093-5107,5112-5113,5316,5318 39，51 77

泰阜村 左京 ながくぼさわ 長久保澤 5526 39 77

豊丘村 河野 ながくぼじり 長久保尻 ５０１８－５０２２，５０３１－５０３４ 五－5 126

豊丘村 河野 ながくぼほら 長久保洞 ５０３８，５０４１－５０４２ 五－5 126

松川町 上片桐 なかげんどう 中ゲンドウ ５０１１－５０１４，５０１８，５０４７－５０６１ 42 91

阿南町 和合 なかご ナカゴ 896
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阿南町 和合 なかご なかご 890，903，　909

天龍村 神原 なかご 仲子 5599 90 308

大鹿村 大河原 なかごうさわ 中ゴウ沢 5424～5427

天龍村 神原 なかこうち 中川内 4312-4317，4390 119 282

大鹿村 大河原 なかごうつ 中ゴウツ 4794～4795，4809～4814？

大鹿村 大河原 なかごうつ 中がふ津 5385～5389

阿南町 和合 なかこばた 中小畑 1331～1332，1342

喬木村 富田 なかごや 中古屋 13525-13543 1 21

天龍村 神原 なかごや 中小屋 4242 149 279

泰阜村 柿野 なかごや 中小屋 3550-3553 37 85

阿南町 和合 なかごやした 中小屋下 1296～1297

天龍村 神原 なかさか 中坂 3544-3545,3548 106 263

松川町 上片桐 なかさか 中坂 ４４０ロ－４４３ 4 1

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

阿智村 智里 ながさか 長坂 ９３５，１０９７～１１０４，１１０６

喬木村 小川 ながさか 長坂 6140-6154,6162-6169,6285-6286

喬木村 伊久間 ながさか 長坂 17334

豊丘村 神稲 ながさか 長坂 ９５１９、１１４６２－１１４６５

泰阜村 南山 ながさか 長坂 7740 73 144

喬木村 伊久間 ながさかがしら 長坂頭 17281,17283,17302-17326

喬木村 伊久間 ながさかした 長坂下 16715-16718,16720-16722,16729

松川町 生田 なかさごえ 中佐越 ８０１９－８０３０，８０３１－８０５０ 63 87

大鹿村 鹿塩 なかささのお 中笹の尾 1579－

阿南町 大下条 なかざらた 中ザラタ 234～235

阿智村 伍和 なかざわ 中沢 ５６２３～５６３４，５６４３，５６７２

大鹿村 大河原 なかざわ 中沢 1352～1354，1372～1429？，1431～1444，1452～1477

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

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

天龍村 平岡 なかざわ 中沢 645-652 48 33

松川町 生田 なかざわ 中沢 ７２２０－７２５１ 110

松川町 生田 なかざわ 中沢 ８９８２ 110

泰阜村 南山 なかざわ 中沢 7392 46 144

豊丘村 神稲 ながさわ 長沢 ６４６４－ 五－5 117

泰阜村 平島田 ながさわ 名ｹ澤 3471-3475,3478 43,57 112

大鹿村 大河原 なかざわいり 中沢入 4491－

大鹿村 大河原 なかざわいりひかげ 中沢入日影 1497～1499

大鹿村 大河原 なかざわいりひかげ 中沢入日蔭 4549－

大鹿村 大河原 なかざわかわむかい 中沢川向 1445～1451

阿智村 伍和 なかざわじり 中沢尻 ５６１１～５６１２

阿智村 伍和 なかざわだいら 中沢平 ５６４０～

豊丘村 河野 なかざわだいらひがし 中沢平東 ５８４８－５８５０

大鹿村 大河原 なかざわたのうえ 中沢田ノ上 4578～4583
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天龍村 神原 ながさわなつももざわ 長沢夏桃沢 2642 186 237

阿智村 伍和 なかざわはら 中沢原 ５５７１，５５８０～

大鹿村 大河原 なかざわひかげ 中沢日蔭 4543～4548

松川町 上片桐 なかざわひかげ 中沢日影 ７２５６－７２５７ 110

大鹿村 大河原
なかざわひなたいわ
ごや

中沢日向岩
小屋

4556～4559

阿智村 伍和 なかざわやま 中沢山 ５６４２，５６６３～

下條村 陽皐 ながし 流し １００９～１０１０

泰阜村 怒田 なかした 中下 3003 41 110

豊丘村 河野 なかしば 中芝
１１８，１４０－１４７，１７２－１７３，１７５－１８５，１９９－２１
６，２３０－２４５

二－3 3

豊丘村 河野 なかしばうえ 中芝上 ２２７－２２８ 二－4 81

豊丘村 河野 なかしばおき 中芝沖

豊丘村 河野 なかしばばた 中芝畑 ２１６－ 二－4 3

豊丘村 河野 なかしばはば 中芝羽場 １９７－１９８ 二－4 81

阿南町 大下条 なかしま 中シマ 1210～1215

阿南町 旦開 なかしま 中島 2522～2525

大鹿村 大河原 なかしま 中島 4783－

高森町 牛牧 なかしま 中シマ
１４５５－１４５６，１４８４－１４８５，１７８５－１７８７，１７８
８，１７９５－１７９７，１８０１，１８２１，２１６８

５－１２ 84

高森町 大島山 なかしま 中島 ５２４－５３０，５３８－５４２，１０８２－１０９３ ６－１１ 84

高森町 山吹 なかしま 中シマ ２６４４－２６６３ ８－７ 84

高森町 吉田 なかしま ナカシマ １６１－１７７ ７－１１ 84

天龍村 神原 なかしま 中島 1647-1649，1651-1655 152 58

天龍村 平岡 なかしま 中島 1683-1684 70 58

天龍村 平岡 なかしま 中島 119,582-587 47 58

天龍村 平岡 なかしま 中島 733 4 58

豊丘村 河野 なかしま 中嶋 ９２７－９３９，４９３７－４９３８，４７３２ 五－2 62

根羽村 向黒地 なかしま 中島 2712～2722

根羽村 小川 なかしま 中島 3802～3835

根羽村 一之瀬 なかしま 中島 4849～4854，4912ﾛ

松川町 上片桐 なかしま 中島 ２８５９－２８６５， 46 13

松川町 元大島 なかしま 中シマ １１６０ 46 13

松川町 元大島 なかしま 中島
６０２，６５８－６６０，６７１－６７２，７１１，７２０，１０９０，１
１６２－１１６３，１２１１－１２１６，１７０２－１７０４，１７０７
－１７０９，１７２７－１７２８，３４３９－３４４６，３５３２

３７，３８，
４６，55

13

松川町 生田 なかしま 中島 ５５６４－５５７２，３４３９－３４４６，３５３２ ４４，５０ 13

阿智村 春日 なかじま 中島 ２０７９～

阿智村 春日 なかじま 中島 ２４４２～２４４４

阿智村 春日 なかじま 中島 ３２０８～３２１３，３２４６～３２５２

阿智村 駒場 なかじま 中島 ７１３～７１５，７１８，７２１～７２３

阿智村 伍和 なかじま 中島 １１１９～１１３４，３７２１～３７２４

阿智村 伍和 なかじま 中島 ３０４８～３０７２，３７２２～３７２４

阿智村 智里 なかじま 中島 ８１５～８２９，９４１～９５６，１０５８～１０５９

阿智村 浪合 なかじま 中島 １２１９ノ１～１２４４ロ

阿南町 富草 なかじま 中島 2226～2231
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阿南町 大下条 なかじま 中島 2384～2385

阿南町 大下条 なかじま 中島 484～489，893～897，902～907

阿南町 富草 なかじま 中じま 5964～5965

阿南町 富草 なかじま 中島 8384～8389

阿南町 和合 なかじま 中島 93～94，1001～1002，2405

阿南町 和合 なかじま 中島

阿南町 和合 なかじま 中島

下條村 睦沢 なかじま 中嶋 ９７０８，９７２１，　９７３６

下條村 睦沢 なかじま 中島 ９７１９～９７２０，９８１３～９８１６

喬木村 富田 なかじま 中島 12244-12246,14563-14565,13700-13717 1 21

喬木村 加加須 なかじま 中ジマ 5510-5511,5513ﾛ

喬木村 小川 なかじま 中島
6582,6612,6618-6619,6633-6639,6649-6653，6673-6675，
6678-6681,6701,6712,6842-6843,6849-6850

喬木村 小川 なかじま 中島 6862-6871,6936-6939,6942,6946,6961-6964,6973,6991

喬木村 大島 なかじま 中島 9668-9670,9682-9686

喬木村 大和知 なかじま 中島 11750-11752

喬木村 伊久間 なかじま 中島 16436-16438

高森町 牛牧 なかじま 中島 １４５０，１４７０，１７８７，１７８９－１７９４ ５－１２ 84

高森町 牛牧 なかじま 中ジマ
１４７１－１４７２，１４８４－１４８５，１４８８，２１６９－２１７
２，２１７５－２１７８

５－１３ 84

高森町 山吹 なかじま 中島 887－1021，２６１８－２６２１，5158－5160 ９－６ 84

天龍村 神原 なかじま 中島 839 81 58

豊丘村 神稲 なかじま 中嶋
１８６９，１８７５－１８８５，３２７７－３３２５，３３４０－３３４
２，３６５３－３６５８，１０６３８－１０６３９，１０６９４

二－4 85

豊丘村 神稲 なかじま 中島 ８０７４－８０７６，９６６２ 二－5 19

豊丘村 神稲 なかじま ナカジマ ９６６４－ 五－3 19

平谷村 ムク沢 なかじま 中ジマ

平谷村 ムク沢 なかじま 中島 ２８－４０，２５３－２７６

松川町 大島 なかじま 中島
７７２，７７４－７７５，７７７－８１１，１０８２－１０８３，１０８８
－１０８９

１３，１８ 13

泰阜村 打沢 なかじま 中島 1747-1751,2035 21，22 13

泰阜村 柿野 なかじま 中島 3578-3580 37 13

泰阜村 門島 なかじま 中島 4697,4700,4716-4717 32，49 13

泰阜村 金野 なかじま 中島 589 7 13

泰阜村 左京 なかじま 中島 5704-5706 53 13

泰阜村 南山 なかじま 中島 8266-8271 89 13

売木村 南部第一 ながしま 長嶋 ２２３１～２３１８

根羽村 新井 なかじまあがり 中島上リ 762～765，766ノ1

根羽村 新井 なかじまかわあがり 中島川上リ 766ノ2～766ロ

松川町 生田 なかじまごや 中島小屋 ８６５２－８６５９ ５９，６４ 110

阿智村 春日 なかじまばた 中嶋畑 １６６８～１６７０

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

喬木村 伊久間 なかしょうじ 中障子
15320,15330,15333-15352,15399-15554,15571-
15577,15606,15608-15609

阿智村 伍和 なかしんでん 中新田 ５７０１～５７２２

阿南町 富草 なかせ 中瀬 36～40
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阿南町 富草 なかせ 中瀬 302～307

阿南町 和合 なかせ 中瀬 2071

大鹿村 鹿塩 なかせ 中瀬 654～656

大鹿村 大河原 なかせ 中瀬 5441～5442

大鹿村 鹿塩 なかせ 中瀬 2351～2352

喬木村 阿島 なかせ 中瀬 5009-5109,5111-5138,5143-5144

泰阜村 高町 なかせ 中瀬 972 19 45

阿南町 和合 なかぜ 中ぜ 1518～1522

天龍村 神原 なかせと 中セト 2153 168 224

松川町 元大島 ながせまち 長畝町 ７５２，８１４－８１５ 46 110

天龍村 平岡 なかせり 中セリ 1904 96 47

天龍村 平岡 なかぜり 中ゼリ 2277 139 ,140 47

泰阜村 南山 ながせり 長セリ 7338 63 144

天龍村 平岡 ながぜり 長ゼリ 2069､2072 110 47

豊丘村 河野 なかせんどう 中仙道 ２４９０－２５２４ 二－2 159

泰阜村 高町 なかそうす 中ソウス 1043,1045-1046,1048-1049 8,19 17

松川町 元大島 ながそうれ 長ソウレ ４５３３－４５８０，４５８３－４６２７ 53 110

大鹿村 大河原 ながぞうれ 永ぞふれ 8043－

阿智村 伍和 なかそね 中曽根
６２５６～６２６５，６２７１～６２７３，６２７９～６２８０，６２８３
～６２８４

下條村 陽皐 なかそね 中曽根 ６１３７

下條村 睦沢 なかそね 中曽根

喬木村 小川 なかそね 中楚祢 8118,8126-8127,8166-8168

高森町 出原 なかそね 中曽根 １４１－１４３ ８－９ 84

高森町 出原 なかそね ナカソネ ２５９－２６４ ８－９ 84

高森町 山吹 なかそね 中曽根 ３５８３－３５９９ ９－８ 84

豊丘村 河野 なかそね 中曽根
２８６１－２８９２，２９０５－２９５８，２８３２－２８３３，２８５２
－２８６０

二－2 58

松川町 元大島 なかそね 中曽根 ４２７２，４２７６，４２８３－４２８５ 46 110

泰阜村 鍬不取 なかそね 中曽袮 2867 38 95

泰阜村 鍬不取 なかそね 中ソネ 2863-2864 38 95

泰阜村 鍬不取 なかそね 中曽根 2871,2873,2875 38 95

泰阜村 南山 なかそね 中曽根 6739-6744,6748,6752-6753 72 95

阿智村 伍和 なかぞね 中曽根 １３８１，１３８４，２３０５～２３４２

豊丘村 河野 なかそねまえ 中曽根前 ２８３４－２８５１ 二－2 158

喬木村 氏乗 なかぞり 中反 10806-10903

喬木村 氏乗 なかぞりかわら 中反川原 10948-10949,10953-10966

阿智村 駒場 なかた 中田 ４１０～４１２，４１５～４２０，４３６

阿智村 智里 なかた 中田 ３６５～３６８

阿南町 富草 なかた 中田 14

阿南町 大下条 なかた 中田 700～706

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

喬木村 小川 なかた 中田 6847-6848,6851

高森町 出原 なかた 中田 19 ８－１０ 84
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高森町 大島山 なかた 仲田 ８６４－８７２ ６－１０ 84

高森町 山吹 なかた 中田 ６０２４－６０２９，６０４０－６０４２，６０４５－６０４９、６０６０ １２－８ 84

豊丘村 河野 なかた 中田 ７０７８－７０９５ 五－4 135

豊丘村 神稲 なかた 中田 １９４２－１９４５，５９５９－５９４７ 二－6 115

松川町 上片桐 なかた 中田 ７２１－７２３，２９２６－２９２９，２９３１－２９５０ ６，１１ 13

松川町 上片桐 なかた 仲田 ３６６２－３６６８ 11 13

松川町 元大島 なかた 仲田 １３８７－１３９０ 38 13

泰阜村 左京 なかた 中田 5746-5749 53 77

泰阜村 南山 なかた 中田 8564 90 77

阿智村 伍和 なかだ 仲田 ３０５～３０６

阿智村 伍和 なかだ 中田 ４４１７～４４３０

下條村 陽皐 なかだ 仲田 １６９１～１６９８

下條村 陽皐 なかだ 仲田 ２６６２～２６６９，２７０５～２７１２

下條村 睦沢 なかだ 仲田 ５９１～５９４

喬木村 富田 なかだ 中田 13821-13827 3 21

高森町 出原 なかだ ナカダ １２－１３ ８－１０ 84

松川町 生田 なかだ 中田 ５７０８，５７２５－５７３２ 50 13

下條村 睦沢 ながた 長田 ８３１２，８３８４～８３８９

下條村 睦沢 ながた ナガタ ９９７９，１０００３～１０００４

高森町 大島山 ながた 長田 ４９６－４９８，１１２２－１１２３，１１３６ ７－１１ 85

高森町 山吹 ながた 長田 2529，5842 ７－７ 85

根羽村 田島 ながた 長田 66～85

根羽村 萸野 ながた 長田 2933～2936

根羽村 小川 ながた 長田 3894～3895

根羽村 中野 ながた 長田 4311

泰阜村 明島 ながた 長田 5266-5267 50 77

泰阜村 南山 ながた 永田 7541-7542 71 77

下條村 睦沢 ながた？ 長田 ９９７８，　９９９０

阿智村 清内路 なかだいら 中平ラ ２０３２～２０３４

阿智村 智里 なかだいら 中平 ４３７６～

阿智村 智里 なかだいら 中平
４５９～４６１，２２９３～２３５３，２３８６～２３８８，２５０５～
２５０６

阿南町 大下条 なかだいら ナカダイラ 545～550

阿南町 大下条 なかだいら 中平 601～616

下條村 睦沢 なかだいら 中平 ６７８６

喬木村 富田 なかだいら 中平 12306-12308 1 21

喬木村 小川 なかだいら 中平 8328-8331

高森町 牛牧 なかだいら 中平 ２３０２－２３０３，２３０５ ５－１２ 85

豊丘村 河野 なかだいら 中平 ８４１－ 二－4 80

平谷村 合川 なかだいら 中平

平谷村 ムク沢 なかだいら 中平 ４３４，４４３，４４５－４５７，５０４－５０５

松川町 上片桐 なかだいら 中平 ４０３５，４２２９－４２３５，４２４２－４２４５ 21 35

泰阜村 左京 なかだいら 中平 5631 53 103
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泰阜村 南山 なかだいら 仲平 7809,7815 74 103

阿智村 智里 ながだいら 長平 ４３７４～４３８８，４３９２～４３９６

泰阜村 南山 なかだいらしゃぐうち 中平社宮地 7868 74 103

泰阜村 南山 なかだいらなまれ 中平なまれ 6065 - -

松川町 生田 なかたさわ 中田沢 ５９５７－５９６１，５９６４ 50 111

高森町 山吹 なかたどおり 中田通リ ３１３４－３１４１ ９－７ 85

阿智村 春日 ながたはら 長田原 １５１９～１５５９

喬木村 大和知 なかたや 中田屋 11781-11784

売木村 南部第二 なかたんぼ 中田穂
１４０１～１４３３，１４９４～１５２５，１５７５，１５７８，１６８
８，１７４５～１７８１，１９３６～１９４７

阿南町 大下条 なかちぎ 中チ木 124

根羽村 田島 なかちょう 中長 127～130

根羽村 黒地 なかちょう 中長 2278～2287，2581

根羽村 新井 なかちょう？ 中長 558～569

根羽村 新井 なかちょうどうのまえ 中長堂ノ前 632

喬木村 伊久間 ながつか 長塚 15531-15550,15553,15762-15775,15582-15585

高森町 山吹 ながづか 長ヅカ 6115 １２－９ 85

下條村 陽皐 ながつかばやし 長塚林 １１２６～１１２７

阿智村 智里 ながつかはら 長塚原 １４７１～１４８６，１５５７～１５６１

阿智村 智里 ながつかはらいぐち 長塚原井口 １５０２～１５０５

阿智村 智里
ながつかはらしろわら
び

長塚原白蕨 １４８７～１５０１

阿智村 智里
ながつかはらのうちい
ぐち

長塚原の内
井口

１４５８～１４７０

阿智村 智里
ながつかはらのうちな
がね

長塚原ノ内
長根

１５０６～１５２０

松川町 元大島 なかつぼ 中坪 ３６２３ 37 111

阿智村 浪合 ながづら 長面 １９ロ～５８ニ

阿智村 浪合 ながづらかわむこう 長面川向 １７ロ～１７３

松川町 生田 なかつりね 中釣根 ８５０４ 111

阿智村 駒場 ながつる 長つる １３７６，１３８８～１３８９，１５２１，１９７１～１９７２

阿智村 駒場 ながつる 長ツル １９７５，１９８１～１９８７

阿智村 智里 なかつるね 中ツルネ １９２３～１９４７

阿智村 智里 なかつるね 中ツル根 ５５１～５５６

喬木村 富田 なかつるね 中ツルネ 12820-12837 2 21

喬木村 小川 なかつるね 中つる祢 7815

高森町 出原 なかつるね ナカツルネ ４５４－４５５ ７－９ 85

高森町 出原 なかつるね 中ツルネ ４９２，４９５－４９６ ７－９ 85

松川町 生田 なかつるね 中ツルネ １９６９－１９７５ ４０，４９ 111

松川町 上片桐 なかつるね 中釣峰 １２９８－１２９９ 6 111

泰阜村 明島 なかつるね 中ツル根 5145-5146 35 78

泰阜村 南山 なかつるね ナカツル子 8731 103 78

下條村 睦沢 なかづるね 中ヅル根 １００９９

阿智村 伍和 ながつるね 長ツル子 ６０６７～６０６９

阿南町 和合 ながつるね 長つるね 698
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阿智村 春日 ながづるね 長ヅルネ ２８２～２８６

泰阜村 南山 なかつるねひかげ
ナカツル子ヒ
カゲ

8730 104 144

下條村 陽皐 ながて 長手 ２３９２～２４２３，２５４１～２５４６

豊丘村 神稲 なかてだ 中手田 ３４７－３７０ 二－3 12

松川町 元大島 なかどい 中土井 ７１０，７１６ 55 111

阿智村 春日 なかどおり 中通 ２４０９～２４１１，２４１３～２４２１

高森町 牛牧 なかどおり 中通 915 ５－１３ 85

高森町 山吹 なかどおり 中通リ ４９８２－５０１７，５０２７ノ１，５０３０－５０３４ １１－７ 85

高森町 山吹 なかどおり 中通 ５０２１－５０２５，6057，6062，6096 １１－７ 85

松川町 上片桐 なかどおり 中通 ４６１５－４６１６、４８７８ 21 111

阿智村 智里 ながどおり 長通り ４０７～４０９

阿南町 大下条 ながどおり 長通リ 1432

下條村 陽皐 ながどおり 長通り ３１８～３１９，３２３～３２４

高森町 牛牧 ながどおり 長通リ 1206 ５－１２ 85

天龍村 神原 なかとちばやし 中杤林 1260 96 197

天龍村 神原 なかとちやま 仲栃山 1884 167 214

天龍村 平岡 ながとちやま 長とち山 1532 ６０，７２ 53

喬木村 富田 なかとばた 中戸端 12277

泰阜村 万場 ながとや 長鳥屋 3850-3851 18 116

阿南町 和合 ながとろ 長とろ 1929～1931

根羽村 高橋 ながとろ？ 長トロ？ 4981～4986

豊丘村 河野 なかなが 中長 ３７０１－３７０３

阿智村 伍和 なかなみ 仲浪 ４４５ロ

松川町 生田 なかなわて 中縄手 ７０５－７０６，７１１－７１４ 48，５６ 111

下條村 陽皐 なかにし 中西 ２８０１

松川町 元大島 なかにし 中西 １３６１ 38 111

天龍村 平岡 なかぬたのさわ 中ヌタノ澤 83 ２８，３８ 9

阿智村 伍和 なかぬま 中沼 ３１６０～３１９５

阿智村 伍和 なかぬま 仲沼 ４３９～４４５

天龍村 神原 ながぬま 長沼 2643 186 237

天龍村 平岡 ながぬま 長沼 475　,484,516,559,614,821 35 123

阿智村 伍和 なかね 中根 １１８～

阿智村 伍和 なかね 中根 ７４０２～７４０５

阿南町 富草 なかね 中根 1195～1202

阿南町 富草 なかね 中根
3838～3741，3844～3852，3858～3859，3970～3972，
3975～3976

阿南町 大下条 なかね 中根 1234～1244，1260～1261

阿南町 大下条 なかね 中根 1433～1439，1443

阿南町 大下条 なかね 中根 2415～2478，2541ﾉ5～9

阿南町 富草 なかね 中根 4843～4851，4934

阿南町 大下条 なかね 中ネ 50～53

阿南町 大下条 なかね ナカネ 54～75

阿南町 富草 なかね 中袮 5517～5520
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阿南町 富草 なかね 中根 6093～6097

阿南町 富草 なかね 中根 6859～6864

阿南町 大下条 なかね 中根 874～878

下條村 陽皐 なかね 仲根 １８４７

下條村 陽皐 なかね 中根 １１４４，１１９７，１２０５～１２０６

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

下條村 睦沢 なかね 中根 ６７２５～６７２８，６７３０～６７３６，６７５２

高森町 牛牧 なかね 中根 ２８７６－２８７７ 86

天龍村 神原 なかね
ナカネ（郷戸
ヒラノ内）

232 44 146

天龍村 神原 なかね
中根（倉ﾉ平ﾋ
ﾗﾉ内）

1436 123 146

天龍村 神原 なかね 仲根 1446-1447 123 146

天龍村 神原 なかね 中根 4552-4553,4555-4557 160 146

天龍村 神原 なかね 中根 4611-4613,4618-4623 146 146

天龍村 神原 なかね 中根 5587-5589 90 146

天龍村 神原 なかね 仲根 5601-5602 90 287

天龍村 平岡 なかね 中根 2112 99 ，113 79

泰阜村 稻伏戸 なかね 中根 1552-1554,1635-1638 20 49

泰阜村 鍬不取 なかね 中根 2835 38 49

泰阜村 南山 なかね 中根 8831-8832 93 49

阿智村 智里 ながね 長根 １５９４～１６０２，１６０５

阿智村 浪合 ながね 長根 ９５６ヲ～９５６ニ

下條村 睦沢 ながね 長根 １９１４，１９１６～１９１８，１９４７

下條村 睦沢 ながね 長根 ５５８８～５５９４，５５９８

天龍村 神原 なかねざわ 中根沢 134 21 136

泰阜村 怒田 なかねじり 中根尻 2988-2992 38 110

阿南町 富草 なかねだいら 中根平 7346～7347

泰阜村 打沢 なかねだいら 中根平 1944,2658-2659 37，41 83

泰阜村 稻伏戸 なかねやま 中根山 1578 20 54

阿智村 浪合 ながねやま 長根山 ９５６イ２

阿南町 大下条 なかの 中ノ 2408～2412

大鹿村 鹿塩 なかの 中野 4090，4291－

喬木村 氏乗 なかの 中野 10721,10727-10736

根羽村 中野 なかの 中野 4214ﾛ

天龍村 平岡 ながの 長野 878-883,886-987ｲ,993,1037-1038,1070 48 34

豊丘村 神稲 なかのい 中ノ井 １０５７１－１０５８１ 五－3 171

豊丘村 神稲 なかのいどいり 中ノ井戸入 １０５８３－１０５９０ 五－3 171

喬木村 富田 なかのいり 中ノ入 12606-12620 1 22

泰阜村 稻伏戸 なかのいり 中ノ入 1348,1482-1483,1486-1491,1493-1499, 20，22 49

喬木村 伊久間 なかのうえ 中ノ上 16471-16476

下條村 睦沢 なかのかいと 中ノ垣外

泰阜村 南山 なかのかいと 中ノ垣外 6841-6843 72 144

下條村 睦沢 なかのがいと 中ノ垣外 １８２２
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松川町 生田 なかのかや 中ノカヤ ２１７３ 30 112

豊丘村 神稲 なかのきり 中ノ切 １１４８４－１１４８６ 二－7 41

阿南町 大下条 なかのきれ 中ノ切 1832

泰阜村 黒見 なかのきれ 中ノ切 4382 30 144

泰阜村 田野口 なかのきれ 中ノ切 5400 - -

泰阜村 南山 なかのきれ 中ノ切 6736 72 144

豊丘村 神稲 なかのくぼ 中ノ久保 １１６３７－１１６６１ 二－6 47

高森町 牛牧 なかのくるまや 中ノ車屋 2427 ５－１２ 86

喬木村 小川 なかのさか 中ノ坂 8671-8675,8677-8678,8680-8684

根羽村 中野 なかのざか 中野坂 4206ﾛ

阿南町 和合 なかのさわ 仲ノ沢 701～702

根羽村 町 なかのさわ 中ノ沢 2062～2063，2067

天龍村 平岡 なかのしま 中ノ島 1688-1691 70 58

豊丘村 河野 なかのじょう 中ノ城 ８３２－ 二－4 171

天龍村 神原 なかのしろ 中ノシロ 5188-5189 132 300

阿智村 智里 なかのすげの 中ノ菅野 ２２５０，２２５２～

阿智村 浪合 なかのせ 中ノ瀬 ６７０ホ１～７１８

阿智村 浪合 なかのせ 中ノ瀬 ８６５ロ

阿智村 浪合 なかのせみちした 中ノ瀬道下 ６８６ハ

阿智村 駒場 なかのたいら 中ノ平 １６７０～１６７４，１６７７

阿智村 智里 なかのたいら 中ノ平 ２３２２～２３２３

阿智村 清内路 なかのだいら 中ノ平 １９５９～１９６４

豊丘村 神稲 なかのだいら 中ノ平 １０４４４，　１０４４６ 五－3 106

泰阜村 明島 なかのだいら 中ノ平 5213,5220 50 78

喬木村 氏乗 なかのたば 中ノタバ 11316-11330,11334

喬木村 氏乗 なかのたばかわら 中のたば川原11331

阿智村 浪合 なかのだん 中ノ段 １０５２～

阿智村 浪合 なかのだん 中段 ４３１～４３７

平谷村 ウツボ なかのつちやま 中ノ土山 ２－９，１１

喬木村 伊久間 なかのつつみ 中ノ堤 16860-16866

喬木村 小川 なかのとりい 中ノ鳥井 6023-6024,6028,6031

高森町 牛牧 なかのはた 中ノ畑 1106 ５－１０ 86

天龍村 平岡 なかのばた 中ノ畑 221 ３８，４９ 19

下條村 睦沢 なかのはら 中の原

３３０８，３３１７～３３１８，３３２０，３３２３，３３２５～３３２
８，３３３０，３３４９，３３５１～３３５６，３３５８，３３６１～３３
６３，３３７１～３３７２，３３７２ノ３～４，３４９７～３４９９，３５
１５ロ～３５２７，３５５５，３５６９，３５７７，３５８１，３６５９～
３６６３，３６６５～３６６９，３６８２～３９０７，３９５１～３９６
７，３９６９～３９７３，３９７５～４０００，３７０９～３７２４，３７
３０，３７３２，３７３４，３７９９～３８０３，３８０５，３８０９～３
８１３，３８１６～３８１８，３８２１～３８３０，３８７０～３８８８，
３８９０～３８９３，３９２３～３９３９，３９４１～３９４６，３９４８
～３９４９

高森町 大島山 なかのぼう 中ノ坊 ６１７－６１９ ６－１１ 86

天龍村 神原 なかのほしぎれ 仲ﾉ星切 2886 151 241

阿南町 富草 なかのほら 中ノ洞 7342～7345

下條村 陽皐 なかのほら 仲ノ洞 １８４６，１８４９，１８５４～１８５５
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泰阜村 黒見 なかのほら 中ノ洞 4500,4532-4533 30,33 92

泰阜村 南山 なかのほら 中ノ洞 6223-6224,6229,6231 70 92

阿南町 大下条 なかのまえ 墓ノ前 721～722

喬木村 小川 なかのまちばり 中ノ町張 6729-6731

根羽村 中野 なかのみち 中野道 4227

根羽村 中野 なかのみちした 中野道下 4225～4230

松川町 生田 なかのむら 中ノ村 ２３１３－２３１８ 30 112

泰阜村 金野 なかのや 中の谷 679 7,16 15

泰阜村 金野 なかのや 中ノヤ 49-53 7 15

喬木村 加加須 なかのやすみば 仲ノ休場 5527ﾊ-5527ﾉ6

喬木村 小川 なかのやま 中ノ山 7973-7974

阿南町 富草 なかのわで 中の王で 5273～5274

天龍村 平岡 ながはかち 長ハカチ 20 1 2

天龍村 平岡 ながはかち
ナガハカチ
（山伏塚名木
恵谷ﾉ内）

435 35 2

天龍村 神原 ながばかち ナガバカチ 480 69 ,70 2

天龍村 神原 ながばかち 長バカチ 1366 124 2

下條村 睦沢 なかはた 中畑 ７２３６～７２４５

高森町 出原 なかはた 中畑 １９７－１９８ ８－９ 86

天龍村 神原 なかはた 中畑 2102-2104，2106-2108，2121，2124 168 222

天龍村 神原 なかはた 中畑 3943-3945,3955-3956,3958 105 ,106 222

豊丘村 神稲 なかはた 中畑 ４３７２－

松川町 元大島 なかはた 中畑 68 55 112

阿智村 駒場 ながはた 長畑 ２０３７～

阿南町 富草 ながはた 長畑 2852～2854，2861～2863

阿南町 和合 ながはた 長畑 1595

大鹿村 大河原 ながはた 大西ノ分長畑 4340－

大鹿村 大河原 ながはた 長畑 4337－

大鹿村 大河原 ながはた 大西ノ分長畑 4340－

喬木村 加加須 ながはた 長畑 5559

喬木村 小川 ながはた 長畑 7565

喬木村 氏乗 ながはた 長畑 11170-11172

根羽村 小川 ながはた 長畑 4151

泰阜村 金野 ながはた 長畑 527-528,592 2,7 4

泰阜村 黒見 ながはた 長畑 4430-4431 32 4

泰阜村 左京 ながはた 長畑 5597-5598,5602-5604 53 4

阿南町 大下条 ながばた 長畑 108～123，137～139，145

阿南町 富草 ながばた 長畑 8844～8846

下條村 睦沢 ながばた 長畑 ４０４２～４０４３，４０４５～４０５０

下條村 睦沢 ながばた 長畑 ５５１４～５５２１

喬木村 富田 ながばた 長畑 14767-14769 4 22

喬木村 加加須 ながばた 長端 5565

喬木村 大和知 ながばた なが畑 11592-11594
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天龍村 神原 ながばた 長畑 3526 120 ,135 262

天龍村 神原 ながばた 長畑 4535-4537 161 262

天龍村 神原 ながばた 長畑 5854 78 262

豊丘村 神稲 ながばた 長畑 ６５４９－６５５１ 五－5 116

泰阜村 打沢 ながばた ナガ畑 1931,1946-1947,1951-1952,1969-1970 21，37 4

泰阜村 打沢 ながばた 長畑 2075 22 4

泰阜村 鍬不取 ながばた ナガ畑 2809-2810 38 4

泰阜村 南山 ながばた 長畑 7379 - -

根羽村 向黒地 ながはたうえ 長畑上 2788

根羽村 向黒地 ながはたうえ 長畑 2790～2797ﾛ？

阿南町 大下条 ながはたしり 長畑尻 164～165，168～170，172～176，180～184

泰阜村 金野 ながばたじり 長畑尻 597 7 13

阿南町 大下条 ながばたじりはやしした長畑尻林下 223

天龍村 神原 ながばたやま 長畑山 1688 152 209

天龍村 平岡 なかばち 中バチ 46-47 １６，２５ 5

根羽村 新井 なかはね 中ハ子 919～921

松川町 元大島 なかはば 中羽場 １８１４ 28 47

阿智村 伍和 なかばやし 中林 ３５６６～３６３１

阿南町 富草 なかばやし なか林 5939

大鹿村 鹿塩 なかばやし 中林 1140～1141

大鹿村 鹿塩 なかばやし 中林 1260～1261

下條村 睦沢 なかばやし 中林 ５５０７

高森町 出原 なかばやし 中林 287 ９－９ 83

天龍村 神原 なかばやし 仲林 1452 124 203

天龍村 神原 なかばやし 中林 3506-3508 121 260

松川町 上片桐 なかばやし 中林 ４３０５－４３０８，４３１１ 15 22

泰阜村 南山 なかばやし 中林 8066 74 144

阿南町 大下条 ながばやし 長林 511，513，　1508

阿南町 富草 ながばやし 長林 7549～7550

天龍村 平岡 ながばやし 長林 2162 111 85

阿南町 大下条
ながばやしかみひが
しむき

長林上東向 1521

阿南町 大下条 ながばやしした 長林下 512

阿南町 大下条 ながばやしにしむこう 長林西向 814

天龍村 神原 なかばやしやま 中林山 3505 121 261

阿智村 春日 なかはら 中原

２８１１～２８２４，２８３１～２８５４，２８５８～２８６３，２８７３
～２８８０，２８８３，２８９０～２８９１，２９００，２９０２，２９０
５２９０６，２９１３～２９２４，２９３０，２９３５，２９４７～２９５
３，２９５９～２９６４，２９６６，２９７２，２９８４～２９８６

阿智村 伍和 なかはら 中原 ５４６７～５４７７，５４８２～５５０９

阿智村 智里 なかはら 中原 １７８６～１７８８，１８０１～１８１５

阿智村 智里 なかはら 中原 ７５７～

阿南町 富草 なかはら 中原 351～352

阿南町 富草 なかはら 中原 2021～2044

阿南町 富草 なかはら 中原 2637，2696～2701
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阿南町 和合 なかはら 中原 931

下條村 陽皐 なかはら 中原
３０８９～３０９７，３０９８～３１０１，３１９９，３２０１～３２０
３， ３２１０？

下條村 陽皐 なかはら 中原 ３８８８～３９３２

下條村 陽皐 なかはら 中原 ３９～５６，７０～７６，７９～９３

下條村 睦沢 なかはら 中原
８１１０～８１１１，８１１６，８１２０～８１２５，８１３１～８１７
８，８１８０

下條村 睦沢 なかはら 中原

喬木村 阿島 なかはら 中原 1876-2135,3100-3203

高森町 牛牧 なかはら 中原 ２８３，２８５－２８６，２９１－２９６ ６－１３ 86

高森町 山吹 なかはら 中原 ５１８４，５１９２－５２００，５２０４－５２２４，５２２９－５２３２ ９－５ 86

豊丘村 神稲 なかはら 中原 ４２０１－４２１１，４２２７－４２７９，４２８３－４３０６，４３７２ 二－5 18

平谷村 ムク沢 なかはら 中原 ４３６－

松川町 大島 なかはら 中原 １５７０，１５９６，１６０４－１６０７，２６０４－２６０８，２６４４－２７４８25 23

松川町 上片桐 なかはら 中原
４４３５－４４７７，４４８８，４４９０－４４９１，４４９６－４５０
９，４５３４－４５３５

16 23

下條村 睦沢 ながはら 長原 ７０２９～７１１８，７１３４～７１３８

阿智村 伍和 なかはらはやしのこし 中原林ノ腰 ５５３４～５５４２

阿智村 春日 なかはらはんば 中原半場
２８７４ロ，２８４９ロ，２８６１ロ１～２、２８６３ロ，２８６５ロ，２
８６６ロ

阿智村 春日 なかはらみちした 中原道下
２８２４～２８２６，２８６４～２８６９，２８８４，２８８９～２８９
４，２９１４～２９１９

阿智村 伍和 なかはらみなみ 中原南 ５４４５～

下條村 睦沢 なかはらやま 中原山 ７０１２

豊丘村 神稲 なかはり 中張 １３３１－１３３９

阿南町 富草 なかひがし 中東 6427

根羽村 檜原 なかひばら 中檜原 1155～1156

阿南町 富草 なかひるさわ 中ひる澤 7747～7748，7802～7803

天龍村 神原 なかぼつ 中ボツ 5544-5546 90 307

松川町 生田 なかほら 中洞 ６０４４－６０４５，６０４７－６０５６ 42 112

阿南町 富草 なかぼら 中洞 7381～7388，7395～7398，7404～7405

大鹿村 大河原 なかぼら 中洞 1724～1774

喬木村 加加須 なかぼら 中洞 5433

下條村 睦沢 ながぼら 長洞 ７２８０

下條村 睦沢 ながぼら 長洞
３２３～３２６，３２８～３２９，４２３～４２４，１０１９～１０２３，
１０２５～１０２７，１０３０～１０３５

阿南町 富草 なかぼらうしろ 中洞後 7357

下條村 睦沢 ながほらにしひら 長洞西平 ４２１

下條村 睦沢 ながほらまたほら 長洞又洞 ４２２

下條村 睦沢 なかまえだ 中前田 ３０７９～３０８５

阿智村 浪合 なかまち 中満知 １００７～１０１０ノ４

阿智村 浪合 なかまち 中町 １０１１～１０３３イ

根羽村 町 なかまち 中町 1958～1962

平谷村 ムク沢 なかまち 中町
９８８，９９０－９９１，９９８－９９９，１００６－１００８，１０１
２，１０４０，１０４２，１０４６，１０５０－１０５１，１０５３，１０５
７，１０６１

喬木村 小川 なかまちはり 中町はり 6766

高森町 山吹 なかまちはり 中町張 ２５２５－２５２７ ７－７ 86
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阿南町 富草 なかまつほら 中松洞 6962～6964，6972～6985

豊丘村 神稲 ながまつやま 長松山 二－5 171

天龍村 神原 なかまとち 中間杤 57 ,58

天龍村 神原 なかまどち 中間杤 3,57-58 13 134

阿智村 伍和 なかみぞ 中溝 ３２２８～３２４３

下條村 陽皐 なかみぞ 中溝 ４１９２

下條村 陽皐 なかみぞ 中溝 ５２３５～５２５６，５２７４～５２８４

阿智村 浪合 なかみち 中道 ４１５～４１７

大鹿村 大河原 なかみち 中道 4394～4397，4406

下條村 陽皐 なかみち 中道
３６～３８，５９～６７，１２３～１２５，１３５～１４３，６６１～６
６２，６７５～６８４，６８６～６８７，７３２，７３４

高森町 牛牧 なかみち 中道 １１１８－１１１９，１１２１ ５－１２ 87

豊丘村 河野 なかみち 中道 ４４６７，１－５４９？ 五－4 142

泰阜村 平島田 なかみち 中道 3468 40 113

泰阜村 南山 なかみち 中道 8061,8063-8066,8073,8080-8083,8089-8090 71,74 113

泰阜村 南山 なかみちのうえ 中道上 8067 71 145

豊丘村 神稲 なかみね 中峯 １２１４２－ 二－7 42

松川町 生田 ながみねつりね 長峰釣根 １３２７－１３２９，１３４３－１３４５，１３５４－１３５８ ６１，６２ 112

松川町 元大島 ながみはら 永見原 ４２１９ 46 112

阿智村 智里 なかみやま 中見山 ３７３１，３７３５ロ，３７３４～３７３６

阿智村 智里 なかみやま 中御山 ３７３２～３７３４ノ２

大鹿村 大河原 なかみやま 中見山 4767～4768

阿智村 智里
なかみやましゃしゅび
きない

中御山社朱
引内

３７３４イ

阿智村 智里
なかみやまなかみや
ましゃしゅびきない

中見山中御
山社朱引内

３７３１，３７３５～

大鹿村 鹿塩 なかむら 中村 159～170，172～232，253～263，265

豊丘村 神稲 なかむら 中村 ３７９９－３８０２，３８４６－３８５７，３８６２－３８６５ 二－5 16

松川町 元大島 なかむら 中村 １３５４，１４５６ 38 111

豊丘村 河野 なかむらがいと 中村垣外 五－4 130

大鹿村 大河原 ながもり 長森 5411～5417

大鹿村 大河原 ながもりひかげ 長森日蔭 5418～5423

阿智村 伍和 なかや 中屋 ６１８９～

阿南町 富草 なかや 中屋 492

阿南町 大下条 なかや 仲屋 2968

阿南町 富草 なかや 中屋 4682

阿南町 大下条 なかや 中屋 3897～3899

阿南町 富草 なかや 中屋 9600～9601

下條村 睦沢 なかや 中谷 ３３

下條村 陽皐 なかや 中屋 ３９５５

下條村 陽皐 なかや 中屋 ５１０８

下條村 睦沢 なかや 中屋 ５４１９

下條村 陽皐 なかや 那賀屋 ６２３３

下條村 陽皐 なかや 仲屋 ６４３８

下條村 陽皐 なかや 仲屋 ７２０１
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下條村 睦沢 なかや 中屋 ９９６７

喬木村 大和知 なかや 中屋 11773-11779

高森町 牛牧 なかや 中屋 ２２３２－２２３５，２２７２－２２７６ ６－１２ 32

高森町 下市田 なかや 中谷 ５１２－６１８ ７－１５ 32

高森町 山吹 なかや 中屋 １０７０－１０９８ ９－９ 32

豊丘村 河野 なかや 中谷 ５６４０－ 五－5 131

豊丘村 神稲 なかや 中屋 １０１２５－１０１３５，１０１１３－１０１１４ 五－3 107

松川町 生田 なかや 中屋 ４９５ 48，５６ 112

松川町 上片桐 なかや 中谷 ４２３９－４２７８，４２８３－４２８８ ４４，５３ 112

泰阜村 明島 なかや 中屋 5025,5027, 36 17

泰阜村 打沢 なかや 中屋 1706 22 17

泰阜村 高町 なかや 中家 1065 8,19 17

天龍村 神原 なかやかいと 中屋開土 4707 146 291

松川町 上片桐 なかやがいと 中屋垣外 ３８５２－３８５７ 15 20

豊丘村 河野 なかやざわ 中矢沢 １０９４－１１２０ 二－4 64，74

阿智村 伍和 なかやしき 中ヤシキ ６２４２～６２４４

下條村 睦沢 なかやしき 中屋敷 ３２９１，　３６０１

高森町 牛牧 なかやしき 中ヤシキ ８６５ｲ ４－１３ 87

高森町 牛牧 なかやしき 中屋敷 ８６５ﾛ ４－１３ 87

高森町 山吹 なかやしき 中ヤシキ 3205 ８－８ 87

泰阜村 稻伏戸 なかやしき 中屋敷 1451 20 81

豊丘村 河野 なかやした 中谷下 ５６２７－５６３９ 五－5 172

喬木村 加加須 なかやすみ 中休 5570-5571

喬木村 加加須 なかやすみば 中休場 5547

阿南町 大下条 なかやだ 中谷田 2493～2498

阿智村 駒場 なかやま 中山 ２２２６～

阿智村 伍和 なかやま 中山 ４０８３～４０９１，４２６９～４２７４

阿智村 伍和 なかやま 中山 ５４４６～５４４８

阿智村 智里 なかやま 中山
２６９７～２７１０，２７２１～２７２５，２７２８～２７３４，２７３８
～２７４１，２７６２～２７６８，２７７４～２７８３

阿智村 智里 なかやま 中山 ３５４１ニ

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

阿南町 和合 なかやま 仲山 2465

阿南町 和合 なかやま 中山
787～788，790～792，1018～1019，1217～1219，1588～
1589

阿南町 和合 なかやま 中山

大鹿村 鹿塩 なかやま 中山 4319～4321，4323～4340，4342～4343

喬木村 富田 なかやま 中山 12456-12475 １，４ 22

喬木村 小川 なかやま 中山 8394

喬木村 小川 なかやま 中山 8722-8723

喬木村 大島 なかやま 中山 9597-9598

喬木村 氏乗 なかやま 中山 10977-10778

高森町 出原 なかやま 中山 ４８８，４９０－４９１ ７－９ 87

高森町 牛牧 なかやま 中山 ７２４－７２６，７３３，２１０３－２１０４ ５－１２ 87
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高森町 山吹 なかやま 中山 ７６８７－７６９３ ９－６ 87

高森町 吉田 なかやま ナカヤマ 2963 87

天龍村 神原 なかやま 中山 97

天龍村 神原 なかやま 中山 3424-3425 93 256

泰阜村 南山 なかやま 中山 8207 89 145

喬木村 富田 ながやま 永山 13645

天龍村 神原 ながやま 長山 2708-2709,2711-2726,2760-2762,2817,2843-2844 165 ,176 239

喬木村 氏乗
なかやま（かみのた
ば）

上のたば中山11351

阿南町 旦開 なかやまいばやし 中山井林 3720

阿智村 伍和 なかやまえ 中ヤ前 ６１９０～６１９３

阿智村 智里 なかやまそと 中山外 ３５４１ノ１

大鹿村 鹿塩
なかやまなしなしだい
ら

中山梨平 4321～4322

高森町 牛牧
なかやまひかげのひ
ら

中山ヒカケノ
ヒラ

723 ５－１３ 87

高森町 牛牧 なかやまひかげひら 中山ヒカケ平 ７２３ノ２－７ ５－１３ 87

大鹿村 大河原
なかやまひなたじごく
だに

中山日向地
ごく谷

5491－

大鹿村 大河原
なかやまひなたじごく
だに

中山日向地
ごく谷

5491－

高森町 牛牧 なかやまひら 中山ヒラ ２０６４－２０６７ ５－１２ 87

阿智村 智里
なかやまふせやじん
じゃしゅびきない

中山伏谷神
社朱引内

２７２８ノ１

豊丘村 河野 なかやまほら 中山洞 ２１００－ 五－1 149

豊丘村 神稲 なかよけ 中ヨケ ５１３０－５１３４

喬木村 氏乗 なかよこて 中横手 10300-10309

阿智村 伍和 ながれ ナガレ ５３１４～５３１６

豊丘村 神稲 ながれがわ 流川 ２５８－２７９，３０３－３０４ 二－3 11，23

豊丘村 神稲 ながれさし 流差 １０４８４－１０４８５，１０４８９－１０４９０，１０９２９ 五－3 11,103

豊丘村 神稲 ながれさし 流サシ １０４９３，１０８９４－１０９０９ 五－3 11,103

下條村 睦沢 ながれだ 流田 ４９６６

喬木村 富田 ながれだ 流田 14248-14250 3 22

高森町 下市田 ながれだ 流田 １３８２－１４２５，１４３２－１４３８ ８－１４ 87

高森町 吉田 ながれだ 流田 １６５９－１６６５，１６９９－１７０２ ７－１０ 87

豊丘村 神稲 ながれだ 流田 ５２５３－５２６０，５２６９－５３１４ 五－2 53

泰阜村 高町 ながれだ 流田 957-959,961,964,1027 19,21 44

喬木村 氏乗 ながれどころ 流所 9843

泰阜村 高町 ながればた 流畑 953-955 19,21 44

阿南町 富草 なかろっぴゃくめ 中六百目 9151～9152

豊丘村 神稲 ながわり 長割
９２９４－９２９８７，９２０１－９２０２，９２０４－９２８７，９２９
１－９２９４

二－5 37

平谷村 ムク沢 なき ナキ ３９３－

阿南町 大下条 なぎ ナギ 496

阿南町 大下条 なぎ ナギ 1181

阿南町 大下条 なぎ ナギ 188～189，300～302，317～323，330

阿南町 富草 なぎ なぎ 6856～6858
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豊丘村 神稲 なぎ なぎ ４０７４－４０９０ 二－5 20

根羽村 中野 なぎ ナギ 4429

平谷村 ムク沢 なぎ ナギ ３９３－

泰阜村 打沢 なぎ ナギ 2734 22 26

泰阜村 左京 なぎ ナキ 5727 53 27

泰阜村 左京 なぎ ナギ 5728 53 27

阿南町 大下条 なぎいわ 崩岩？ 3213～3218

豊丘村 神稲 なぎうえ なぎ上 ５０６３－５０６６ 五－5 127

泰阜村 南山 なぎぐちなかぞね
ナギグチ中ゾ
ネ

7765-7772 74 26

喬木村 氏乗 なぎくぼ なぎくぼ 10904

天龍村 神原 なぎくぼ ナギ久保 4130 105 275

天龍村 神原 なぎくぼ ナギ久保 4509　,4513,4515 146 275

天龍村 神原 なぎくぼ ナギ久保 5540-5541 104 275

泰阜村 南山 なぎさき ナキ先 6698,6830 72 27

阿南町 大下条 なぎさわ ナギサワ 367

阿南町 大下条 なぎさわ ナギ沢 1538～1542，1544

天龍村 神原 なぎさわ ナギ沢 1209 95 194

根羽村 新井 なぎさわ ナギ沢 707～708，846

根羽村 小戸名 なぎさわ ナキ沢 3194～3196ﾛ

根羽村 新井 なぎさわいりぐち ナギ沢入口 841～842

根羽村 萸野 なぎさわぐち ナキ沢口 3125～3127

根羽村 萸野 なぎさわむかい ナキ沢向 3136

阿智村 春日 なぎした ナギ下 ２２５６～２２５８

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

阿南町 富草 なぎした なき下 2196～2199，2210

阿南町 富草 なぎした なき下 5968～5969

喬木村 大和知 なぎした ナキ下 11587-11590

泰阜村 南山 なぎした ナキ下 7255-7260 72 26

泰阜村 南山 なぎした なき下 6434 70 26

泰阜村 南山 なぎした ナギ下 6690,6694 72 26

阿南町 富草 なきじり ナキ尻 1466

阿南町 富草 なきじり ナキ尻 1752～1757

下條村 睦沢 なぎしり ナキシリ ４８２１～４８２３，４８２５～４８２７

喬木村 加加須 なぎしり ナギシリ 5434-5435

根羽村 黒地 なぎしり ナギシリ 2228～2232，2238

泰阜村 南山 なぎしり ナギシリ 7596-7602 74 27

阿智村 駒場 なぎじり 氵嵐　尻 １４７０，１４７２～１４７５

阿智村 駒場 なぎじり 氵嵐　尻 ２３３～２３５

阿智村 浪合 なぎじり ナギジリ ６２～２４９

阿南町 富草 なぎじり なき尻 2255～2260

阿南町 大下条 なぎじり ナギジリ 1959～1760

阿南町 富草 なぎじり なぎじり 6199～6201

下條村 睦沢 なぎじり ナギジリ ５９６８～５９７１，５９７６，５９８８～５９９０
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下條村 睦沢 なぎじり ナギジリ ６８１１～６８１３

下條村 睦沢 なぎじり ナギジリ ８７１５～８７１６

下條村 睦沢 なぎじり 渚尻 ８７９０～８７９３，８７９６～８８００

下條村 睦沢 なぎじり ナギ尻
９２７７，９２８２，９２８９，９６７８，９７５８，９８０４～９８１１，
９８２８

喬木村 富田 なぎじり 崩尻 14621-14624 4 22

喬木村 加加須 なぎじり ナギジリ 5731-5733

喬木村 小川 なぎじり ナギ尻 5928,5931-5933

喬木村 小川 なぎじり ナギジリ 5935

喬木村 小川 なぎじり ナギ尻 6055-6056

喬木村 小川 なぎじり なき尻 7119

喬木村 大和知 なぎじり ナギ尻 11656-11658,11993-11999

天龍村 神原 なぎじり ナギジリ（天竜川向ﾉ内）1028-1030 70 187

平谷村 合川 なぎじり ナギジリ １０９７－

泰阜村 稻伏戸 なぎじり ナギ尻 1547-1551,1582-1583,1585 20，22 27

泰阜村 稻伏戸 なぎじり ナギジリ 1505-1507 20，22 27

泰阜村 打沢 なぎじり ナギ尻 2733,2735-2736 22 27

泰阜村 南山 なぎじり ナギ尻 7109,7115 73 27

豊丘村 神稲 なぎしんでん なぎ新田 ３７２７－３７２９ 二－5 20

豊丘村 神稲 なきた ナキ田 ７４３９－ 二－7 41

泰阜村 南山 なきだ なき田 6729 72 26

阿南町 富草 なぎた なき田 1871～1877

阿南町 大下条 なぎた ナギタ 2162～2177

豊丘村 神稲 なぎた ナギタ ７４３８ 二－7 41

阿南町 富草 なぎだ なき田 2205～2207

阿南町 富草 なぎだ ナギダ 8297

阿南町 富草 なぎだ ナギ田 8420～8436

阿南町 富草 なぎだ ナギ田 9122～9125

阿南町 富草 なぎだ 那木田 9134～9137

豊丘村 神稲 なぎだ なぎ田 ７４３０－７４３６

豊丘村 河野 なぎだ ナギタ ７４３７－ 二－7 41

泰阜村 唐笠 なぎだ なぎ田 4067-4068 14 26

泰阜村 南山 なぎだ ナギ田 6702 72 26

阿南町 富草 なぎなか なき中 9681～9710

下條村 睦沢 なぎなか ナギ中 ２２７９

下條村 睦沢 なぎなか ナギナカ ２２６９～２２７２，２２７７

下條村 睦沢 なぎなか なぎ中 2641～2647，2652，2661～2662，2667～2706，2733

阿智村 浪合 なぎのうえ ナギノ上 ３７０～

下條村 睦沢 なぎのうえ ナギノ上 ２１３７

豊丘村 河野 なぎのうえ ナギノ上 ５３０８－ 五－5 127

泰阜村 南山 なぎのうえ なぎの上 6598-6600,6693 72 27

阿智村 伍和 なきのかしら ナキノ頭 ４２１６～４２１９

喬木村 小川 なぎのかしら なきの頭 8052-8056

泰阜村 金野 なぎのかしら なぎノ頭 493-500 2,4 5
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泰阜村 金野 なぎのかしら なきの頭 529-530 2,4 5

天龍村 平岡 なきのくち ナキノ口 2081 111 49

天龍村 神原 なぎのくち ナキノ口 528-529 69 49

天龍村 神原 なぎのくちうえ ナギノ口上 530 69 49

下條村 睦沢 なぎのした ナギノ下 １００７７～１００８１，１００９５

喬木村 小川 なぎのした 梛ノ下 8095-8097

喬木村 小川 なぎのした なぎの下 8369,　8370

阿智村 智里 なぎのしり ナギノシリ ４７３４～４７４５，４８１５

高森町 出原 なぎのしり ナギノシリ １７－１８ ８－１０ 87

下條村 睦沢 なぎのひら ナギノ平 ３２１３～３２２４，３２５１～３２６０

下條村 睦沢 なぎのほら ナギノ洞 ２１８５～２１８６

高森町 出原 なぎのほら ナギノホラ １１６－１２４ ８－１０ 88

下條村 睦沢 なきのもと ナキノ元 ５１５５～５１５６，５１７８，５２６３

阿南町 旦開 なぎのもと ナキノ本 1971

阿南町 旦開 なぎのもと なきの元 1969～1970，1989

阿南町 旦開 なぎのもと なぎの元 1984，1987，1999～2000

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

阿南町 富草 なぎのもと なきの元 7419～7422

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

阿南町 旦開 なぎのもと ナギノ本 990，1972，1996～1998

泰阜村 万場 なぎのわき なぎのわき 3678-3682 34 27

泰阜村 万場 なぎのわき なぎの脇 3687 34 27

阿南町 大下条 なぎはた ナギハタ 2601，2603～2607

喬木村 小川 なぎはた なき畑 7520,　7524

阿南町 富草 なぎばた なぎばた 4732

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

阿南町 富草 なぎばた なぎ畑 4734～4737

阿南町 富草 なぎばた なぎ畑 5803～5808

阿南町 富草 なぎばた ナギ畑 6319～6216，6319～6323

下條村 睦沢 なぎばた ナギバタ ２２９０，　２２９２，２３０１，２３４０，２４００

喬木村 小川 なぎばた 梛端 7726

喬木村 小川 なぎばた 菜木畑 7891-7893 茶木畑

豊丘村 神稲 なぎばた ナギ畑 １１０９０ 五－3 97

阿南町 大下条 なぎはたした ナギ畑下 1185

阿南町 大下条 なぎはたとうげ ナキハタ峠 1158

阿南町 大下条 なぎばたとうげ 那木畑峠 1104

喬木村 富田 なぎばんば ナギバンバ 12229-12332 1 22

豊丘村 神稲 なぎほうげ なぎ方下 ４３０７－４３２８，４３６９－４３７１ 二－5 18

阿智村 伍和 なきぼら なき洞 ２５０８～２５２２

下條村 睦沢 なきぼら ナキ洞 ５０５３，５０５５～５０５８，５３４６～５３５５，５３５８～５３６３

天龍村 神原 なきぼら ナキホラ 493 69 164

下條村 睦沢 なぎほら ナギホラ

下條村 睦沢 なぎぼら ナギ洞
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喬木村 氏乗 なぎぼら ナキ洞 10800

喬木村 大和知 なぎぼら ナギ洞 11964

天龍村 神原 なぎぼら ナギ洞 6108 31 164

喬木村 氏乗 なぎぼらぐち ナキ洞口 10799

天龍村 平岡 なぎみず ナギ水 1777-1794 83 67

下條村 睦沢 なきもと ナキ元 ５１９３

阿南町 大下条 なぎもとやしき ナキ元ヤシキ 325～326

下條村 陽皐 なぎやま ナギ山 ４９８１～４９８５

天龍村 神原 なぎよけ ナギヨケ 5017 146 295

喬木村 小川 なぎわき なき脇 7802

泰阜村 打沢 なこね ナコネ 1801,1851-1867,1874-1876 22 53

泰阜村 打沢 なごね ナゴ子 1810-1834 22 53

泰阜村 打沢 なごね ナゴネ 1800,1838-1847 22 53

下條村 陽皐 なごや 名古屋 ７２１０

阿南町 和合 なし ナシ 686

阿南町 和合 なしがだいら 梨ヶ平 376～385，401～405

阿南町 和合 なしがだいらたのした 梨ヶ平田ﾉ下 375

阿南町 和合 なしがほら 梨が洞 2396～2397

阿智村 伍和 なしきざわこぶた 梨木沢コブ田 ２３５７～

松川町 元大島 なしきだ 梨子木田 ３６８ 55 112

阿智村 浪合 なしきだいら 梨木平 ９８８チ～９８８ル

阿南町 和合 なしきだいら 梨木平 2209

喬木村 大和知 なしきだいら 梨木平 11571,11617-11613,12057-12062

阿智村 浪合
なしきだいらかわむか
い

梨木平川向 ９８８へ～９８８ト

根羽村 一之瀬 なしきはた 梨木畑 4878

泰阜村 金野 なしくぼ なし久保 599-603,608 7 13

泰阜村 黒見 なしくぼ ナシクボ 4434-4435 30,32 13

泰阜村 黒見 なしくぼ 梨久保 4455-4466 30,32 13

泰阜村 南山 なしくぼ 梨久保 7340 60 13

泰阜村 南山 なしくぼ ナシクボ 7408-7438,7451-7453 60 13

泰阜村 南山 なしくぼ ナシ久保 7458,7460-7467 63,72 13

阿南町 大下条 なしざか 梨坂 2143～2144

泰阜村 南山 なしだ 梨田 8092 89 145

阿智村 駒場 なしの 梨子野 ２２３１～

阿智村 智里 なしの 梨子野
１７７，１８６～１８７，２１１～２１２，２１４～２１７，２５１～２５
６

阿智村 駒場 なしのき ナンシノ木 １６２３～

阿智村 智里 なしのき 梨ノ木 ２３１８～２３１９．２３２１

阿智村 浪合 なしのき 梨木 １７ホ２～１７ホ１１

阿南町 大下条 なしのき ナシノ木 3285

阿南町 和合 なしのき 梨木 1473～1474

阿南町 大下条 なしのき 梨ノ木 3652～3657

天龍村 神原 なしのき ナシノキ 5035-5036 144 ,145 296
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豊丘村 神稲 なしのき 梨ノ木 ６９０６－６９１３，１０１７５－１０１７９，１０２１８，９１６５ 二－5 31

根羽村 高橋 なしのき 梨ノ木 4980

松川町 元大島 なしのき ナシノ木 ４２５２－４２５５，４２７８－４２８０ 46 112

泰阜村 柿野 なしのき ナシノ木 3577 37 86

泰阜村 柿野 なしのき 梨ノ木 3558-3561 37 86

豊丘村 河野 なしのき？ 梨子木 ３１３５－３１３６，３１７４，２６５８－２６６９，７１８－７２１ 二－4 75

阿南町 大下条 なしのきざか 梨子ノ木坂 3284

阿智村 伍和 なしのきざわ 梨ノ木沢 ２３４７～２３５２

阿南町 和合 なしのきした 梨木下 1475

阿智村 伍和 なしのきぜ 梨之木瀬 ２３６２～２４０６

下條村 睦沢 なしのきだ 梨ノ木田 ４１２７，４１４６～４１５８，４１８１

阿智村 伍和 なしのきだいら 梨ノ木平 ４４６８～４４７９

阿智村 浪合 なしのきだいら 梨木平 １７ホ１

阿南町 和合 なしのきだいら 梨ノ木平 2219

喬木村 伊久間 なしのきだいら 梨木平 17224-17225,17227-17228,17230,17238，17290

阿南町 大下条 なしのきたわ ナシキノキタワ76～80

泰阜村 南山 なしのきのもと 梨ノ木の元 7300 73 145

阿智村 伍和 なしのきひかげだ 梨ノ木日影田 ２３５８～２３６１

下條村 陽皐 なしのきぼら 梨ノ木洞 １０１９～１０２０，１５４２～１５４３

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

喬木村 加加須 なしのきぼら なしの木洞 5483

阿南町 大下条 なしのきもと ナシノ木モト 236～237

根羽村 新井 なしのさか 梨ノ坂 824～829

泰阜村 南山 なしのした 梨ノ下 7009,7068,7107 73 145

豊丘村 神稲 なしのた 梨ノ田
１０１６９－１０１７４，１０１８４－１０１８８，１０１９５－１０１９
６，１０２１６－１０２１７

五－6 109

天龍村 神原 なしのたいら
梨ノ平（中組
平内）

773-774 109 ,123 55

天龍村 平岡 なしのたいら ナシノ平 1558 71 55

根羽村 新井 なしのたいら 梨ノ平 792

泰阜村 南山 なしのたいら 梨ノ平 7295 73 145

天龍村 神原 なしばた 梨畑 5504，5521，5539，5583-5585，5591，5600 90 306

天龍村 神原 なしばた 梨畑 5603,5618,5674,5698　,5758 90 306

大鹿村 鹿塩 なしはら 梨原
1231～1242，1264～1281，1285～1362，1364，1377～
1423，1425～1430，1432～1482，1484～1527，1539～
1548，1551～1558

大鹿村 鹿塩 なしはらおおばやし 梨原大林 1230，1243～1259

大鹿村 鹿塩 なしはらやまのかみ 梨原山ノ神 1363－

泰阜村 門島 なしぼら 梨子洞 4640-4641 32 87

天龍村 神原 なしもと 梨本 554 57 165

天龍村 神原 なしょうざわ ナシヤウ沢 3536-3537 120 263

天龍村 神原 なせかしま ナセカシマ 5202-5210 117 301

天龍村 神原 なせがしま ナセガシマ 4789-4790 132 292

天龍村 神原 なぞべくぼ ナソベ久保 4528-4529 161 286

喬木村 小川 なだ ナダ 6812-6813
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喬木村 小川 なだ（ながれだ？） 流田 6814-6815

喬木村 伊久間 なだ ナ田 1,575,515,759

阿南町 和合 なだくま なだくま 2941

阿南町 和合 なだくま な多くま 2942

天龍村 平岡 なだくまじろ ナダクマ城 247-248 ７４，８６ 22

天龍村 神原 なだくまのもと なだ熊ﾉ本 2556 177 233

松川町 生田 なつきば 夏木場 １４７７ 62 113

豊丘村 河野 なつこば 夏木場 五－4 172

高森町 山吹 なっとうばこ 納豆箱 ５１７０－５１７５ １０－６ 88

喬木村 富田 なっとうやま ナットウ山 12919 2 22

喬木村 小川 なつめざか 夏目坂 6763-6765

豊丘村 神稲 なつめだ 夏目田 ４３６－４４８ 二－3 8

天龍村 神原 なつももざわ 夏桃沢 2641 186 237

下條村 陽皐 なつやき 夏焼 ３８７４～３８７６，３８８１，３８８７

天龍村 神原 なつやき
ナツヤキ（郷
戸ヒラノ内）

221-223 68 ,69 80

天龍村 神原 なつやき ナツヤキ 954 95 80

天龍村 平岡 なつやき 夏焼 2121 98 ,112 80

泰阜村 南山 なつやき 夏ヤキ 8245，8250，8264 89 145

阿南町 富草 なつやきやま なつ燒山 9875～9877

喬木村 氏乗 なつやけ 夏焼 9919-9920

下條村 陽皐 なつやけかわら 夏焼川原 ３８８６

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

喬木村 小川 ななきりばた 七切畑 7666-7671

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

泰阜村 打沢 ななしぎほら ナナシギ洞 1670-1676 20，22 54

喬木村 大和知 ななせまち 七畝町 11972-11975

阿智村 清内路 ななだいら 七々平 ３０４８～３０５５，３０８８～３１１３

豊丘村 神稲 ななたんだ 七反田 ６４０－６５８ 二－3 6

泰阜村 左京 ななつせまち 七ツ畝町 6025-6026 53 103

根羽村 田島 ななつだ 七ツ田 135～143

下條村 睦沢 ななつぼた 七ツ保田 ４１０９，４１８４～４１８６

下條村 睦沢 ななはた 七畑 ４５１０

阿智村 浪合 ななまがり 七曲 ２～５６ハ

高森町 山吹 ななまがり 七曲リ ５５７４－５５７５ １１－７ 88

阿智村 春日 ななまわり 七曲リ ３０１４～

喬木村 富田 ななまわり 七回リ 14977-14979 4 22

大鹿村 大河原 なにわど 難波渡 4999～5000，5001～5002，5004～5011

天龍村 神原 なばりや ナバリヤ 2895,2897-2899 166 242

天龍村 平岡 なびき なびき 1513 60 51

天龍村 平岡 なびら ナビラ 2542-2546 140 105

喬木村 小川 なびらしま ナビラシマ 8668-8670

豊丘村 神稲 なべくら 鍋倉
９７５３－９７５４，９７６１－９７７５，９８０７，９８０９－９８１
４，９８２３－９８４６，９７８２－９７８３

五－2 50
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泰阜村 打沢 なべぐら ナベグラ 2248-2249,2426 22 55

豊丘村 神稲 なべくらやま 鍋倉山 １２５２２－ 五－2 50

阿南町 和合 なべつるし なべつるし 2227～2331，2332～2333

天龍村 神原 なべながし ナベナガシ 688-690,693-694 81 171

天龍村 神原 なべながしよこ
ナベナガシ
横

691-692 81 171

天龍村 神原 なべもと 鍋本 348 57 156

阿智村 浪合 なべわり 鍋破 ９１７～９４１ロ

天龍村 神原 なべわり 鍋割 5 13 105

天龍村 神原 なべわり ナベワリ 803 94 105

天龍村 神原 なべわりうしろ
ﾅﾍﾞﾊﾘｳｼﾛ(ﾋ
ﾖｻﾜﾖﾘ竜川ﾉ
内）

983 94 ,107 105

天龍村 平岡 なべわりばた ナベワリ畑 2540 140 ,155 104

喬木村 富田 なまず ナマズ 12544-12573 1 23

泰阜村 怒田 なまれ ナマレ 2935 38 110

阿南町 和合 なみあい 波合 2028～2032

天龍村 神原 なみあい 浪合 4621ﾛ,5019-5022，5027，5029，5041-5044 146 290

天龍村 神原 なみあい 浪合 5046-5050，5052-5057，5060-5061，5067-5084 131 290

阿南町 富草 なみき 並木 7399

松川町 上片桐 なみき 並木 １１３７－１１４２，１１４４，１１４７ 6 4

松川町 生田 なみきいえのむこう 並木家ノ向 ４４５３ 44 113

松川町 生田
なみきいえのむこうみ
ちした

並木家ノ向
道下

４４５４ 44 113

阿南町 富草 なみきした 並木下 7137～7139

松川町 上片桐 なみきみちうえ 並木道上
１０４６－１０７４，１０７７－１０９１，１１４５－１１４６，１１４８
－１１５５

6 4

松川町 上片桐 なみきみちした 並木道下 １０１８－１０３６ 6 4

松川町 元大島 なみきみちした 並木道下 １０１８－１０３６ 6 4

下條村 陽皐 なみだ 浪田？ ５１８４～５１９２，５１９６～５１９９

阿南町 富草 なめくり 名目栗 311～312

下條村 陽皐 なめくり 名目栗 ６７６１～６７６６

阿南町 富草 なめくりうえ なめくり上 275～284

阿南町 富草 なめくりかわみなみ 名目栗川南 286～289

豊丘村 神稲 なめしがほら 鞁ヶ洞 五－2 52

大鹿村 鹿塩 なめしざわ ナメシ澤 657～662

大鹿村 鹿塩 なめしざわ ナメシ澤 657～662

豊丘村 神稲 なめしざわ ナメシ沢 ４８７５－４８７７，４８８０－４８８３ 五－2 56

阿南町 大下条 なめしだ ナメシ田 103～106

阿南町 和合 なめらほら なめら洞 1109

阿智村 浪合 なめり 滑リ ３０イ１～１３０イ４

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

松川町 生田 ならつぎさわ ナラツギ沢 ３４８８ 113

松川町 生田 ならのたお ナラノタヲ
１９４７－１９５１，５７９３－５７９６，５８０７－５８２２，５８２７
－５８29，5831－5854，８６７８

５０，５８ 109

松川町 生田 ならのたお ならのたを
 ５７６３，５７６５－５７７２，５７７６－５７７９，５７８７－５７９
１

41，５０ 109
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松川町 生田 ならのたおやがこえ
ナラノタヲ家
囲

５８３０ 50 109

大鹿村 鹿塩 ならばさま ナラバ様 271～274，350～353

喬木村 大和知 なりめ ナリメ 11558

大鹿村 大河原 なるさわ 鳴沢
2154～2173，2176～2178，2193～2198，2203～2207，
2209～2212

大鹿村 大河原 なるさわ 鳴沢 4775～4782

豊丘村 神稲 なわした 縄下 １０２０１－１０２０４，１０２０９ 五－3 106

松川町 元大島 なわしろだ 苗代田 ４２２，７０３ 55 113

高森町 山吹 なわてぞい 縄手添 ４８３３－４８３４ １１－８ 88

豊丘村 河野 なわはりば 縄張場 ５１７８－５１８５ 五－5 129

豊丘村 神稲 なわろく 縄六 １００８９－１００９０

泰阜村 南山 なんぐう 南宮 8361-8362 88 25

阿南町 和合 なんじゃ ナンジャ 196

阿南町 和合 なんじや なんじや 2940

阿南町 和合 なんじや ナンジヤ 2936，　2939

阿南町 和合 なんじゃくだり ナンジャクダリ195

天龍村 神原 にいのつじ ニイノ辻 5929 53 318

下條村 睦沢 にいひらやま 新平山 ９５５３～９５５５，９５６２

天龍村 平岡 にいやま
新山（山伏塚
名木恵谷ﾉ
内）

436 35 122

阿南町 大下条 にうえもんだ 二右衛門田　 85

喬木村 富田 におうくぼ 仁王久保 14254-14318

高森町 大島山 におうどう 仁王堂 ５７９－５８７，８５４，８５７－８６１ ６－１０ 88

高森町 大島山 におうやま 仁王山 30 88

阿南町 和合 にがうしと？ 苦牛ト 1378，　1380

豊丘村 神稲 にかしょ ニカ所 １１０８３－１１０８９ 五－3 98

大鹿村 大河原 にがたけ 苦（若）竹？ 4680，4691～4694

松川町 元大島 にがたけ ニガタケ ４５４３－４５４４ 37 138

大鹿村 大河原 にがたけひなた
苦（若）竹日
向？

4686～4688

喬木村 小川 にから にから 8764-8781

喬木村 小川 にからさわ にから沢 8751-8759

喬木村 小川 にからはた にから畑 6225-6226

阿南町 大下条 にかわ ニカワ 3435～3436

下條村 睦沢 にかんだ 二メ田
８９９，９０７～９２１，９２３～９２８，９３６～９３７，９３９～９４
３

下條村 睦沢 にかんだ 二メ田
９４６～９５１，９６８～９６９，９７１～９７６，９７８，９８２～９８
５，９８７～９８９，９９１～９９９

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

下條村 睦沢 にかんめさらだ 二メさら田 ９８６

下條村 睦沢 にかんめまたぼら 二メ又洞 ９２３～９２４

下條村 睦沢 にかんめりょうひら 二メ両平 ９２２

阿智村 智里 にくだな ニクダナ ３４０９～

天龍村 平岡 にくづくり ニク作 249 75 22

高森町 山吹 にけんや 二軒や ７７４２－７７４５ ９－５ 88
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高森町 山吹 にけんや 二軒屋 ８２５０－８２８０ ９－５ 88

天龍村 神原 にこのたわ
ニコノタワ（大
久名平ノ内）

428-430,435 70 161

天龍村 神原 にごのたわ ニゴノタワ 970 70 161

天龍村 神原 にごのたわした
ニゴノタワ下
（大久名平ノ
内）

433 70 161

阿智村 智里 にごば ニゴバ ３２２～３３０

下條村 陽皐 にごりさわ 濁沢
４２７６～４２９０，４３３９～４３４１，４３７９～４４００，４４１
７，４４２４

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

阿南町 大下条 にごりざわ ニゴリ沢 676～682

阿智村 春日 にし 西 ４３１～４４０，４４４ロ，４４６～４４７，５３１

阿智村 伍和 にし 西 ６４０８～

阿智村 智里 にし 西 ４４１～

阿南町 富草 にし 西 773～774

阿南町 富草 にし にし 776

阿南町 富草 にし 西 1535～1540

阿南町 富草 にし 西 1745～1746

阿南町 大下条 にし 西 435～437

阿南町 富草 にし 西 6815～6816

下條村 睦沢 にし 西 ３０４９

下條村 睦沢 にし 西 ６７８９

下條村 陽皐 にし 西 ２７８９～２７９１，２９０２～２８０３

下條村 睦沢 にし 西 ４５６～４５７，５６０

下條村 睦沢 にし 西 ８９７２～８９８１

高森町 出原 にし ニシ ９６－９７ ８－９ 88

高森町 牛牧 にし 西 1190 ５－１２ 88

高森町 山吹 にし 西 2488，　5280 ７－７ 88

豊丘村 河野 にし 西 ４２５２－４２５５，５１５０－５１６９，５１７２－５１７３ 五－1 127

豊丘村 神稲 にし 西 １０６８０－１０６８１，１１５１０ 五－3 104

根羽村 横畑 にし 西 4573～4582，4596

松川町 生田 にし 西 ２１８３－２１９８ ３０，３１ 27

松川町 大島 にし 西 １０２９－１０３０ 18 27

松川町 元大島 にし 西 ７１７ ５４，５５ 27

泰阜村 明島 にし 西 4992,4995, 36 24

泰阜村 唐笠 にし 西 4009,4016 12,14 24

泰阜村 平島田 にし 西 3369 39 24

泰阜村 南山 にし 西 6691,6697,8887,8893 93 24

阿南町 富草 にしあげみ？ 西あけみ 766～767

下條村 睦沢 にしいど 西井戸 ４２６５～４２６９，４２８４

高森町 上市田 にしうら 西裏
６４９－６５４，６５６－６５８，６６０－６６１，６６３－６７０，６７
２－６７３，６７５－６７８，６８０－６８２，６８４－６８６，６８８
－６９０，６９２－６９６

６－１２ 88

高森町 山吹 にしうら 西裏
7655－7677，８３３０－８３８７，８３９１－８３９４，８４０２－８
４０９

９－６ 88
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松川町 上片桐 にしうら 西裏
１２７５－１２７８，１３２４－１３４０，１３６５－１３８４，１３８
７，１４５４－１４９１，４９５６

10 9

阿智村 伍和 にしうらみちした 西裏道下 ６４０５～６４０７

松川町 生田 にしおおくぼ 西大久保 ２６５７－２６６０ 24 41

松川町 生田 にしおおぜまち 西大畝町 45 54 6

天龍村 神原 にしおくあらき 西奥アラ木 3483 136 259

下條村 睦沢 にしかいと 西垣外 ３３０３，３３０５～３３０６

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

阿南町 富草 にしがいと 西垣外 6814

阿南町 和合 にしがいと 西垣外 132～133，858～860，2751～2758

阿南町 大下条 にしがいと 西開土 2073～2074,2081～2091,2142,2144～2150,2161～2162

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

阿南町 大下条 にしがいと 西垣外 740～755，756？

阿南町 富草 にしがいと 西垣外 8255～8261

阿南町 和合 にしがいと 西垣外

阿南町 和合 にしがいと 西垣外

下條村 睦沢 にしがいと 西垣外 １３５９～１３６３，１３６６～１３６７

下條村 陽皐 にしがいと 西垣外 ２２２，２２５，２２７～２２９

喬木村 加加須 にしがいと 西垣外 5443-5444,5452

高森町 牛牧 にしがいと 西垣外
３０６－３０８，３０９，３１１，３１３－３１６，３１８－３２４，２８
８９

６－１３ 89

高森町 牛牧 にしがいと 西カイト ３１０，　３１７ ６－１３ 89

高森町 山吹 にしがいと 西垣外 ３７４６，３７５９－３７７６，３８６９ １０－７ 89

天龍村 神原 にしがいと 西ガイト 1864 167 214

天龍村 神原 にしがいと 西垣外 2286，　2376 167 214

豊丘村 河野 にしがいと 西垣外

８７－１１２，８５５－８７０，５７６１－５７７２，３６７０－３６７
１，３６７６－３６７７，３６８１－３６９１，５５３８，５５４１－５５
４６，５６４２－５６５３，５５６８－５５７３，５５７５，５５７７，５
５８１－５５９４，５６０１－５６１４

二－2 4,129

豊丘村 神稲 にしがいと 西垣外 ６８６３－６８６９，４３４２，４３５５－４３５７，１１９２０－１１９２３二－5 30

松川町 生田 にしがいと 西垣外
２１９９－２２０７，２２１５－２２３０，５７６４，3878-
3888,3894-3917

３０，４４ 24

松川町 元大島 にしがいと 西垣外 ４４４８－４４５２，４４７９－４４８６，４６１３－４６１４ 36 24

松川町 上片桐 にしがいと 西垣外
４１４９－４１５０，４１５２－４１５６，４６４１－４６５２，４６６
４，４６９２－４６９４

16 24

泰阜村 平島田 にしがいと 西垣外 3365-3366 39 24

泰阜村 平野 にしがいと 西垣外 4607-4608,4610-4611 32 24

泰阜村 南山 にしがいと 西垣外 6088、8889,8900 52 24

泰阜村 南山 にしがいと 西垣外 7831,7833-7835 74 24

泰阜村 南山 にしがいとづけ 西垣外附 7875-7876 74 24

天龍村 神原 にしかくべい
西角兵エ（郷
戸ヒラノ内）

179 32 127

阿智村 智里 にしがくぼ 西ヶ久保 ２５７１～２５９２，２５９５～２６０７

阿南町 大下条 にしがくぼ 西ヶ久保 2996～3004

喬木村 加加須 にしがくぼ 西ｹ久保 5560,5563-5564,5567

下條村 陽皐 にしがひら 西ヶ平 ３５８６～３５８７

下條村 睦沢 にしがほら 西ヶ洞 ４８０４～４８０５，４８１０，４８１６～４８１７，４８１９～４８２０
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下條村 睦沢 にしがほら 西ヶ洞 ４８２８～４８３９

泰阜村 打沢 にしがほら 西ガ洞 2488,2490-2495 25 4

泰阜村 金野 にしがほら 西ヶ洞 414-419 2,4 4

大鹿村 大河原 にしからさわ 西唐沢 1306－

平谷村 合川 にしかわ 西川

平谷村 合川 にしかわ 西川 １１７４－

高森町 上市田 にしがわ 西側
６４７－６４８，６５５，６５９，６６２，６７１，６７４，６７９，６８
３，６８７，６９１，６９７

６－１２ 89

下條村 睦沢 にしがわら 西川原 ８９２８

喬木村 小川 にしがわら 西河原 7007,7194,7199,7206-7217

天龍村 神原 にしがわら 西川原 4876-4880,4882 131 293

豊丘村 河野 にしきど 西木戸 ５１８６－５１８７ 五－5 127

天龍村 平岡 にしぎり 西切 371 47 120

下條村 睦沢 にしくぼ 西久保 ５４７６，５５２７～５５２９

下條村 睦沢 にしくぼ 西久保
９６７２，９６９２～９６９３，９６９８，９７０１～９７０７，９７０９
～９７１３

下條村 睦沢 にしくぼ 西窪

天龍村 神原 にしくぼ 西久保 3240-3247 80 252

天龍村 神原 にしくぼ 西久保 5627 90 252

豊丘村 河野 にしくぼ 西久保
５３４６－５３６８，５３７６－５４１０，６４１８－６４３７，７５８２
－７５８４，７５８９－７５９２，７５９４

五－4 129

豊丘村 神稲 にしくぼ 西久保 ２３４６－ 五－2 58

松川町 元大島 にしくぼ 西クボ ３４９６－３４９８ 37 38

松川町 元大島 にしくぼ 西久保 ３４９９，３５０３－３５１２ 37 38

松川町 元大島 にしくぼ 西窪 ３５０0－３５０２ 37 38

泰阜村 稻伏戸 にしくぼ 西久保 1466,1472 20 25

泰阜村 高町 にしくぼ 西久保 763 16 25

阿南町 大下条 にしくぼさわ 西久保沢 2259～2266，2421～2431，2435～2436

大鹿村 大河原 にしくれおど 西榑渡 1321～1338

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

松川町 元大島 にしこせ 西小瀬
１１３４－１１３６，１１４２，１１６７－１１８８，１１９６，１４０
４，１２８５－１２８６，１２９２－１２９３，１４０４，１４２７

38 37

松川町 元大島 にしこせ 西こせ １１３９－１１４０，１２９４ ３７，３８ 37

松川町 元大島 にしこせ 西コセ １１７６－１１８１，１１４５ 37 37

松川町 元大島 にしこせ 西小せ １２８７，１２９５，１４１３－１４１４，１４１６，１４６６ 38 37

松川町 元大島 にしこせ 西小セ
１４１３－１４１４，１１９７－１２０２，１４１６，１４２８－１４２
９，１４３２，１４４３，１４６６

38 37

阿南町 富草 にしざか 西坂 610～613，620～621

阿南町 富草 にしざか 西坂 1736～1737

下條村 陽皐 にしざか 西坂 ２７８６～２７８８，２８１６～２８１８

豊丘村 河野 にしざか 西坂 ３８９８，４２６４－４２６５，４２５９ 五－1 149

阿南町 大下条 にしざわ 西沢 2172～2175,2178～2185

阿南町 大下条 にしざわ 西沢 2364～2369

阿南町 和合 にしざわ 西沢 450，1206～1212，1214～1215

阿南町 和合 にしざわ 西沢

下條村 睦沢 にしざわ 西沢 ５５３０～５５３１，５５３４，５５３６
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喬木村 富田 にしざわ 西澤 15055-15056 3 23

天龍村 神原 にしざわ 西沢 2413-2417，2427 167 ,178 213

天龍村 神原 にしざわたいらした 西沢平ラ下 1849-1850 167 213

高森町 山吹 にししみず 西清水 ３７１６－３７２３ １０－８ 89

阿南町 富草 にしじょう？ 西城？ 1743～1744

天龍村 神原 にしせと 西瀬戸 5817 91 313

阿南町 富草 にしだ 西田 764～765

阿南町 大下条 にしだ ニシダ 1733～1743

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

下條村 睦沢 にしだ 西田 ５８６１，　５８６４，５８８１

下條村 睦沢 にしだ 西田 ６４５～６６２，６６５ノ２？

高森町 牛牧 にしだ ニシ田 1666 ５－１１ 89

高森町 牛牧 にしだ 西田
１６３６，１６３８，１６４１－１６４３，１６４５－１６４６，１６４８
－１６５２

５－１２ 89

高森町 山吹 にしだ 西田
４０２７－４０３１ノ１，４０３２－４０３４，4787－4796，4817－
4821，4857－4832

１０－９ 89

根羽村 萸野 にしだ 西田 2882～2890

松川町 元大島 にしだ 西田 １２２－１２３，１５５６－１５５８，４１７９－４１８０，４１８５ ３８，４６ 38

泰阜村 南山 にしだ 西田 6573,6579-6583,6603 55,70 145

泰阜村 南山 にしだ 西田 6832-6836,6838-6840 72 145

阿南町 旦開 にしだ？ き？し田 894～895

阿南町 旦開 にしだ？ な？しだ 896～899

高森町 大島山 にしだいもん 西大門 ６２２－６２５ ６－１１ 89

高森町 山吹 にしだいら 西平 ４３８５－４３９７ １０－８ 89

天龍村 神原 にしだいら 西平 2482-2488，2494-2495，2513 178 230

豊丘村 河野 にしだいら 西平 ９００－９０２

松川町 元大島 にしだいら 西平 ３９－４０ 54 38

天龍村 神原 にしだいらいり 西平入 2532 177 ,187 231

天龍村 神原 にしだいらぐち 西平口 2530 186 231

天龍村 神原 にしたいらさわ 西平沢 2512　，2534，2539 177 231

天龍村 神原 にしだいらした 西平下 2491-2493，2496-2500，2509-2511 178 231

下條村 睦沢 にしだうえのきり 西田上ノ切 ６６３～６６５ノ１？

大鹿村 鹿塩 にしたじま 西田島 3435～3437

大鹿村 鹿塩 にしたじま 西田島 4124～4125

根羽村 新井 にしちょう？ 西長 570～576

阿南町 大下条 にしど 西戸 3168～3169

阿南町 旦開 にしとうげ 西峠 3723

高森町 山吹 にしどおり 西通リ 3950 １０－８ 89

高森町 山吹 にしどおり 西通 ３８８９－３８９３，３８９６－３８９７ １０－８ 89

松川町 元大島 にしなご 西名子 ４４７６－４４７８ 37 38

天龍村 神原 にしぬこいし 西ヌコ石 3459 107 258

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

阿南町 和合 にしのうえ 西ノ上

喬木村 小川 にしのうえ 西ノ上 4945-5952,5961
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高森町 山吹 にしのうえ 西ノ上 5976 １２－８ 89

阿智村 伍和 にしのうら 西ノ裏 ６４０３～６４０４

豊丘村 河野 にしのおき 西ノ沖 ８７５９－８７６１，８７６５－８７７６，８７７８，８７８０－８７９４

松川町 元大島 にしのおき 西ノ沖 １２７２－１２７４ 38 38

根羽村 万場瀬 にしのおさ 西ノ長 1416～1422

高森町 牛牧 にしのおち 西ノ落 ６５４，６５７，６５９－６６０ ５－１３ 90

喬木村 大島 にしのかいと 西ノ垣外 9284-9289,9316,9328,9330

高森町 大島山 にしのかいと 西ノ垣外 ７３４－７３９ ６－１０ 90

松川町 元大島 にしのかいと 西ノ垣外 ７４２－７４３ 55 24

根羽村 小川 にしのくち 西ノ口 4056

阿南町 旦開 にしのくぼ 西之窪 3693

阿南町 富草 にしのくぼ 西ノ久保 7666

阿南町 和合 にしのくぼ 西ノ久保 960972

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

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

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

喬木村 大島 にしのくぼ 西ノ久保 9269-9271

豊丘村 河野 にしのくぼ 西ノ久保 五－4 129

豊丘村 神稲 にしのくぼ 西ノ久保
１２１２３，１２１２６，８９２２－８９３４，９９６６，９９６８－９９
７２，９９８３

二－7 42

泰阜村 稻伏戸 にしのくぼ 西ノ久保 1438-1445 20 25

泰阜村 左京 にしのくぼ 西ノ久保 5829 53 25

松川町 元大島 にしのこし 西の腰 １２８３－１２８４ 37 38

豊丘村 神稲 にしのさか 西ノ坂 １１９４１，　１１９４５ 二－7 44

高森町 山吹 にしのさわ 西ノ沢 7720，７７２９－７７３９ ９－５ 90

根羽村 小川 にしのさわ 西ノ沢 3754，3767

根羽村 中野 にしのさわ 西ノ沢 4284ﾛ，4287ﾛ

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

豊丘村 河野 にしのした 西ノ下 ７６２５－７６４４ 二－3 4

高森町 吉田 にしのた ニシノ田 ４４８－４５０ ９－１２ 90

豊丘村 神稲 にしのた 西ノ田 ６７２０－６７２１ 二－5 172

喬木村 富田 にしのたいら 西ノ平 13255-13348 1 23

喬木村 大島 にしのたいら 西ノ平 9263-9268,9273,9290-9292,9329

豊丘村 河野 にしのたいら 西ノ平 ９０９，４８４０，４８５７，５８４０ 五－2 172

豊丘村 神稲 にしのたいら 西ノ平
２３６７－２３７５，１０６７４－１０６７９，１０６８２，１０６８９－
１０６９３，１０６９５

五－3 57,104

根羽村 萸野 にしのたいら 西ノ平 2804～2806，2908

根羽村 一之瀬 にしのたいら 西ノ平 4918

松川町 生田 にしのたいら 西ノ平 ２４９６－２５０３，２５０６，２５０９，２５１２－２５１４ 23 38

阿南町 富草 にしのだいら 西の平 8039

喬木村 大島
にしのたいらやしきぞ
い

西ノ平家敷添 9293

松川町 生田 にしのつりね 西の釣根 ８４３１－８４４１，８４８８，８５６６－８５６７ 63 138

高森町 出原 にしのはた ニシノハタ ８１－８７，３８７－３９１ ８－９ 90

豊丘村 河野 にしのはた 西ノ畑 ４２３７，４２３９－４２４３，４２４６ 五－1 4
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豊丘村 神稲 にしのはた 西ノ畑 ４５７１，４６１４－４６１８，４６２９－４６３３ 二－6 25

高森町 出原 にしのはやし 西ノ林 296 ９－１０ 90

大鹿村 鹿塩 にしのはら 西ノ原 2272～2274，2276

大鹿村 鹿塩 にしのはら 西ノ原 992，1115，1117～1119

大鹿村 鹿塩 にしのはら 西ノ原 2272～2274，2276

大鹿村 鹿塩 にしのはら 西ノ原 992，1115，1117～1119

豊丘村 神稲 にしのはら 西ノ原 １２０３１－１２０３４，１２０９１－１２０９６，８８６４－８８７０ 五－2 46

高森町 牛牧 にしのはり 西ノハリ ３６２－３６３，３６7－369，１４９７－１５０５ ５－１３ 90

高森町 牛牧 にしのばり 西ノバリ ３６７，　３６９ 90

阿南町 和合 にしのひら 西ノ平 973

阿南町 和合 にしのひら 西ノ平 243～246，248～257，263～264

豊丘村 神稲 にしのほ 西ノ保 ４０９１－

阿南町 富草 にしのほら 西の洞 9550

喬木村 富田 にしのほら 西ノ洞 13375-13415 2 23

高森町 牛牧 にしのほら 西の洞 ７５２－７５７，７６０，７８０－７８４，７８７，７９１ ５－１３ 90

豊丘村 河野 にしのほら 西ノ洞 ７５９３，７５９５ 五－7 172

松川町 生田 にしのほら 西ノ洞 １８２４，５２８５－５２９５，５７３６－５７４０，５７４４－５７６０ ４２，５０ 39

松川町 生田 にしのほら 西の洞 ８４９０－８５００，８５０２ 50 39

松川町 生田 にしのほらひかげ 西ノ洞日影 ５７４３ 50 39

松川町 生田 にしのほらひなた 西ノ洞日向 ５７４１－５７４２ 50 39

阿南町 富草 にしのまえ 西の前 9155～9159

松川町 元大島 にしのまえ 西の前 １２６２ 38 38

豊丘村 神稲 にしのまた 西ノ俣 ５４１１－５４１５，５４１８ 二－5 20

泰阜村 左京 にしのまた 西ノ又 5481-5489 39 25

阿智村 智里 にしのみちうえ 西ノ道上 ４２２～４２４

阿智村 智里 にしのみちした 西ノ道下 ４１０～４１２

喬木村 富田 にしのみや 西ノ宮 12219-12221､12785-12788.12806-12815 1 23

豊丘村 河野 にしのみや 西ノ宮 ５４１６－５４１７ 五－4 136

泰阜村 左京 にしのみや 西ノ宮 5840,5845-5852,5859-5860,5862-5863 53 25

泰阜村 南山 にしのみや 西ノ宮 7483-7490 74 25

豊丘村 河野 にしのみやうえ 西ノ宮上 １１３－１１７，１２１－１２２ 五－4 136

泰阜村 南山 にしのみやみちうえ 西ノ宮道上 7476 72,74 25

泰阜村 南山 にしのみやみちした 西ノ宮道下 7478,7482 72,74 25

根羽村 横畑 にしのやま 西ノ山 4570～4572，4588

阿南町 大下条 にしはた ニシハタ 222～223，253～255

阿南町 富草 にしはた 西畑 6311～6318，6404～6414

根羽村 萸野 にしはた 西畑 2807，2879

松川町 元大島 にしはた 西畑 ４０５６，4058，４０６０－４０６４，４０６５ 46 138

下條村 陽皐 にしばた 西畑 ３１８４

喬木村 加加須 にしばた 西ばた 5616　,65618

天龍村 神原 にしばた 西畑 279-280 44 134

天龍村 神原 にしばた 西畑 1360-1361 124 134

天龍村 平岡 にしばた 西畑 957 6 134
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豊丘村 神稲 にしばた 西畑 ４３５０，　１２０８９ 二－3 172

高森町 山吹 にしはば 西羽場 ４３５４－４３５５，４３６９－４３７０，４７９７－４８１６ １０－７ 91

大鹿村 鹿塩 にしばやし 西林 47～48，250～252

大鹿村 鹿塩 にしばやし 西林 3833－

大鹿村 鹿塩 にしばやし 西林 4214，4219－

下條村 睦沢 にしばやし 西林 ４９８２，　４９８６，５０１１

天龍村 神原 にしばやし 西林 5753 91 311

天龍村 平岡 にしばやし 西林 741 ,779 ,797 14 125

豊丘村 神稲 にしはら 西原 １１９２３－ 二－6 91

松川町 上片桐 にしはら 西原 １３５２－１３６３，１３８５－１３８６イ，１３８８－１４５３ 9 8

松川町 元大島 にしはら 西原
３３７３－３３８６，３４６２－３４７６，３４７７－３４７８，３４８０
ノ２，３４８２－３４８５

27 8

高森町 牛牧 にしはんのきざわ 西半ノ木沢 845 ４－１３ 91

高森町 山吹 にしひら 西ヒラ 5773 １１－７ 91

天龍村 神原 にしひるさわ 西ヒル沢 338 44 ,57 154

大鹿村 大河原 にしふるかわ 西古川 1295～1300，1303

豊丘村 神稲 にしほうげ 西法外 １１３７７－

松川町 元大島 にしほうげ 西ホウゲ
４０６５，４０６６－４０７１，４１６２，４１７２－４１７８，４１８
１，４１８４，４１８６

46 37

大鹿村 大河原 にしほうじょう 西北条 85～130

大鹿村 大河原 にしほうじょう 西北条 85～130

阿南町 大下条 にしぼら 西洞 304

下條村 睦沢 にしぼら 西洞
８８９８，８９０５～８９０６，８９１２，８９１４～８９１５，８９５８
～８９５９

泰阜村 明島 にしぼら 西洞
4949-4960,4980-4983,4990,4993-4994，4996-5002，5005-
5007,5015-5017,5137,4855

35，36 4

松川町 生田 にしぼらいり 西洞入 ３１４３ 42 113

豊丘村 神稲 にしほり 西ほり ５４４９－ 五－3 94

阿智村 伍和 にしまえだ 西前田 ６４４１～６４４７

下條村 陽皐 にしまえだ 西前田 ２７７５

高森町 牛牧 にしまえだ 西前田 １２０３－１２０４ ５－１２ 91

天龍村 神原 にしまた 西又 4374 133 284

平谷村 ムク沢 にしまち 西町
１０１４，１０１７，１０１９１０２０，１０２３－１０２８，１０３３－
１０３５，１０３７

松川町 元大島 にしまと 西的 ４１２２－４１２８ 54 113

天龍村 神原 にしまるほそぐち 西丸細口 3512 136 261

泰阜村 南山 にしみちした 西道下 6699 72 145

平谷村 ムク沢 にしみなみ 西南

阿南町 和合 にしみね 西峯 1009，1016，1017，1454，1381～1384，1386，1387

阿南町 和合 にしみね 西峰

豊丘村 河野 にしみや 西宮 ３６５９－３６７１

天龍村 神原 にしむき 西向 5737 90 311

天龍村 神原 にしむき 西向 6247-6248，6273-6274 80 311

松川町 生田 にしむぎた 西麦田 ７２９－７３１，７３５ 56 114

阿南町 旦開 にしもんまえ 西門前 1113～1119

松川町 生田 にしやしき 西屋敷 ６７２－６７３ 48 114
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阿南町 富草 にしやま 西山 9188～9193

大鹿村 鹿塩 にしやま 西山 4344－

下條村 睦沢 にしやま 西山 ５５５９

高森町 山吹 にしやま 西山 ３７８７－３８０４ １０－７ 91

天龍村 平岡 にしやま 西山 1-19,30-65,77 45 ,46 113

松川町 大島 にしやま 西山 ２７５０－２７５１ 114

泰阜村 南山 にしやま 西山 6644 56 146

天龍村 神原 にしやました 西山下 2416

阿南町 富草 にじゅうかり 二十カリ 5819～5823

阿南町 富草 にじゅうがり 二十苅 949～951

阿南町 富草 にじゅうがり 二十苅 8789

阿南町 大下条 にじゅうがり ニジウガリ 210～211

阿南町 富草 にじゅうがり 二十苅 7792～7796

阿南町 富草 にじゅうがり 二十苅 8391～8393

下條村 陽皐 にじゅうがり 二十刈 ６１１４

下條村 陽皐 にじゅうがり 二十刈 ２０３５，２６９６～２６９８

下條村 睦沢 にじゅうがり 二十刈 ８７８７～８７８８

下條村 陽皐 にじゅうがり？ 貳重外 ２３０５～２３０７，２３０９～２３１２

大鹿村 鹿塩 にじゅうたら 二十平 2413～2414

下條村 陽皐 にじゅうめ 甘目 １９７９～１９８２

泰阜村 高町 にしょうまき 二升マキ 1044 19 44

泰阜村 高町 にしょうまき 貳升マキ 968-969 19 44

豊丘村 神稲 にしよこどおり 西横通り ７４４８－７４５１ 二－5 16

下條村 睦沢 にしんわき 西ノ脇 ９８８６，９９７３～９９７４，９９７６～９９７７

喬木村 小川 にせまちだ 貳畝町田 6722

喬木村 小川 にせまちだ 貳畝町田 7038-7043

天龍村 神原 にせんじ ニセンジ 1257 96 196

阿智村 春日 にたんだ 二段田 ２６６３～２６６４

阿智村 伍和 にたんだ 二反田 ３２４４～３２６７

阿智村 伍和 にたんだ 二反田 ９３１～９３６

高森町 吉田 にたんだ 二タンダ ９９５－９９７ ７－１０ 91

松川町 生田 にたんだ 弐反田 ６９８ 48 114

阿智村 春日 にたんだおち 二段田落 ２６６５～

豊丘村 河野 にちょうざか 二丁坂 ５９１７－５９３２ 五－4 151

喬木村 加加須 にっこうざん 日光山 5334-5336

松川町 元大島 にとまき 二斗蒔 ３７２－３７３ 47，55 114

松川町 元大島 にとまき 貳斗蒔 １３０２－１３０７ 38 114

阿南町 富草 になたとうげ 日向峠 6288～6293

阿南町 旦開 にのくら ニノクラ 131

阿南町 旦開 にのくら 二ノ倉 142～184，191～213

喬木村 阿島 にのくら 二ノ鞍 2700-2709

喬木村 小川 にのくら 二ノくら 8900-8901,8908-8923

喬木村 小川 にのくらぐち 二ノくら口 8895-8899
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喬木村 阿島 にのくらま 二ノ鞍馬 2696-2698

阿南町 大下条 にのさか ニノ坂 2546～2547

阿南町 和合 にのさわ ニノサワ 7

阿南町 和合 にのさわ 二の沢 504

豊丘村 河野 にのさわ 二ノ沢 ７３３１－７３３４，７３４１－７３５１ 五－1 126

松川町 生田 にのさわでぐち 二沢出口 １６４９ 57 114

阿南町 大下条 にのしり ニノシリ 974～979

豊丘村 河野 にのせ 二ノ瀬 ２５３５－２５４８ 五－4 152

喬木村 大和知 にのたろ 二ノタロ 11601-11602

阿智村 浪合 にのまた 二ノ又 １１３８ホ１～１６４８ロ

阿智村 浪合 にのまたかわむかい 二ノ又川向 １６４７ハ４～１６４７ホ２

阿智村 浪合 にのまたみちうえ 二ノ又道上 １６４６ヘ～１６４９

松川町 元大島 にのまる 二ノ丸 ２５４－２６０，２７１ 55 114

天龍村 神原 にのみや 二ﾉ宮 1047-1049 70 189

下條村 睦沢 にば ニバ １０１９２

下條村 睦沢 にはしらじんじゃ 二柱神社

下條村 睦沢 にひゃくがり 二百刈 ８８０７，８８２２～８８２３，８８４０～８８４１，８８４３

阿南町 富草 にひゃくごじゅうめね 弐百五十目根2015～2017

阿南町 富草 にひゃくごじゅうめほら 弐百五十目洞1984～1985

阿南町 大下条 にひゃくばた 二百畑 1930

阿南町 大下条 にひゃくめ 二百目 67

阿南町 大下条 にひゃくめ 二百目 1127

阿南町 富草 にひゃくめ 弐百目 7164～7169

阿南町 和合 にへいねば 仁平根ば 757～758

阿智村 清内路 にへいのたいら 仁平ノ平 １３１８～１３１９

阿智村 清内路 にへいのたいらむこう 仁平ノ平向 １３２０～１３２１

阿南町 和合 にへいばやし 仁平林 822

阿智村 春日 にほんぎ 二本木 １７４８～１７５４

阿南町 富草 にほんぎ 弐本木 8262～8260

阿南町 富草 にほんぎ 二本木 8268～8280

下條村 睦沢 にほんぎ 二本木 ２４２９～２４３０，２４３５，２４４２

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

喬木村 氏乗 にほんぎ 二本木 9907-9912

高森町 山吹 にほんぎ 二本木 ３８９８－３９０１，３９０４－３９０５ １０－８ 91

松川町 元大島 にほんきばた 二本木畑 ６２－６３ 54，55 114

阿智村 智里 にほんまつ 二本松 ４４～

阿南町 富草 にほんまつ 貳本松 5132～5134

阿南町 富草 にほんまつ 二本松 5991～5994

泰阜村 門島 にほんまつ 二本松 4630 31 87

泰阜村 怒田 にほんまつ ニホンマツ 2906-2909 38 87

阿智村 浪合 にまいばし 二枚橋 ２３５～２６５

天龍村 神原 にゅう 入 2083-2086，2098-2098 168 221

阿南町 大下条 にゅうどうばやし 入道林 2973～2974
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下條村 睦沢 にゅうどうほら 入道洞
９６８２，９７３７～９７４２，９７４５～９７４６，９７７５～９７７
８，９７８０～９７９４，９８００～９８０４，９８３０～９８３２，９８
３６，９８３８～９８４０，９８４３～９８４４，９８４６～９８６１

下條村 睦沢 にゅうどうぼら 入道洞 ９８７４，９８７６～９８７７

喬木村 富田 にゅうどうぼら 入道洞 14849-14856 4 24

喬木村 伊久間 にゅうどうぼら 入道洞 17257

下條村 陽皐 にゅうとざんじんじゃ 入登山神社

大鹿村 鹿塩 にゅうや 入谷
1609～1611，1617～1625，1628～1639，1641～1657，
1662～1663，1666～1671，1675，1701～1707

天龍村 平岡 にゅうや 入屋 1675 70 58

大鹿村 鹿塩 にゅうやおせば 入谷ヲセハ 1658～1661

大鹿村 鹿塩 にゅうやした 入谷下 1640，1670，1672～1674，1700

大鹿村 鹿塩 にゅうやにしくぼ 入谷西久保 1714～1724

松川町 大島 にょらい 如来 ７０７－７０９ 55 114

阿南町 大下条 にらくぼ ニラクボ 393～403

阿南町 和合 にらばた ニラ畑 87～88

阿南町 大下条 にわかざか（さわ） 俄坂（沢）？ 1691～1700，1761～1762，1838～1849

天龍村 平岡 にわきり 庭切 335-337 47 120

天龍村 神原 にわとこのくぼ
ニワトコノ久
保

1327 123 200

下條村 睦沢 にんちだ？ 身内田 ４３３３，４３５６～４３５７

豊丘村 神稲 ぬいだ 縫田 五－2 58

阿智村 春日 ぬかだ 怒加田 ２４００～

泰阜村 南山 ぬかみそ ヌカミソ 7378,7397 61,64 146

天龍村 神原 ぬこいしひがしむき ヌコ石東向 3399 107 255

天龍村 神原 ぬごどこね ヌゴトコ子 5531 90 ,104 307

天龍村 神原 ぬこどち ヌコドチ 3152 107 249

天龍村 平岡 ぬことちざわ ヌコトチ沢 241 ６２，７４ 21

天龍村 平岡 ぬこのさわ ぬ多の沢 2148 125 83

下條村 睦沢 ぬしはた ヌシ畑 ５２０６～５２０８

下條村 睦沢 ぬすっとぼら 盗人洞 ２５４８～２５５７

天龍村 神原 ぬぜり ヌゼリ 2908 166 243

阿南町 大下条 ぬた ヌタ 1237，　1240

天龍村 神原 ぬた ヌタ 1332-1333 123 83

天龍村 神原 ヌタ
ヌタ（倉ﾉ平ﾉ
内）

1443-1444 123 83

天龍村 神原 ぬた ヌタ 5547 90 ,91 83

天龍村 平岡 ぬた ヌタ 858-864,866 13 ,22 83

泰阜村 打沢 ぬた ヌタ 2699-2701 41 83

天龍村 神原 ぬたくぼ ヌタ久保 5925 54 ,66 41

天龍村 平岡 ぬたくぼ ヌタクボ 1469 ６３，７１ 41

天龍村 神原 ぬたのさわ ヌタノ沢 5471 89 ,90 41

天龍村 平岡 ぬたのさわ
ヌタノ沢（黒
石高久立谷
ノ内）

697 8 41

天龍村 平岡 ぬたのさわ ヌタノ沢 1470 ７１，73 41

天龍村 神原 ぬたのたいら ヌタノ平 602 ,607 56 ,68 83
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泰阜村 打沢 ぬたのたいら ヌタノ平 1690-1693 22 69

天龍村 平岡 ぬたのひら ヌ田ノ平 1910 ８３，９６ 71

天龍村 平岡 ぬたのひら ぬたのひら 2144 125 83

天龍村 平岡 ぬたのひら ぬ堂の平ら 2145 125 83

天龍村 平岡 ぬたのひら ヌタノ平 2280,2334,2655-2661 140 ,155 83

阿南町 富草 ぬたば ぬたば 6509

阿南町 大下条 ぬたば ヌタバ 3102～3104

阿南町 富草 ぬたば ぬたば 9727～9729

天龍村 平岡 ぬたば
ヌタバ（黒石
高久立谷ノ
内）

668 14 ,23 127

泰阜村 明島 ぬたば ヌタバ 4987 36 78

天龍村 平岡 ぬとう ヌトウ 1050-1051,1053,1055 ４８，６１ 35

天龍村 平岡 ぬどのさわ ぬ堂の沢 2147 125 83

松川町 元大島 ぬのさらし 布晒 ４９５１－４９７２，４９８６－４９９７，５０１５－５０１８ 26，36 43

喬木村 小川 ぬのひるばた 布ひるばた 7817-7819

豊丘村 河野 ぬはだ ヌハ田 ７５９８－

阿智村 浪合 ぬま 沼 １２５６～１３３３

阿南町 旦開 ぬま 沼 2479

阿南町 富草 ぬま ぬま 5981

阿南町 富草 ぬま ぬま 5159～5162

高森町 出原 ぬま ヌマ ２３７－２３９ ９－９ 92

松川町 元大島 ぬま 沼 ４４５－４４８ 47 114

阿智村 春日 ぬまだ 沼田 ２４３０，２４５６～２４６７

泰阜村 平島田 ぬまのいり ヌマノ入 3202,3209-3234,3237-3238,3242-3246,3293-3295 39,40 113

松川町 元大島 ぬまのくぼ 沼ノ久保
９１２－９２０，１００３－１０１２，１０１４，１０２０，１０２３，１
０３２－１０４０

54 114

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

豊丘村 神稲 ぬまのた 沼ノ田 ９３９－９６８，９７９－９８１

泰阜村 金野 ぬまのみず 沼の水 590-591,598,609 6,7 9

阿南町 大下条 ぬまや 沼ヤ 1215～1222

阿南町 和合 ぬめり ヌメリ 466～467，470～472，479、481、763

阿南町 和合 ぬめり ぬめり

阿南町 大下条 ぬめりざか ヌメリ坂 1043～1044，1049～1052

天龍村 神原 ぬめりざか
ヌメリサカ（郷
戸ヒラノ内）

164 34 140

天龍村 神原 ぬめりざか ヌメリ坂 3539 120 263

天龍村 神原 ぬめりざか ヌメリ坂 5058-5059，5062-5066 131 263

阿智村 伍和 ぬるでだいら？ ヌルデ平 １０８～

松川町 生田 ぬれがま ヌレガマ 3790-3878 52，53 114

松川町 生田 ぬれがま ぬれがま 3927-3928 53 114

天龍村 神原 ね 根 4981 146 295

阿南町 大下条 ねいり（はち）？ 根入（八）？ 1776～1778

平谷村 ムク沢 ねうし 子丑 ５００－
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大鹿村 鹿塩 ねがいしみず 願清水 1708～1713，1766～1772

大鹿村 鹿塩 ねがいしみず 願清水 1829－

松川町 生田 ねがえり ネガエリ ３６５７ 43 114

松川町 生田 ねがえり ねがへり ３７４４－３７４７ 43 114

松川町 生田 ねがえり 袮ガエリ 3752-3761 52，53 114

松川町 生田 ねがえりひかげ ネガエリ日影 3750-3751 43 115

松川町 生田 ねがえりひなた ネガエリ日向 ３６５８－３６５９ 43 115

松川町 元大島 ねがえりみやした ネガエリ宮下 ３７４２－３７４３ 43 115

阿南町 和合 ねかま 根鎌 100～104

天龍村 神原 ねぎ ネギ 1141 82 192

高森町 大島山 ねぎがいと 祢宜垣外 ４６２－４６７ ６－１１ 92

天龍村 神原 ねぎがうしろ 祢宜ｶﾞ後 1935 168 192

高森町 大島山 ねぎくぼ 祢宜クボ 134 ６－９ 92

阿智村 伍和 ねぎた 葱田 １８１３～１７１４

松川町 元大島 ねぎだいら 祢き平

１９７３，１９８６，１９９１－１９９２，１９９９，２００５－２００
７，２００９－２０１３，２０１５，２０２１－２０２３，２０３５，２０
４０，２０４２－２０４５，２０４８－２０５５，２０５７，２０６０，２
０８２

28，38 48

松川町 元大島 ねぎだいら 祢宜平 ２０４６ 28 48

松川町 上片桐 ねぎつか 祢宜塚 ８２７，８９１－９０２，９０６－９３４，2637 6，7 6

天龍村 神原 ねぎつくり ネギ作リ 1507-1509，1512 122 ,137 192

松川町 元大島 ねぎつりま 祢きつりま ２４５３－２４５５ 38 115

天龍村 神原 ねぎのうしろ 祢宜ﾉ後 1912 167 ,168 192

阿南町 大下条 ねぎばた ネギバタ 26，582～596

阿南町 大下条 ねきや ネキヤ 2243～2244

阿智村 智里 ねぎや 根木屋 ７９７～８０４，９７４～９７９

阿南町 大下条 ねぎや ネギヤ 479

阿南町 富草 ねぎや 袮ぎ屋 8057～8059

高森町 牛牧 ねぎや ネキヤ ２０８２－２０８４ ５－１２ 92

高森町 牛牧 ねぎや ネギヤ ２３６８－２３６９ ６－１２ 92

豊丘村 神稲 ねぎや 祢宜屋 ５９５９－５９６２ 二－4 82

下條村 睦沢 ねぎやざか 祢宜屋坂 ９３３０

喬木村 富田 ねぎやはた 子ギヤ畑 14389-14395 4 24

阿南町 富草 ねぎやばた 祢宜屋畑 7175

高森町 吉田 ねぎやはやし 子ギヤハヤシ２９６９－2970 ７－８ 92

高森町 吉田 ねぎやはら 子キヤハラ 2970 92

天龍村 神原 ねぐち 根口 6330 91 329

阿南町 大下条 ねこかいと 猫カイト 1894～1909

喬木村 小川 ねこぜ 猫背 9106,9108-9110

豊丘村 神稲 ねこだ 猫田

豊丘村 神稲 ねこだ ネコ田 １０８６８－１０８７２ 五－5 114

豊丘村 神稲 ねこのうち 猫ノ内 ５９５１－５９５２，５９５６－５９５８ 五－3 100

下條村 睦沢 ねこのた 猫田 ９４４４～９４５２，９４６２，９６９４～９６９５
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大鹿村 大河原 ねこのた？
祢子（弥ぶ）
の田

4593～4595

大鹿村 大河原 ねこのたざわいり？
祢子（弥ぶ）
ノ田沢尻

4584～4587

豊丘村 神稲 ねこばた 猫畑 ９８９２－ 五－5 114

下條村 陽皐 ねじがき ネジガキ ２４９８～２５０２，２５３３～２５４０

阿南町 和合 ねじこのほら ねじこの洞 1299

泰阜村 南山 ねじまつ 子ジ松 7284 76,77 146

松川町 上片桐 ねじやま 祢地山 １５８１，１５８７－１５９９ 9 8

松川町 生田 ねずみお 鼡尾
４９３１－４９３２，４９７２，４９７４－４９７８，４９８１－４９９
３，４９９５－５０１０，５０６２－５０６７，５０７６，５０７９－５０
８３

42 115

松川町 生田 ねずみお 鼠尾 ６１４０，６１４４－６１５０，６１５２－６１５５，６１５７ 42 115

松川町 生田 ねずみおいえのした 鼡尾家ノ下 ５０６８－５０７５ 42 115

松川町 生田 ねずみおいえのむこう
鼡尾家のム
コウ

４９６９ 42 115

松川町 生田 ねずみおにし 鼡尾西 ５０７８－５０９０ 42 115

松川町 生田 ねずみおにし 鼠尾西 ６１４２－６１４３ 42 115

松川町 生田 ねずみおにしひかげ 鼠尾西日陰 ６１３９ 42 115

松川町 生田 ねずみおのぼり 鼡尾上り ４９４１ 43 115

松川町 生田 ねずみおひかげ 鼡尾日影 ４９１４，４９３３，４９３５，４９６６－４９６８ 43 115

松川町 生田 ねずみおひかげ 鼡尾日蔭 ５０７７－５０７８，６１５１ 42 115

松川町 生田 ねずみおやがこい 鼡尾家囲 ４９７９－４９８０，４９９４ 42 115

阿南町 富草 ねずみがいと 鼠垣外 6271～6272

阿智村 智里 ねずみさし 鼡サシ ２３１７～

泰阜村 打沢 ねずみさし ネズミサシ 2301-2302,2305-2306,2314 25 69

泰阜村 南山 ねずみさし 鼡差 8804-8805 95 69

下條村 陽皐 ねずみばた ねずみ畑

松川町 生田 ねずみほうげん 鼡ホウゲン １１４７－１１５５ 48 115

天龍村 神原 ねそとぼら ネソト洞 5156

天龍村 神原 ねだいら 根平 68

天龍村 神原 ねだいら 根平 508-510 69 89

天龍村 平岡 ねだいら 根平 2273 139 89

天龍村 神原 ねだいらうえ 根平上 67

根羽村 小戸名 ねたまし 子タマシ 3330ｲ，3331

根羽村 日向 ねつこ 子ツコ 5371～5397，5654ﾉ3

天龍村 神原 ねっこのほつ ねっこのホツ 2342 179 227

泰阜村 黒見 ねつち ネ土 4253-4254 17 92

泰阜村 黒見 ねつつち ネツ土 4243

天龍村 神原 ねどこ ネドコ 1342 124 200

天龍村 神原 ねどこ ネドコ 3650 106 267

阿南町 和合 ねどち 根どち 2019～2027

天龍村 神原 ねのうえ ネノ上 3654-3655 106 268

天龍村 神原 ねのうえ 根ノ上 3669，3678，3694，3696-3697，3716-3717 106 268

天龍村 神原 ねのうえ 根上 3964-3966 106 268
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天龍村 神原 ねのうえ 根ノ上 4034　，4156 105 268

天龍村 神原 ねのうえ 根上 4649 146 268

阿智村 伍和 ねのかみ 子ノ神 ３０７３～３０９３

下條村 陽皐 ねのかみ 子ノ神 ６８８６

下條村 陽皐 ねのかみ 根ノ神 １２０７～１２０８，１２２６～１２２８

下條村 陽皐 ねのかみ 子ノ神 １２０９～１２１５，１２３４～１２３６

天龍村 平岡 ねのかみ 根ノ神 2515-2516 155 102

松川町 元大島 ねのかみ 子ノ神 １８４１－１８４５ 28 47

天龍村 平岡 ねのかみ？ 根ノ上 2038ﾛ 44

下條村 陽皐 ねのかみしゃ 子ノ神社

天龍村 神原 ねばた ネバタ 4335,4349-4350 163 283

天龍村 神原 ねばたやま 根畑山 2861 149 241

天龍村 神原 ねばやし 根林 3197 81 151

阿南町 和合 ねひき 袮ひき 22546～2257，2265～2266

阿南町 和合 ねびき 袮びき 2253～2254，2258～2260

阿南町 和合 ねびき ネビキ 2255，2261～2263，2267～2271，2276～2278

阿南町 和合 ねぶかだいら ねぶか平 2392

阿南町 和合 ねぶかだいら 袮ぶか平 2372，２３８９～２３９１

泰阜村 黒見 ねぶのき ネブノ木 4224 17 92

泰阜村 黒見 ねぶのき ねぶの木 4221-4223,4230-4232 17 92

大鹿村 大河原 ねぶのた 袮ぶの田 1544～1560

大鹿村 大河原 ねぶのたさわじり ネブノ田沢尻 1360～1371

天龍村 神原 ねぼうどち ネボウドチ 5172-5174 132 292

阿南町 大下条 ねぼぎ ネボギ 124

天龍村 神原 ねぼとち 子ボトチ 4791-4793,4801 132 292

天龍村 神原 ねぼとち ネボトチ 5160 132 292

阿南町 富草 ねまつ 根松 7136

天龍村 神原 ねみち 根道 3603 106 266

泰阜村 南山 ねむき 根向キ 8935 77,79 146

泰阜村 南山 ねむりだ 眠田 6375 70 146

高森町 山吹 ねやがいと 祢屋垣外 ５０３５－５０４４ １１－７ 92

高森町 山吹 ねやがいと ネ弥垣外 ５０５９－５０６０ １１－７ 92

高森町 山吹 ねやがいと ネヤ垣外 ５０６１ノ２ １１－７ 92

阿南町 和合 ねりあいよこ ネリ合横 2302

阿南町 和合 ねりあいよこ 袮リ合横 2303

豊丘村 河野 ねんしょ？ 念所 １０７２－１０７９

泰阜村 金野 ねんや 袮んや 372-382 6 9

泰阜村 南山 のう のう 6680,6783 72 146

喬木村 大島 のうとうさわ のふとふ沢 9441-9442,9453,9483,9495-9499,9767-9787

阿智村 智里 のうまさん 野熊山 ４２５８～

阿智村 智里 のうましものたいら 濃間下ノ平 ３７４０～３７６２

阿智村 智里 のうまだいら 濃間平 ３７６７ロ～３８４２，３８５３～３８６４

阿智村 智里 のうまだいらみちした 濃間平道下 ３８４３～３８５２
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泰阜村 南山 のうやま のう山 6645 56 146

泰阜村 打沢 のおばた 野尾畑 2653 26，42 70

阿南町 富草 のがみはら 野上原 4344～4346

阿智村 浪合 のき 軒 １１ロ～２１８

阿智村 浪合 のき 軒 １３３４ノ１～１３３４ノ２

阿智村 浪合 のき 軒 ３２１～４０２

阿智村 浪合 のき 軒 ４４８～５０９

阿南町 富草 のき 軒 1431

阿南町 大下条 のき ノキ 1189

阿南町 大下条 のき ノキ 1755

阿南町 大下条 のき ノキ 1276～1277，1287，1471

阿南町 和合 のき のき 2761～2762

阿南町 大下条 のき ノキ 646～648，976

高森町 牛牧 のき ノキ 466 ５－１３ 92

天龍村 神原 のき 軒 3067,3075-3076,3191 137 117

天龍村 神原 のき 軒 117

天龍村 神原 のき 軒 708 94 117

天龍村 神原 のき 軒 3237-3239,3248-3254,3270-3271,3281,3284-3289,3292 80 117

天龍村 神原 のき 軒
3668，3690，3692，3706，3710-3711，3734-3735，3787，
3883，3917，3960，3981

105 ,106 117

天龍村 神原 のき 軒 4021　，4070 105 117

天龍村 神原 のき 軒 4779，4833-4835 132 117

天龍村 神原 のき 軒 5145-5146,5149-5150,5161 131 117

天龍村 神原 のき 軒 5514，5518-5520,5604，5702，5716，5719 90 117

天龍村 神原 のき 軒
6053-6056，6080-6083，6096-6097，6099-6101，6240-
6241

31 117

天龍村 平岡 のき 軒
168,199,213,252-260,274-281,315,327，329-343，362-
366，485-487

3 ,8 ,22 ,33 117

天龍村 平岡 のき 軒 515,548,750,832-834 3 ,8 117

平谷村 合川 のき ノキ ２１，　６７

平谷村 合川 のき 軒 １８４－１９１，２７９－２８１，１０５９－１０６０

泰阜村 鍬不取 のき ノキ 2764-2765 38 95

泰阜村 鍬不取 のき のき 2783 38 95

泰阜村 南山 のき 軒 8927-8928 78,79 95

阿南町 和合 のきがいと ノキガイト 2813

天龍村 神原 のきぎれ 軒切 583-584 68 167

阿南町 和合 のきざか 軒坂 2371

阿南町 和合 のきざか のきざか 2363，　2367

根羽村 中野 のきた 軒田 4423

根羽村 小川 のきだ 軒田 3774

根羽村 横畑 のきだ 軒田 4530～4531，4583

根羽村 横畑 のきだうらはた 軒田裏畑 4532

根羽村 万場瀬 のきのうえ 軒ノ上 1585～1593，1600

根羽村 町 のきのみちうえ 軒ノ道上 1929～1930

阿南町 和合 のきば のきば 1007
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高森町 牛牧 のきば ノキバ ３６０－３６１，３６４－３６６，３７０－３７２，３８０ ６－１３ 92

天龍村 神原 のきはた 軒畑 2118，2147，2162，2169-2170 168 134

天龍村 神原 のきはた 軒畑 3056-3057,3060 137 134

天龍村 神原 のきはた 軒畑 837-838,844-849,850,860,875,935-936,938-940 81 134

天龍村 神原 のきはた 軒畑 4736-4737 131 ,146 134

阿智村 浪合 のきばた 軒畑 ５１２イ

阿南町 和合 のきばた のき畑 2747

阿南町 大下条 のきばた 軒畑 977～980

天龍村 神原 のきばた 軒畑 2288-2289 167 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑 116

天龍村 神原 のきばた 軒畑 506,512,517,534,564-565,586-589 69 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑 610-617,676，638，663，677 68 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑
1062-1064,1073,1096,1099,1142,1181-1182,1198-
1200,1229,1238

82 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑 1343-1345，1350-1352，1367-1369，1378-1379 123 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑 3882-3883，3912，3920-3921，3923-3925 106 134

天龍村 神原 のきばた 軒畑 4865-4866，4923-4924 131 134

天龍村 平岡 のきばた 軒畑 952-954 13 134

根羽村 万場瀬 のきばた 軒畑 1412

根羽村 小川 のきばた 軒畑 3725，4166

根羽村 中野 のきばた 軒畑 4284ﾉ1～4284ﾉ2

根羽村 横畑 のきばた 軒畑 4623，4711

根羽村 取手 のきばた 軒畑 4721～4724，4734

根羽村 一之瀬 のきばた 軒畑 4808

天龍村 神原 のきばたうえ 軒畑上 1364 124 201

天龍村 神原 のきはたはかぎれ 軒畑墓切 836 81 179

天龍村 神原 のきばたみちうえ 軒畑道上 511 69 164

天龍村 神原 のきばたみちした 軒畑道下 1365 124 201

高森町 山吹 のきばやし ノキ林 ５２６１－５２６３ 93

天龍村 神原 のきばやし 軒林 2245-2246 167 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 3081,3111-3113 95 ,.137 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 89

天龍村 神原 のきばやし 軒林 563 68 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 619 ,621 68 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 701-702 94 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 966 70 ,82 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 1201，1226，1315，1336-1337，1414-1417 82 ,95 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 3645-3646 106 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 5144　，5155 131 10

天龍村 神原 のきばやし 軒林 6186　，6209 68 10

天龍村 平岡 のきばやし 軒林 93-96 ２７，２８ 10

天龍村 平岡 のきばやし 軒林 646-647,714,829 1 ,4 ,.35 10

天龍村 神原 のきばやしみちばた 軒林道端 967 82 184

天龍村 神原 のきみちうえ 軒道上 865-866,902 81 181
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阿南町 和合 のきやま のき山 2765～2768，2844

売木村 小枝軒川 のきやま 軒山 ４１９～４２０

天龍村 神原 のきやま 軒山 2239-2244，2247-2259，2260，2265 167 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 3082-3084 137 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 129-131 33 59

天龍村 神原 のきやま 軒山（郷戸ヒラノ内）146 22 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 876-877 81 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 4255-4256 119 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 4499 131 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 5014 146 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 5117 131 59

天龍村 神原 のきやま 軒山 5738 90 59

天龍村 平岡 のきやま ノキ山 1891 96 59

天龍村 平岡 のきやま 軒山 1708,1788,1891,1901-1902 71 59

天龍村 平岡 のきやま 軒山 2165-2166 110 59

天龍村 平岡 のきやま 軒山 2271,2286,2331,2336,2510-2514 139 59

天龍村 神原 のきよこ 軒横 1181 82 193

豊丘村 神稲 のぎわ 野際 １０８７３－１０８７５ 二－3 9

松川町 上片桐 のぎわ 野際 ２４７０－２５０５，２６０４－２６０８ 10 10

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

松川町 生田 のくぼ 野久保 １５３１－１５３８ 62 115

松川町 生田 のくぼしり の久保尻 １４２７－１４２９ 62 116

松川町 生田 のくぼしりいした の久保尻井下１４３７－１４３８，１４４２－１４４５ 62 116

天龍村 平岡 のした 野下 2053 96 45

大鹿村 大河原 のじり 野尻 4210～4211

下條村 陽皐 のじり 野尻 １８７２～１８８１，１９３０～１９３３

阿智村 伍和 のじりごや 野尻小屋 ６８９０～６８９１，７５４３～７５６２

大鹿村 大河原 のじりざとうつ 野尻ザトウツ 4209－

下條村 睦沢 のぞきば 除場 ４３６４～４３６５，４４１０，４４６９，５１７２，５１７７，５２６７

下條村 陽皐 のぞきば のぞきば ５７９９～５８０１

下條村 陽皐 のぞきば ノゾキバ ５９７６～５９７７

大鹿村 大河原 のぞきやま ノゾキ山 4945～4946

大鹿村 大河原 のぞきやま ノゾキ山 5040－

阿南町 大下条 のた ノタ 1708，1710～1711

泰阜村 南山 のた 野多 8160-8164 92 147

阿智村 清内路 のだ 野田 ５４１～５５７

大鹿村 鹿塩 のだ 野田 1150～1151，1153～1157

大鹿村 鹿塩 のだ 野田 1150～1151，1153～1157

根羽村 萸野 のだ 野田 3023～3024

根羽村 老平 のだ 野田 3618ﾛ～3645

阿智村 智里 のだおし 野田押
４７５８～４７６８，４８０９，５００１～５００４，５００６，５０３３
～５０４５，５０５８～５０６２，５０７３～５０７９

阿南町 富草 のたかふろ 野高風呂 344～346
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阿南町 富草
のたかふろやまのか
みうえ

ﾉﾀｶﾌﾛ山ノ神上426～428

阿南町 富草 のたけ 乃竹 2724～2707

大鹿村 大河原 のたけ 野竹 4969－

泰阜村 金野 のたけ 乃竹 439-448 2,6 5

泰阜村 南山 のたけ 野竹 8795-8796 94 5

根羽村 老平 のださか 野田坂 3618ｲ

阿南町 富草 のただ 乃田田 1747～1748

泰阜村 左京 のただいら の田平 5534-5541,5543-5546 51 103

泰阜村 左京 のただいら 野田平 5566-5567,5573-5574 51 103

阿智村 春日 のたの ノタノ ２６９～２７７

阿智村 春日 のたのぐち ノタノ口 ２５２～２５５

阿智村 清内路 のだのさわやま 野田ノ沢山 558～

下條村 睦沢 のたのじり 野多野尻 ７８７３

阿南町 和合 のたのたわ ノタノタワ 386

根羽村 老平 のたのっこし 野田ノッコシ 3648ﾉ1，3652

高森町 吉田 のたのつるね ノタノツル子 2964 93

阿南町 富草 のたのひら 乃多の平 266～268

泰阜村 南山 のたのひら ノタノ平 6138,6140, 52,55 103

阿南町 富草 のたば のた場 1469～1473

阿南町 富草 のたば のたば 1493～1502

阿南町 富草 のたば 乃たば 1510～1512

阿南町 富草 のたば 乃たば 1749～1750

阿南町 和合 のたば のたば 685

阿南町 大下条 のたば ノタバ 1418

阿南町 和合 のたば のたば 1194～1198

阿南町 和合 のたば ノタバ 2860～2861

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

喬木村 氏乗 のたば のたば 9899-9004

喬木村 氏乗 のたば のたば 11296-11304

豊丘村 神稲 のたば ノタバ ５２７２－５２７３ 五－6 182

泰阜村 明島 のたば ノタバ 4987 36 78

泰阜村 左京 のたば ノタバ 5983-5984 53 103

阿南町 大下条 のたばた ノタ畑 949

阿南町 富草 のだはら 野田原 667～681

喬木村 加加須 のだはら 野田原 5286

喬木村 加加須 のだはら 野田原 5552

阿智村 清内路 のだやま 野田山 ５３８～５４０

阿智村 智里 のだやま 野田山 ５００～

阿智村 智里
のだやまのうちひなた
ちこうべ

野田山の内
日向チコウベ

４９９～

天龍村 神原 のたわ
ノタワ（郷戸
ヒラノ内）

192 43 143

天龍村 神原 のづくり ノヅクリ 6140-6141 42 324
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根羽村 老平 のっこし ノッコシ 3648ﾛ，3653ｲ

阿南町 大下条 のっぴら ノツヒラ 1514～1516，1523～1529

阿南町 富草 のどのあな ノド（ト）ノ穴 7445

天龍村 平岡 のどぼら
ノド洞（万瀬
日陰山ノ内）

397 35 ,46 121

高森町 牛牧 のなか 野中 ６３８ノ１，　６７６ ５－１３ 93

高森町 牛牧 のなか の中 ６７６，６８２，６８８－ ５－１３ 93

高森町 山吹 のなか 野中 2048－2107，３３８６－３４００，３４８９－３５３３ ８－８ 93

泰阜村 唐笠 ののじり 野々尻 4040-4041 13,14 20

大鹿村 鹿塩 ののたやうえ 野ヽ田屋上 2435－

泰阜村 南山 ののとや ノヽトヤ 7750 75 147

天龍村 平岡 のばのさか 野場ノ坂 1965 96 ，110 76

下條村 陽皐 のぼり 登リ ３９８６

下條村 睦沢 のぼり 野保里 ２３１ノ１～４

下條村 睦沢 のぼり 昇 ７３６０～７３６２

高森町 山吹 のぼり ノボリ 3851 93

下條村 睦沢 のぼり？ 登里 ３３１０

泰阜村 南山 のぼりいわ 登り岩 8243 92，94 147

下條村 睦沢 のぼりがいと 登り垣外 １３５７

松川町 生田 のぼりがいと 登リ垣外 ２８０３－２８３３ 31 116

松川町 生田 のぼりくぼ 上リ久保 ８１９３－８１９４ 63 116

松川町 元大島 のぼりげんどう 上ケンドウ ５０１５－５０１７，５０１９－５０４６ 42 91

阿南町 大下条 のぼりさか 登坂 1347，　1350

天龍村 神原 のぼりざか 上リ坂 4487-4488,4490 147 284

松川町 元大島 のぼりさわ 上リ沢 ８３２－８３５，８３８－８４１ 46 116

泰阜村 左京 のぼりたち 登り立 5929,5938,5960,5989-5990 53 103

泰阜村 南山 のぼりたち 登（リ）立 8620,8624,8626 90 103

泰阜村 南山 のぼりだち 登り立 8272-8273 89 103

喬木村 富田 のぼりたて 登リ立 13789-13803 3 24

天龍村 平岡 のぼりたて 登り立 458463 48 32

天龍村 平岡 のぼりたて 登リ立 626-635 48 32

阿智村 清内路 のぼりむかい 上リ向 ２１５２～２１６１，２１６９～２１７３

阿智村 清内路
のぼりむかいかわは
ら

上リ向川原 ２１４８～２１４９

阿南町 大下条 のま ノマ 1223～1224，1262～1266

高森町 山吹 のま ノマ ２４９９－２５０５，２６３９－２６４３ ７－７ 93

松川町 元大島 のむらた 野村田 ７４４－７５１ 54，55 116

下條村 陽皐 のりくら のりくら ３７２６～３７２７

下條村 陽皐 のりくら ノリクラ ３７９５～３７９６

泰阜村 南山 のろいばた ノロイ畑 7301 76 147

阿智村 智里 のんばく ノンバク ４３０２～４３０３

阿南町 大下条 のんべ ノンベ 163

阿南町 大下条 のんべ ノンバ 31～37

阿南町 大下条 は（わ）ぐら ハグラ 1191～1192
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天龍村 平岡 はいくり 灰栗 2687 171 112

阿南町 富草 はいさがり ハヒサガリ？ 7556

天龍村 神原 はいさきみちうえ
ハイヤキ道
上

2405 178 229

大鹿村 大河原 はいざわ 灰沢 4955～4960

大鹿村 大河原 はいざわ 灰沢 4955～4960

大鹿村 大河原 はいさわのくち 灰沢ノ口 4900～4902

大鹿村 大河原 はいさわのくち 灰沢ノ口 4900～4902

下條村 睦沢 はいのそら ハイノソラ ５６０１，５６７７～５６９６

泰阜村 田野口 はいまみ ハイマミ 5358-5359 34,36 108

天龍村 神原 はいやき はい焼 2386 178 228

天龍村 神原 はいやき ハイヤキ 2388-2392，2394，2406 178 228

天龍村 神原 はいやきせりうえ
ハイヤキセリ
上

2404 178 229

阿南町 富草 はいやきど 灰焼渡 7720～7722，7737～7739，7779～7788

下條村 睦沢 はいやきど 灰燒所 ５２９０～５２９１

下條村 陽皐 はいやきど 灰焼度 ５７９４～５７９８

阿南町 富草 はいやきどう 灰焼堂 6461～6463

高森町 牛牧 はいやきば 灰焼場 1238 93

豊丘村 河野 はいやきば 灰焼場 ５８７９－ 五－5 168

天龍村 神原 はいやきみちした
ハイヤキ道
下

2407 178 229

阿南町 富草 ばいりんじ 梅林寺 7640～7641

下條村 陽皐 はうそね 初曽根 ２０４５，２０６３～２０６４

下條村 睦沢 はえがそらやま 蝿ヶ空山 ７０１１

下條村 睦沢 はえのそら 蝿ノ空 ５６７５～５６９０

天龍村 神原 はかぎり 墓切 515-516,518 69 164

天龍村 神原 はかぎり 墓切 1227-1228 95 164

天龍村 平岡 はかぎり 墓切 618-619

天龍村 神原 はかきれ 墓切 706-707 94 164

高森町 山吹 はかぐろ ハカグロ 2870 93

松川町 上片桐 はかぞえ 墓添 2649 10 116

喬木村 加加須 はかつるね 墓ツルネ 52,355,245

天龍村 平岡 はかど ハカド 1893 96 71

阿智村 智里 はかのうえ 墓ノ上 ６８～６９，１６２～１６３

阿南町 大下条 はかのうえ ハカノ上 1154

阿南町 大下条 はかのうえ 墓ノ上 2561

根羽村 高橋 はかのうえ 墓ノ上 4952

平谷村 ムク沢 はかのうえ 墓上

阿智村 伍和 はかのうら 墓ノ裏 ６０５３，６０５５～６０５６

阿智村 伍和 はかのきわ 墓ノ際 ６０５２～

阿智村 伍和 はかのした 墓ノ下 ６６２０，６７４２～６７４３

阿南町 富草 はかのした 墓ノ下 2599

平谷村 ムク沢 はかのした 墓下 ４８９－４９１

阿南町 大下条 はかのそと 墓ノソト 1658
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松川町 生田 はかのにしひら 墓の西平 ４９４２ 43 116

天龍村 神原 はかのね ハカノ子 5887 78 ,79 316

天龍村 平岡 はかののき 墓ノ軒 552

阿南町 大下条 はかのまえ 墓ノ前 1413～1414

高森町 山吹 はかのまえ 墓ノ前 3956 93

高森町 山吹 はかのまえ ハカノマエ ２４６８－２４６９ ７－７ 93

根羽村 高橋 はかのまえ 墓ノマエ 4965～4970

阿南町 大下条 はかのまゑ ハカノマヱ 595～598

阿南町 大下条 はかばうえ ハカバ上 1821

阿南町 大下条 はかばうえ ハカバ上 2244～2245

松川町 生田 はかばくぼ 墓場久保 ５４９０ 41 116

阿南町 大下条 はかばした ハカバ下 1717

阿南町 大下条 はかばのうえ ハカバノ上 3935

阿南町 大下条 はかばまえ ハカバ前 1653～1655，1659

根羽村 萸野 はがほら 羽ヶ洞 2978ﾆ，3045ﾛ

阿南町 富草 はかまこし 袴越 1015，1020～1025

松川町 上片桐 はかまごし 袴腰 5102 4 1

松川町 生田 はかりゆわ 斗リ岩 ３２１６－３２３０ 43 116

天龍村 神原 はがんど ハガンド 3104,3114-3119 137 249

天龍村 神原 はがんど ハガン土 3495-3496 121 249

豊丘村 河野 はぎいうえ 萩井上 ５８７９－ロ 五－4 132

豊丘村 河野 はぎうえ 萩上 ８２１１，８２１３

阿南町 和合 はきこぎ はきこぎ？ 1846

豊丘村 河野 はぎした 萩下 １０２８９－１０２９６

阿南町 和合 はぎだち 萩立 1768，　1918

阿南町 和合 はぎたて 萩立 1934

阿南町 大下条 はぎとうげ 萩峠 335～337

豊丘村 神稲 はぎの ハギノ ７１３９－７１５４，７１９３－７１９８，７２０２－７２１６ 五－6 110

豊丘村 河野 はぎのくち 萩之口 １０２９６－ 五－4 134

天龍村 平岡 はぎのさか 萩ノ坂 2194-2196 124 ,125 86

根羽村 小戸名 はぎのした 萩下 3224

根羽村 小川 はぎのした 萩ノ下 4052～4055，4072

阿智村 清内路 はぎのたいら 萩ノ平 １０４５～１０５１

阿南町 富草 はぎのはら 萩ノ原 430～433

阿南町 和合 はぎのもり 萩ノ森 1287～1288，1290

阿南町 大下条 はぎのもり 萩ノ森 911～912

泰阜村 南山 はぎのもり 萩ノ森 7475,7491-7499 72 147

売木村 小枝軒川 はぎはら 萩原 ４８０～４８５、５２４～６８２ロ

下條村 陽皐 はぎはら 萩原 ２３３３～２３３８

下條村 陽皐 はぎはら 萩原 ３０１３～３０２９

喬木村 氏乗 はぎはら 萩原 11354-11357

豊丘村 神稲 はぎはら 萩原 ５７７６－５７８４，５７８６，５７９７

松川町 生田 はぎはら 萩原 １８３２－１８４４ 58 116
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喬木村 小川 はくさん 白山 6291-6294

阿智村 春日 はくさんぐち 白山口 ８６７～８８２

下條村 睦沢 ばくちいわ バクチ岩 ７５８５～７５８６

大鹿村 大河原 ばくちくぼ バクチ窪 5147－

阿南町 大下条 はごいつきば アゴイツキ場 481～483，485～486

天龍村 神原 はこぐり
箱栗（中組平
内）

747-748,752-753 108 ,122 175

泰阜村 金野 はこし はこし 334ｲ 4 7

豊丘村 神稲 はこだ 箱田 １０６９６－ 五－5 120

売木村 旭 はこのしま 箱ノ嶋 ７６５～８１２

阿智村 智里 はこぶち 箱渕 ３５４５～

天龍村 神原 はこぶち 箱淵 314 57 153

松川町 生田 はこぶち 箱渕 ７３５４ 116

阿南町 和合 はざと はざと 1935

阿南町 大下条 はざど ハザド 575～581

松川町 元大島 はざのまえ ハザノ前 ４４３１－４４３５ 46 117

天龍村 平岡 はさば ハサバ 199 ２７，３８ 15

阿智村 浪合 はざば ハザバ ３８２～３８３

阿南町 富草 はざば ハサ場 929～930

阿南町 大下条 はざば ハザバ 1344～1345，1358～1361，1376～1377

阿南町 和合 はざば ハザバ 482，486，482，495～498

下條村 睦沢 はざば 葉座場 １３９７～１３９８

下條村 睦沢 はざば ハザバ ５９８０～５９８３，５９８５～５９８７

天龍村 平岡 はざば ハザバ 473-474,560,580,853-854 35 123

泰阜村 明島 はざば ハザバ 5008-5013 36 48

泰阜村 稻伏戸 はざば ハザバ 1456,1517-1521,1530-1531 20 48

泰阜村 左京 はざば ハザバ 5821,5841-5843 53 48

泰阜村 平島田 はざば ハザバ 3336-3351,3354 39 48

泰阜村 万場 はざば ハザバ 3770-3775 34 48

泰阜村 南山 はざば ハザバ 8200 92 48

下條村 睦沢 はざば？ 葉座場

天龍村 神原 はざばした ハザバ下 472 69 163

阿南町 大下条 はざばだ ハザバダ 637

天龍村 神原 はさびさわぐち ハサビ沢口 2327 ,2329 ,2331 179 227

根羽村 老平 はしがね 橋ヶ根 3658

根羽村 老平 はしがほら 橋ヶ洞 3657

泰阜村 南山 はしかみ ハシカミ 7407 63 147

阿智村 伍和 はじかみ ハジカミ ７１４４～７１５３

阿南町 大下条 はじかみ ハシカミ 2858～２８６５

天龍村 平岡 はしかみしま 橋上島 36-38 26 4

阿智村 智里 はしきたに 橋木谷 ２２５６～

松川町 上片桐 はしきめん 橋木免 ２１２０，２１２６－２１３１ 10 11

阿南町 富草 はしご はしご 6661

下條村 睦沢 はしごた ハシゴ田 ４８１１～４８１４
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高森町 出原 はしした 橋下 １０，２２イ ８－１０ 93

高森町 出原 はしした ハシ下 22ロ ８－１０ 93

天龍村 神原 はしだいら 梯平 1262-1263 95 197

阿南町 富草 はしつめ 橋ツメ 7804～7808

阿智村 春日 はしづめ 橋詰 ２０７１～

阿南町 富草 はしづめ はしづめ 5236～5243

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

喬木村 富田 はしづめ 橋詰 12170-12173 1 24

喬木村 富田 はしづめ 橋爪 14386-14388 4 24

高森町 大島山 はしづめ 橋爪 ２８８，２９３－３０１，３０３－３０４，３０７-３１０，３１２ ６－１１ 93

天龍村 神原 はしづめ ハシヅメ 3879-3881 106 270

豊丘村 神稲 はしづめ 橋爪 ７４２７－７４３０ 五－3 104

泰阜村 南山 はしづめ 橋詰 8977-8983 92,93 148

天龍村 神原 はしのうえ ハシノ上 1711 168 210

天龍村 神原 はしのうえ 橋ﾉ上 1723 167 210

天龍村 神原 はしのうえ 橋ノ上 2813 166 210

松川町 生田 はしのうえ 橋の上 １４５－１４７，５１１－５１５ 39，56 117

泰阜村 南山 はしのうえ 橋上
7330-7332,7337,7341-7342,7341-7342,7345-7347,7403-
7406

63,64,77 147

阿南町 大下条 はしのした ハシノ下 3260

高森町 出原 はしのした ハシノシタ 21 ８－１０ 93

松川町 生田 はしのした 橋の下 ７４６－７４８ 56 117

泰阜村 南山 はしのした 橋ノ下 8936 - -

天龍村 神原 はしのつめ 橋ﾉ詰 1955-1958 168 218

天龍村 神原 はしのむこうちゃやま 橋ﾉ向茶山 1732 167 211

阿南町 富草 はしのもと 橋ノ本 1656～1659

阿南町 富草 はしのもと 橋ノ本 7672

下條村 陽皐 はしのもと 橋ノ元 ３１１～３１５

阿智村 春日 はしば 橋場 １５４ノ２～１５６ノ２

阿智村 駒場 はしば 橋場 １６０１～

阿智村 駒場 はしば ハシバ ３１６～３１７，３２９ノ１

阿智村 伍和 はしば 橋場 ７９８～７９９，８０１，８０９

阿智村 清内路 はしば 橋場 １２３９～１２４０

阿智村 智里 はしば 橋場 ８０７～８１４，９５７～９６７

阿智村 浪合 はしば 橋場 ８３７～

阿南町 大下条 はしば ハシバ 1206～1209

阿南町 和合 はしば 橋場 1943～1944

阿南町 和合 はしば ハシバ

大鹿村 鹿塩 はしば ハシバ 2433－

下條村 睦沢 はしば 橋場 ４２９２

下條村 睦沢 はしば 橋場 ８８７７

下條村 睦沢 はしば ハシバ

喬木村 富田 はしば 橋場 12358-12360 1 24

高森町 出原 はしば ハシバ ４７６－４７７ ８－１０ 93
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高森町 牛牧 はしば 橋場 ６３４，６３５－６３６ロ，６３７ノ6-8、６３８－６３９，６７５ ５－１３ 93

高森町 山吹 はしば 橋場 ３６１１－３６１２ １０－８ 93

高森町 山吹 はしば ハシバ ３６８５－３６９０ １０－８ 93

天龍村 神原 はしば 橋場 5502-5503 90 109

天龍村 神原 はしば 橋場 5684 90 109

天龍村 平岡 はしば 橋場 2628 156 109

豊丘村 河野 はしば 橋場 ３５４－３５７ 五－4 151

根羽村 萸野 はしば 橋場 3025

根羽村 老平 はしば ハシバ 3655ﾛ

根羽村 中野 はしば 橋場 4349～4351，4496

松川町 上片桐 はしば 橋場 １３５８－１３５９，３５３３－３５３４ 37，38 117

泰阜村 打沢 はしば 橋場 2094 22 57

泰阜村 打沢 はしば ハシバ 2462-2463 22 57

泰阜村 南山 はしば ハシバ 6717 72 57

阿南町 旦開 はしば？ はしば？ 1043～1044

下條村 陽皐 はしばあと ハシバ後？ ３７５４

高森町 山吹 はしばした 橋場下 5790 １１－８ 94

阿智村 春日 はしばだ 橋場田 ２０２３～２０２４

阿南町 大下条 はしばだ ハシバ田 1810～1811

阿南町 大下条 はしばやま ハシバヤマ 1764

阿智村 駒場 はしむこう 橋向
１５２４～１５２５，１５４８～１５５０，１５５２～１５５６，１５５９
～１５６０，１５８０～１５８２，１６２６～１６２８，１９９５～２０
０５

泰阜村 門島 はしもと はし本 4672 32 87

松川町 上片桐 はしもとめん 橋元免 2125 10 11

豊丘村 河野 はしりくち 走口 ６１９７－６２００ 二－4 68

豊丘村 河野 はしりぐち ハシリ口 ６２０１－６２０５ 五－4 68

根羽村 新井 はすけがくぼ？ 蓮ケカ久保？ 782

阿南町 大下条 はずば 筈場 2000～2003，2011ﾉ4

高森町 牛牧 はせだ ハセ田 １０７６－１０７９ ５－１２ 94

大鹿村 鹿塩 はせのた ハセノ田 3078～3079，3085～3088，3135～3140，3150～3151

喬木村 小川 はた 畑 7890

天龍村 神原 はた 畑 25 13 135

阿智村 智里 はたがしら 畑頭 ４６８４～

阿南町 和合 はだかね はだか袮 1061

阿南町 和合 はたがみ 畑神 1485，　1845

阿南町 和合 はたきくだち はたきくだち？1924～1926

阿南町 和合 はたきぐち はたきぐち 1955

阿智村 浪合 はたぎわ 畑ギワ １１７８～

大鹿村 大河原 はたぐち 畑口 5203－

大鹿村 大河原 はたぐち 畑口 5203－

豊丘村 神稲 はたぐち 畑口 １０２１５－

阿南町 和合 はたくぼ 畑久保 713

大鹿村 大河原 はたくぼ 畑久保 4270－
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大鹿村 大河原 はたくぼ 畑久保 4270－

豊丘村 神稲 はたくろ 畑畔 ６７２３－６７２４ 二－5 25

松川町 生田 はたくろとおり 畑クロ通リ ２５２５ 23 117

高森町 牛牧 はたけがた 畠ヶ田 １２２８，１２３７，１２４１－１２４４ 94

阿智村 智里 はたけがわら 畑川原
４５１９～４５２０，４５２７，４５３５～４５４０，４５４３，４５４５
～４５４８，４５５０，４６２８，４９０１，４９０３～４９０６，４９１
４～４９１６

高森町 山吹 はたけじり 畑ジリ 2685 94

高森町 牛牧 はたけだ 畠田 916 ５－１３ 94

松川町 元大島 はたけだ 畑田 １０７７，３３６－３３８，３４０－３４２，６２２，６７０ 46，55 117

平谷村 ムク沢 はたごや 畑小屋 ７６１－

大鹿村 鹿塩 はたしお 畑塩 3735～3742，4191～4192

大鹿村 鹿塩 はたしお 畑塩 3735～3742，4191～4192

天龍村 神原 はたした 畑下 3766-3769 106 119

天龍村 平岡 はたした 畑下 325　,333 47 119

阿南町 和合 はたしり ハタシリ 2782

阿南町 和合 はたじり 畑シリ 2083

阿南町 和合 はたじり ハタ尻 2785

阿南町 和合 はたじり ハタジリ 2820

阿南町 大下条 はたじり 畑尻 3688

阿南町 和合 はたじり 畑尻 1951～1952

阿南町 和合 はたじり 畑尻 2081～2082

阿南町 旦開 はたじり 畑尻 543～544，547

阿南町 旦開 はたじり ハタシリ 545～548

下條村 陽皐 はたじり 畑尻 １４６～１５０，１５５

高森町 山吹 はたじり ハタジリ 2428 ７－７ 94

高森町 山吹 はたじり 畑シリ 2543 94

天龍村 神原 はたじり 畑尻 4146　，4150 105 131

天龍村 神原 はたじり 畑尻 5630 90 131

天龍村 平岡 はたじり 畑尻 839-840 22 131

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

阿南町 富草 はただ 畑田 211～218，220～224

阿南町 富草 はただ 畑田 840～842

阿南町 大下条 はただ 畑田 2722

阿南町 富草 はただ 畑田 4733

下條村 睦沢 はただ 畑田 １０００５，１０００７，１０００９，１００１０～１００１５

下條村 陽皐 はただ 畑田 ５６１０～５６１３，５６２５，５６２８～５６３２

下條村 睦沢 はただ 畑田 ６５５４～６５８３

下條村 陽皐 はただ 畑田
６８４５～６８４６，６８５０～６８５６，６８５８～６８６０，６８６２
～６８８５，６８８７～６９０８，６９１０～６９１８，６９２０～６９
２６

下條村 陽皐 はただ 畑田
７２１７，７２４２～７２４４，７２５６～７２６１，７２６３～７２８
４，７３１７～７３１８

下條村 睦沢 はただ 畑田 ８７７６～８７７９

下條村 睦沢 はただ 畑田 ８９０～８９５，１１３３～１１３５

喬木村 小川 はただ 畑田 7965
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喬木村 大和知 はただ 畑田 1,179,311,796

松川町 元大島 はただ 畑田
１３１９，１３２３－１３２７，１４５３－１４５４，１４７０－１４７
１，１４５８－１４５９

38 117

阿南町 富草 はただうら 畑田うら 225

下條村 睦沢 はただとうげ 畑田峠 ６５８４～６５８６

阿南町 富草 はただみずわり 畑田水割 219

阿南町 大下条 はたたやま ハタ田山 263

阿智村 春日 はただやま 畑田山 ３０７～３０９

阿智村 伍和 はただやま 畑田山 １３０１～１３０２

松川町 生田 はたつるねひかげ 畑弦峯日影 3497－3498 44 117

松川町 生田 はたつるねひかげ 畑弦根日影 ３４９５－３４９6 44 117

松川町 元大島 はたつるねひなた 畑弦峯日向 ３５０３ 44 117

豊丘村 河野 はたどおり 畑通り ７４４２－

阿南町 富草 はたなか 畑中 1374～1375，1377ﾛ～1379，1391～1398

高森町 大島山 はたなか 畑中 ６１１－６１３ ６－１１ 94

豊丘村 神稲 はたなか 畑中
７８２１－７８２４，７８３５－７８４５，７８４７，７８５１－７８６
３，７８６５，７８７１－７８８２，７８８４－７８８５

二－5 27

根羽村 萸野 はたなか 畑中 2840～2843，2859

松川町 元大島 はたなか 畑中 １２４，１２８，４４０７－４４１３ 37，55 117

根羽村 萸野 はたなかうらばた 畑中裏畑 2844～2847

豊丘村 神稲 はたなかこうさいじ 畑中向西寺 ７８６６－７８６９ 二－5 26

阿南町 大下条 はたのさわ 畑ノ沢 1406

高森町 出原 はたのしば ハタノシバ ６９－７１ ８－９ 94

高森町 出原 はちえもんばた 八右エ門ハタ ３３６－３４０ ８－９ 94

阿智村 伍和 はちおうじ 八王寺 ３００２～３０２９

高森町 山吹 はちおうじ 八王子 ４８８９－４８９５ １１－７ 94

豊丘村 河野 はちおうじ 八王子 ２７４７－２７４９，２６００－２６０６，２６１６－２６３７ 二－2 2

松川町 生田 はちおうじ 八王寺 ４１５－４２２ 48 117

松川町 元大島 はちおうじ 八王子 ３５９２，３７１０ 37 117

豊丘村 河野 はちおうじおき 八王寺沖

８４７９－８４８０，８４８５，８４９１，８５６７－８５７３，８５７５
－８５７９，８５８０，８５８３－８５９０，８５９５－８５９８，９６０
１－９６０２，９３３５－９３３８，９５５１－９６４８，９７１８－９
７２０，９８１１－９８２７

二－1 2

豊丘村 河野 はちおうじおき 八王子沖

９０１６－９０４４，９０７４－９０８４，９２６５－９３２０，９７１
７，８０８３－８０９２，８１２０－８１３８，８６０３－８６０６，８６
００，８２４４－８２６１，８２６３－８２７６，８２７８－８３０２，８
３０７－８３０８，８５９９，８５９１－８５９４，８４６３－８４６６，
８４９３－８４９４，８５０６－８５６６，８５８０－８５８２

二－2 2

豊丘村 河野 はちおうじした 八王子下 ８０９１，８０９３－８１１９，８１３９－８１５０ 2

松川町 元大島 はちがいと 蜂垣外 １６６２－１６６３，１６７１－１６７４ 28，38 118

阿南町 和合 はちぐち はち口 2466～2468，2607～2608

阿南町 和合 はちぐち ハチ口 2466～2468，2607～2608

阿南町 和合 はちぐち はち口

根羽村 日向 はちくぼ 八久保 5530

下條村 睦沢 はちごろうばた 八五郎畑 ２３６６

豊丘村 神稲 ばちさわ バチサワ ９６７０，　９６７５

豊丘村 神稲 ばちざわ 場知沢
９６３４－９６４０，９６６３，９６６５－９６７５，９７００－９７１
３，９７５１

五－3 105
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阿南町 大下条 はちした 鉢下 1157～1158

下條村 陽皐 はちじゅうがり 八十刈 ２６８２～２６９０

喬木村 小川 はちだ ハチ田 6860-6861

喬木村 小川 はちだ はち田 6873-6875,6878

天龍村 神原 はちたろうばた 八太郎畑 4228 120 278

松川町 元大島 はちのしり 蜂の尻 ２５０６，２５０９，２５１１ 29 52

阿南町 和合 はちのしろ はちのしろ 　

阿智村 智里 はちのす 蜂ノ巣 ２９５～２９７

天龍村 神原 はちのす 蜂ﾉ巣 1836 167 212

天龍村 神原 はちのす ハチノス 5221 105 303

阿南町 富草 はちのすけなぎ 八の助なぎ 5529～5530

泰阜村 南山 はちのすひかげ 蜂巣日影 8237 91 148

阿南町 和合 はちのひら はちの平 10291030

阿南町 富草 はちのもり 八ノ森 7078～7087，7085～7091

阿南町 富草 はちのもりとうげ 八ノ森峠 7065～7074

阿南町 富草 はちべえなぎ 八兵衛なき 2238～2239

高森町 山吹 はちべえやま 八兵ヱ山 ３０８８－３０９０ ８－７ 95

阿南町 富草 はちまｎ 八幡 2583

阿南町 和合 はちまき はちまき 507

下條村 睦沢 はちまんぐう 八幡宮

大鹿村 大河原 はちまんじ 八幡地 4998，5003－

大鹿村 大河原 はちまんじのした 八幡地ノ下 4998－

阿南町 大下条 はちまんじょう 八幡城 2175

根羽村 中野 はちまんのまえ 八幡ノ前 4474～4483

松川町 元大島 はちまんばやし 八幡林 ４４５３，４４５９， 36，」37 118

泰阜村 南山 はちまんばやし 八幡林 8631 90 148

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

阿南町 富草 はちまんりょう 八万領 7809～7811，7839～7851

阿南町 大下条 はちもり 八森 269，439，523～524

阿南町 大下条 はちもり 八森 2984～2990，3351～3355

阿南町 富草 はちやしき 八屋敷 737

阿南町 富草 はちろう 八郎 9713～9719，9736～9842，9844～9867

高森町 牛牧 はちろうがいと 八郎垣外 ２２５５－２２６９ ６－１２ 95

高森町 牛牧 はちろうだ 八郎田 ２２３６－２２４１ ６－１３ 95

天龍村 神原 はつけば ハツケハ 2215 179 225

下條村 陽皐 はつざき 初咲 １９１６～１９１７

阿智村 智里 はつざわ 初沢 ４８７３～

阿智村 智里 はつざわぐち 初沢口 ４８６８～４８６９，４８７１～４８７３

阿南町 富草 はっしゃくまさ 八尺マサ 6030

天龍村 平岡 はっしょうばた 八升畑 2200 140 87

豊丘村 河野 はっしょうぼら？ 八舛洞 ６１７１－ 五－4 140

阿南町 富草 はっしょうまき 八升まき 4730

阿南町 富草 はっしょうまき 八升蒔 7215
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阿南町 旦開 はっしょうまき 八舛マキ 929～933

喬木村 伊久間 はっしょうまき 八升蒔
15785-15787,15901,15981,15926-15927，15967-
15970,15983-15985

松川町 元大島 はっしょうまき 八升蒔 ２５６０ 38 118

泰阜村 唐笠 はっしょうまき 八升蒔 4065 14 27

松川町 元大島 はったんだ 八反田 １３１７，１３６５－１３６７，１３８０－１３８２ 38 118

高森町 吉田 はったんだがいと 八反田垣外 １２９８－１３０４ ８－１１ 95

高森町 山吹 はったんばた 八反畑 ８４７５－８４９１，８６７２－８６８０ ９－６ 95

阿智村 駒場 はったんぶ 八反歩
１２７５，１２８０～１２８１，１２８５～１２８６，１２９６，１２９
８，１２９９～１３０１，１３７３～１３７５

下條村 睦沢 はっちばた ハッチ畑 ６１０４～

阿南町 和合 はっちゃく ハッチャク 395～396

喬木村 富田 はっちょう 八丁 15009-15022 4 24

高森町 山吹 はっちょう 八丁 ２６０５－２６１０，２６１３－２６１７ ８－７ 95

阿智村 伍和 はっとだ 八斗田 ４６９０～４６９２

天龍村 神原 はつば はつば 2543-2545,2550-2553,2555 177 232

天龍村 神原 はつば はつは 2557,2559-2561,2565,2568-2573,2576,2578-2580,2616 177 232

阿南町 富草 はっぴゃくめ 八百目 1059～1067

阿南町 富草 はっぴゃくめ 八百目 7773～7777

下條村 陽皐 はっぴゃくめ 八百目 ６１９４～６１９８

泰阜村 打沢 はっぴゃくめ 八百目 2331,2377 22 56

泰阜村 打沢
はっぴゃくめうえのき
れ

八百目上ノ切 2329 25 56

泰阜村 打沢
はっぴゃくめしたのき
れ

八百目下ノ切 2330 22 56

阿南町 富草 はっぴゃくめほら 八百目洞 1008

大鹿村 大河原 はっぴょうばた
大西ノ分八
俵畑

4338－

阿智村 伍和 はつふき 初吹 ２９３５～２９４０，２９４４～２９４６，２９５３～３００１

天龍村 神原 はつやまのほつ 初山のホツ 1991 179 220

泰阜村 稻伏戸 はで ハデ 1426 － －

泰阜村 南山 はとや ハトヤ 7278 59,60 148

泰阜村 南山 はとやささくらひかげ
ハトヤ笹倉日
影

7279 57,60 148

泰阜村 南山 はとやひかげ ハトヤヒカゲ 7280-7281 56,60 148

泰阜村 南山
はとやひかげあらい
ばた

ハトヤ日影新
井畑

7282 58,60 148

阿智村 浪合 はながけさわ 花掛沢 １１３９ロ～１１３９ノ１

天龍村 神原 はなくぼ 花久保 725

天龍村 神原 はなぐり
花栗（中組平
内）

746 122 175

豊丘村 神稲 はなこすりひがしひら
ハナコスリ東
ヒラ

１１５０８－１１５０９ 五－2 49

阿南町 富草 はなざわ 花澤 4906～4908

阿南町 富草 はなざわ 花澤 4944，5031～5034，5037～5049，5074～5075

阿南町 富草 はなざわ 華澤 4945～4983，4985～4999

阿南町 和合 はなし ハナシ 765

阿南町 和合 はなし はなし 759～762，764，766
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泰阜村 南山 はなそね 花曽根 6826 72 139

阿南町 大下条 はなた ハナタ 1142，1201～1202

阿南町 大下条 はなた ハナタ 118～120

阿南町 大下条 はなた 花田 2076～2080,2176

泰阜村 左京 はなた ハナタ 5717-5718,5720,5722 53 104

阿南町 和合 はなだ ハナダ 153，167～169，171

根羽村 中野 はなだ 花田 4243～4246

阿南町 大下条 はなたした ハナタ下 1199

阿南町 大下条 はなたて 花立 733～735，818，828～832

下條村 睦沢 はなたて 花立 １６４７

下條村 睦沢 はなたて 花立
２３３２～２３３３，２３３５～２３３６，２３３８～２３３９，２３４
２，２３４７，２３４９

下條村 睦沢 はなたて 花立 ２３５１～２３６５，２３６７～２３６８，２３７０～２３７８

下條村 睦沢 はなたて 花立 2591～2607

喬木村 阿島 はなたて 花立 964-1176

高森町 大島山 はなたて 花立 １０９４－１１１８，１１３５ ６－１１ 95

高森町 吉田 はなたて 花立 １１４７－１１６２ ９－１１ 95

豊丘村 神稲 はなたて 花立 ３５４１－３５５２ 二－5 15

下條村 睦沢 はなたてかきはた 花立柿木畑 ２３５０

下條村 睦沢 はなたてじんくめん 花立甚九免 ２３３７

喬木村 富田 はなのき 花ノ木 13772-13776 １，３ 25

阿南町 大下条 はなのきざわ 花ノ木沢 408～409，411～416

阿南町 大下条 はなのきざわ ハナノキザワ 6～9

阿南町 大下条 はなのきざわ 花ノ木沢 953～956

売木村 南部第一 はなのもと 花の元 ２４１３～２４２３，２４２９，２５０１～２５２３，２６５９

泰阜村 南山 はなびだ 花火田 8421-8422 89,91 148

天龍村 神原 はなまつつくり 花松作リ 3007 152 247

下條村 睦沢 はなみず 花水 ５６１，５６３，５６６～５６７，５７０～５７４

泰阜村 金野 はなみぞ 花溝 733-737 16 34

天龍村 神原 はなみやした 花宮下 2952-2953,2964-2977,2994-3002 151 ,152 245

阿南町 大下条 はなもり 花モリ 2671～2673

天龍村 神原 はなればた ハナレ畑 6138 43 324

阿南町 和合 はなればやし 放レ林 2554～2555

阿南町 和合 はなればやし ハナレバヤシ 2566～2579

阿南町 和合 はなればやし はなれ林 2580～2587

阿南町 大下条 はなれやま ハナレ山 1457

阿南町 和合 はなれやま はなれ山 2000

阿南町 和合 はなれやま ハナレ山 2001

天龍村 神原 はなれやま ハナレ山 6316-6318 79 328

根羽村 檜原 はなれやま 離山 1357～1372

根羽村 檜原
はなれやまいりぐちお
おみちした

離山入口大
道下

1340～1341

根羽村 檜原
はなれやまおおみちう
え

離山大道上 1342～1343

阿智村 清内路 はにゅうのくだりさわ 羽生野下リ沢 １０４４～



390

阿智村 浪合 はね ハネ ７７５ロ～７７５ハ

阿智村 浪合 はね 羽子 ７９４～８２１ノ２

阿南町 大下条 はね ハネ 513

阿南町 和合 はね はね 2686

阿南町 大下条 はね ハネ 2921

阿南町 富草 はね 葉袮 4731

阿南町 大下条 はね ハネ 1955～1957

阿南町 和合 はね はね 2344～2345

阿南町 大下条 はね ハネ 3376～3380

阿南町 大下条 はね ハネ 551～553

阿南町 大下条 はね ハネ 96，　113

下條村 睦沢 はね 羽根 ８６３６～８６３７

下條村 睦沢 はね 羽根 ８９８３～８９９８

高森町 下市田 はね 羽根 １５０２－１６２０ ８－１３ 95

天龍村 神原 はね 羽根 3996 105 272

豊丘村 河野 はね 羽根 １７３１－１７４２ 二－2 160

根羽村 新井 はね 羽根 897～898，972ノ1二

根羽村 新井 はね ハ子 899～925ロ？

泰阜村 南山 はね ハネ 6040,6043, 55 104

泰阜村 南山 はね 羽根 6467,6543-6547 70,72 104

喬木村 小川 はねいし な祢石 7866

喬木村 小川 はねいし は祢石 9113

喬木村 氏乗 はねいし は祢石 9812-9822

泰阜村 左京 はねいし ハネ石 6517,5685, 53 104

阿智村 浪合 はねいわ 刎岩 １～５

阿南町 大下条 はねいわ ハネ岩 199～201

根羽村 新井 はねおおみちうえ ハ子大道上 886

豊丘村 河野 はねおき 羽根沖
８３０３－８３０６，８３０９－８３５９，８３６４，８３８５－８３８
７，８３８９

豊丘村 河野 はねがいと 羽根垣外 １６７９－１７３０ 二－2 160

阿南町 富草 はねき はねき 4165～4169，4280～4292

阿南町 富草 はねき 羽根木 4173～4196

阿南町 富草 はねき 刎木 4204～4211

阿南町 大下条 はねぐち 羽ネ口 2499～2452

根羽村 新井 はねざか ハ子坂 919～921

根羽村 新井 はねざか 羽根坂 932

根羽村 新井 はねざかした 八子坂下 958～961

豊丘村 河野 はねざわ 羽根沢 １６２１，１６２３－１６３４ 二－2 160

豊丘村 河野 はねざわ 羽沢 １６２２－

阿智村 浪合 はねした ハネ下 ８４１ハ

阿南町 大下条 はねした ハネ下 1697

豊丘村 河野 はねした 羽根下
１６５５－１６６４，８０４５－８０５０，８０５３－８０５８，８０６５
－８０７１，８０７７－８０８２

二－2 160

泰阜村 南山 はねた 羽田 8122 89 149
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根羽村 小戸名 はねだ 羽根田 3259ｲ

阿南町 大下条 はねだいら ハネ平 2304

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

高森町 下市田 はねのした 羽根ノ下 １４２６－１４３１，１４３９－１５０１ ８－１３ 95

喬木村 小川 はねはら は祢原 6360-6366,6372-6374

喬木村 小川 はねはら ハネ原 6379

喬木村 小川 はねはら ハ子原 6475-6476

根羽村 新井 はねみちした ハ子道下 889～891，925ニ？

下條村 睦沢 はねやま 羽山 ８２３９

下條村 睦沢 はねやま 羽根山 ９２１８～９２４０

阿智村 清内路 はば 羽場 ６５～７８

阿南町 大下条 はば 羽場 2010～2013

阿南町 富草 はば はヾ 5163～5168，5173～5176

阿南町 富草 はば はヾ 5970～5973

阿南町 富草 はば はヾ 6082～6083，6085～6089

喬木村 加加須 はば 羽場 5271-5274ﾉ1

喬木村 小川 はば 羽場 5842

喬木村 氏乗 はば 羽場 9973

高森町 山吹 はば 羽場 ５５５０－５５５４，５５５８－５５７１，５６６９，５６８０－５６８３ １０－８ 96

高森町 山吹 はば ハバ ５６５５－５６６７ １０－７ 96

豊丘村 河野 はば 羽場

２４６－２５３，２５６，２５８－２６８，３０９－３１０，３１３－３１
６，３２１－３２９，３３５，３６７－３８２，４４６－４４７，５７１－
５７５，６００－６０８，６１０，６１２－６２１，７００－７１２，８３
４－８３５

二－4 68

豊丘村 神稲 はば 羽場 １１９８８－１１９８９ 二－7 43

松川町 大島 はば 羽場
１２０８－１２１３，１６２４－１６４４，２２１５－２２４２，２２８８
－２３１８，２３２０－２３２７

18 18

松川町 上片桐 はば 羽場 ２０５１－２０８２，２１２１－２１２４，２１３２－２１３４，4112 14，20 18

松川町 元大島 はば 羽場

５７－５８，７０，７４－７５，１３８－１４０，１４２，７３６，７３
８，７４０－７４１，７６０，７８３，１３４２－１３４４，１３４６－１
３４９，１５０１－１５０６，１５０９，１５１７，１５４５，２０３９，３
８５６－３８８６，３８５６－３８８６，４２２１－４２２３

37，46
54，55

18

下條村 陽皐 ばば 馬場 １１４１～１１４３

下條村 陽皐 ばば ババ ５３５８～５３６３，５３７０～５３７１イ

下條村 陽皐 ばば 馬場 ５３６４，　５３６９，５８７８

喬木村 富田 ばば 馬場 13075-13108 2 25

喬木村 阿島 ばば 馬場 625-644,650-708,948-958

喬木村 小川 ばば ばば 8171,8173-8175

喬木村 小川 ばば 馬場 8587

喬木村 氏乗 ばば 馬場 9953

泰阜村 南山 ばば 馬場 6601 72 149

下條村 陽皐 ばばうえ 馬場上

阿南町 和合 はばかわ 巾川 1956，1960～1961

阿智村 駒場 ばばぐち 馬場口 １６３２～

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

喬木村 小川 はばさき 羽場先 7729-7731
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松川町 生田 はばさき 羽場先 ５９，７１，７６，１４３－１４５，２４５ 55 19

喬木村 小川 ばばさき 馬場崎 8098-8099,8101

阿南町 富草 はばした 羽場下 6745

阿南町 富草 はばした ハヾ下 6782

阿南町 富草 はばした 半場下 6770～6771

喬木村 阿島 はばした 羽場下 400-452,458-483,585-596,609-612

高森町 山吹 はばした 羽場下 ５６９６－５７０７ １１－８ 96

下條村 陽皐 ばばした 馬場下

喬木村 富田 ばばした 馬場下 14603-14610 4 25

喬木村 氏乗 ばばした ばゞ下 10544

高森町 大島山 ばばぞえ 馬場添 ５１３－５１６ ７－１１ 96

松川町 生田 はばた 巾田 ７４１－７４３ 56 19

松川町 元大島 はばた 羽々田 ４２１１－４２１３，４２１６－４２１８ 46 19

喬木村 小川 ばばた 馬場田 6723-6724

下條村 睦沢 ばばはか バゞ墓 ３３２９

喬木村 小川 ばばはた 馬場畠 5851-5853,5868-5878,5896-5897,5900，5908-5919

下條村 睦沢 ばばほら バゝ洞 ４１９４

豊丘村 河野 はばまえ 羽場前 ５１４０－５１４２，５１９１－５１９２，５１９４－５２１５ 五－5 128

天龍村 平岡 はぶち ハブチ 865 13 ,22 131

泰阜村 打沢 はまいた ハマイタ 2387 25 64

泰阜村 打沢 はまいだ ハマイダ 2365 25 64

泰阜村 打沢 はまいたみちした ハマイタ道下 2372 25 64

阿智村 伍和 はまいば ハマイバ １７６５～１７７６

阿智村 伍和 はまいば 浜井場 ６０５４，６１１４～６１２２

阿智村 智里 はまいば 浜井バ ２１９～２４５

阿南町 富草 はまいば 濱井場 154～158

阿南町 富草 はまいば 濱井場 1344～1373，1376～1377ｲ

阿南町 富草 はまいば 濱井場 1576～1577

阿南町 富草 はまいば 濱井場 3163

阿南町 大下条 はまいば ハマイバ 491

阿南町 和合 はまいば はまいは 1264

阿南町 和合 はまいば 濱井場 1261～1263，1265～1268

阿南町 大下条 はまいば 濱井場 1629～1630

阿南町 和合 はまいば はまいば 1646～1648，1650～1652

阿南町 大下条 はまいば 濱井場 2454～2455

阿南町 大下条 はまいば 濱井場 2979～2983，2991～2995

阿南町 大下条 はまいば ハマ井バ 404～422

阿南町 富草 はまいば はまいば 4671　4673

阿南町 富草 はまいば はまいば 4798～4800

阿南町 富草 はまいば 浜井場 5006～5007，5016～5030

阿南町 大下条 はまいば ハマイバ 654～660，687

阿南町 富草 はまいば 浜井場 7008，7017～7022

阿南町 和合 はまいば 濱井場 878，885～886，988～989
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阿南町 富草 はまいば ハマイバ 8866～8870

阿南町 富草 はまいば はまいば 9279～9301

大鹿村 大河原 はまいば 浜井場 2971～2975

大鹿村 大河原 はまいば はまいば 5144～5146，5148

下條村 陽皐 はまいば ハマイバ ４９６７～４９７８

下條村 陽皐 はまいば 濱井場 ８１６～８２７，８２９～８３０

下條村 睦沢 はまいば 濱井場 ９６７９～９６８１，９６８３～９６９１，９８２５～９８２７，９８３７

喬木村 大島 はまいば ハマイバ 9342-9359,9365-9371,9374-9388

喬木村 大和知 はまいば 浜居場 11705-11710

喬木村 伊久間 はまいば 濱井場
16553-16570,16572-16588,16609-16645，16648-16653，
16685-16687,16699-16703,16704-16714,16719,17333

高森町 出原 はまいば ハマイバ １４８－１５４ ８－９ 96

天龍村 神原 はまいば 濱井場 1949-1950，1952 168 111

天龍村 神原 はまいば 濱井場 2036，2045，2051-2054 168 111

天龍村 神原 はまいば ハマイバ 3302-3311 80 111

天龍村 平岡 はまいば ハマイバ 2680 156 111

豊丘村 河野 はまいば 浜井場 １８２６－１９６２，９８９５ 二－4 67

豊丘村 神稲 はまいば 濱井場 ５９３１－５９３３，１０３２６－１０３３８ 五－5 67

豊丘村 神稲 はまいば 浜井場 ５９３２－ 五－6 67

豊丘村 神稲 はまいば 羽舞場 １１８９３－１１８９５，１１８８９－１１８９２ 二－5 32

豊丘村 神稲 はまいば 羽前場 ８１５４－８１７１

根羽村 萸野 はまいば ハマイバ 2954，3062

平谷村 合川 はまいば ハマイ場
１０６９，１０７９，１１０７－１１１０，１１１２－１１１４，１１２
８，１１３９

平谷村 合川 はまいば ハマイバ
１０７０－１０７１，１０７８，１１０５，１１１１，１１１５，１１１８，
１１２７，１１３６

平谷村 合川 はまいば 濱イバ １０７２，　１０７４

平谷村 合川 はまいば 濱イ場
１０７５－１０７７，１０８４－１０８７，１０９８－１１０４，１１０
６，１１１１，１１１６－１１１７，１１１９－１１２６

平谷村 合川 はまいば 濱井場 １０８５－

泰阜村 唐笠 はまいば ハマイバ 4042 13 12

泰阜村 金野 はまいば はまいば 119-128 6,15 12

泰阜村 平島田 はまいば ハマイバ 3128,3133,3135-3142,3145-3158,3163-3167 26,40 12

泰阜村 南山 はまいば ハマイバ 8150-8152 89 12

天龍村 平岡 はまいばいど 浜イハ井戸 2458 169 101

阿南町 和合 はまいばうえ 濱井場上

天龍村 神原 はまいばうえ ハマイハ上 342 57 155

阿南町 富草 はまいばひがしだいら 濱井場東平 169

阿南町 富草
はまいばみなみだい
ら

濱井場南平 165～167

天龍村 神原 はまいばやまぎし
浜井場山キ
シ

2031-2032 168 220

泰阜村 南山 はまば 濱場 6503,6509, 72 149

大鹿村 大河原 はまぼら 浜洞 2633，2924～2970，2980～2997，3014～3029

大鹿村 大河原 はまぼらほり 浜洞堀 2939－
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天龍村 平岡 はまみちよじょうつくり 浜道与丞作 2340 153 95

阿南町 和合 はやいしのたいら 林ノ平 2591～2592

根羽村 新井 はやがだいら 速ヶ平 514～515

天龍村 神原 はやきど 早焼戸 1230 ,1232-1234 ,1236-1237 95 195

泰阜村 南山 はやきば 早木場 7855 74 149

松川町 元大島 はやさか 早坂 27 55 139

阿南町 旦開 はやし 林 1308

阿南町 大下条 はやし ハヤシ 1534

阿南町 大下条 はやし 林 3580

阿南町 富草 はやし はや志 4757

阿南町 大下条 はやし ハヤシ 1266～1268

阿南町 大下条 はやし ハヤシ 2608～2612

阿南町 大下条 はやし 林 3797，3815～3816

阿南町 富草 はやし 林 4763～4765

下條村 睦沢 はやし 林 ４６６９，　４７１６，４７３３

喬木村 大和知 はやし 林 11581-11582

高森町 牛牧 はやし ハヤシ 1114 96

天龍村 神原 はやし 林 1068 82 6

泰阜村 南山 はやし 林 6331,6409-6411,6413-6414,6416-6418 70 47

阿智村 伍和 はやしあきみち？ 林空道 １７７７～１７７９

阿南町 大下条 はやしがいと 林カイト 2209

松川町 大島 はやしがいと 林垣外 １３４５－１３５８，１３６０－１３７５ 18 25

泰阜村 南山 はやしきし 林岸 6499-6502,6504 72 47

高森町 山吹 はやしぎわ 林ギハ 5352 96

高森町 山吹 はやしぎわ 林キハ ５２７４－５２７５、５３４５－５３４６ 96

泰阜村 南山 はやしぎわ 林際（キワ） 6412,6490,6496-6499 70,72 47

高森町 出原 はやしぐち 林口 80 ８－９ 96

高森町 出原 はやしぐち ハヤシグチ ３７８－３７９ ８－９ 96

阿智村 伍和 はやしくろ 林クロ １７０１～１７０８

喬木村 氏乗 はやしくろ 林くろ 9938-9945,10023-10025

豊丘村 河野 はやしくろ 林畔 二－2 155

松川町 上片桐 はやしくろ 林畔 ９７１－９７７，１０１２－１０１７ 6 6

喬木村 加加須 はやしぐろ 林グロ 5265

松川町 元大島 はやしぐろ 林グロ ４０２０－４０２４ 46 139

喬木村 氏乗 はやしくろみちうえ 林くろ道上 9931

高森町 牛牧 はやしこし 林コシ 2459 ５－１１ 97

松川町 大島 はやしこし 林越
１７８，１８０－１８５，２６７，９３１－９３２，９３４，９４６－９４
８，１００８ロ，２０８５－２０８６，２０８８－２０８９，２０９２

14，19 17

松川町 大島 はやしこし 林腰
９２９－９３０，９３３，９３５，９４３－９４５，９４９－９５２，９８
３－９８４，１００１，１００４－１００６，１００８，１０１３，２１０
１－２１０２，２１０４－２１０７，２１０９－２１１３

13，36 17

松川町 大島 はやしこし 林こし
２０８４，２０８７，２０９０－２０９２ノ５，２０９２ロ－２０９５，２
１０３，２１０７－２１０８

19 17

松川町 元大島 はやしこし 林腰 ４４３７－４４４３，４６０２－４６０３，４６０７－４６０８ 36 17

泰阜村 稻伏戸 はやしこし 林コシ 1432,1452,1450,1452 20 46
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高森町 牛牧 はやしごし 林ゴシ １３４１－１３４５，１３４８，２４４３－２４４６，２４５８ ５－１１ 97

高森町 山吹 はやしごし 林ゴシ ５２８３－５２９３ 97

豊丘村 神稲 はやしごし 林越 １０７４２－１０７４５ 五－3 97

阿智村 駒場 はやしした 林下 １３７７～１３７８

阿南町 大下条 はやしした 林下 226

阿南町 大下条 はやしした 林下 226

阿南町 和合 はやしした 林下 1543～1544

阿南町 大下条 はやしした ハヤシ下 2134～2135

阿南町 和合 はやしした 林下 784～785

天龍村 神原 はやしした 林下 4928 146 294

泰阜村 稻伏戸 はやしした 林下 1422-1423 20 47

泰阜村 柿野 はやしした 林下 3646-3648,3652 37 47

泰阜村 南山 はやしした 林下 6419-6420,6481-6484 70,72 47

阿智村 伍和 はやしじり 林尻 １４０～１４４，１６８～１７３，１７５，２６０～２６１

大鹿村 大河原 はやしじり 林尻 3101～3103

下條村 睦沢 はやしじり 林尻 ４８１８

下條村 睦沢 はやしじり 林尻 ９３８８

下條村 睦沢 はやしじり 林尻 ８８８２～８８８３

泰阜村 左京 はやしじり 林尻 5774,5795-5796 51,52 47

阿南町 和合 はやしだ 林田 1886～1888

阿南町 和合 はやしだおし 林だをし 1654

阿南町 大下条 はやしだぐち 林田口 46

松川町 上片桐 はやしだけ 林岳 ４７８１－４７８３ 22 37

天龍村 平岡 はやしど 林戸 65 １８，２７ 6

喬木村 伊久間 はやしのうえ 林ノ上
16589-16595,16597-16600,16736-16737，16739-
16755,16758,16800,16803-16804

喬木村 大和知 はやしのうち 林ノ内 11703-11704

大鹿村 大河原 はやしのくち 林ノ口 2260－

大鹿村 大河原 はやしのくち 林ノ口 4899－

豊丘村 河野 はやしのくち 林の口 ３７４９－

泰阜村 左京 はやしのくち 林ノ口 5485,5490 39 47

喬木村 小川 はやしのくろ 林ノ畔 8125,8131-8132,8134,8136

喬木村 小川 はやしのくろ 林ノクロ 8544-8545

阿智村 伍和 はやしのこし 林ノ腰 ５５８８～

阿南町 富草 はやしのこし 林のこし 5911

阿南町 大下条 はやしのこし 林ノ腰 1421～1424

阿南町 大下条 はやしのこし ハヤシノコシ 179～183

喬木村 富田 はやしのこし 林ノ越 14956-14964

喬木村 小川 はやしのこし 林ノ腰 6189-6192,6204-6206,6231

喬木村 氏乗 はやしのこし 林ノ腰 10189-10191

喬木村 大和知 はやしのこし 林越 11530-11534

喬木村 大和知 はやしのこし 林ノ腰 11701

高森町 大島山 はやしのこし 林ノ腰 ６４９－６５８，６６７－６６８ ６－１０ 97

豊丘村 神稲 はやしのこし 林ノ腰 ７６４７，　１１９３２ 二－7 173
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豊丘村 神稲 はやしのこし 林ノ越 １０４９９，１０４５０

松川町 生田 はやしのこし 林ノ腰 ２１０１－２１１１ 30 17

松川町 上片桐 はやしのこし 林ノ腰 ４３００－４３０３ 16 17

泰阜村 稻伏戸 はやしのこし 林ノコシ 1424-1425,1430 20 46

泰阜村 稻伏戸 はやしのこし 林ノ越 1427-1428 20 46

下條村 陽皐 はやしのした 林下 ６６３４～６６３９

喬木村 小川 はやしのした 林ノ下 7946

泰阜村 左京 はやしのした 林ノ下 5907-5909,5921,5975,5985 53 47

泰阜村 南山 はやしのした 林ノ下 5985,6047,6064 55 47

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

阿南町 富草 はやしのした？ 林ノ下？ 7886～7889

阿南町 和合 はやしのた 林ノ田 1545

下條村 陽皐 はやしのたいら 林ノ平 ５７５８～５７６７

高森町 大島山 はやしのつるね 林ノツルネ １４１－１４２ ６－９ 97

下條村 陽皐 はやしのなか 林ノ中 １２３９～１２４０

下條村 睦沢 はやしのなか 林中 ９０９４，　９１７８

喬木村 氏乗 はやしのわき 林ノ脇 10188

豊丘村 神稲 はやしばた 林畑 ２７０１－２７０３ 五－5 123

松川町 元大島 はやしまわり 林廻リ １８３６ 28 118

阿南町 大下条 はやしむかい 林向 3793～3794，3796

阿南町 大下条 はやしよこ 林横 1402

泰阜村 明島 はやまみ ハヤマミ 4852-4854,4856-4862 33，34 78

阿智村 春日 はら 原 ２８８１～２８８２，２８８５，２８９２，２８９４～２８９８

阿智村 伍和 はら 原 ６１３４～

阿智村 智里 はら 原
４６８５～４６９２，４７０７，４７１０，４７１３～４７１４，４７１６
～４７３３，４７４６～４７５０

阿智村 浪合 はら 原 １５２６ロ～１６０２ノ１

阿智村 浪合 はら 原 ２２４～３７３

阿智村 浪合 はら 原 ５３９～５８２ハ

阿智村 浪合 はら 原 ７９３～８３６

阿南町 富草 はら 原 1618～1639

阿南町 富草 はら 原 4212～4218，4352～4358

阿南町 富草 はら 原 4352～4358，4375

阿南町 大下条 はら 原 1581

阿南町 大下条 はら ハラ 1653

阿南町 旦開 はら 原
1185～1187，1183，1188～1212，1214～1224，1300，1309
～1324，1326，1476～1484，1491～1501，1532～1545

阿南町 大下条 はら 原 3315～3319，3320～3328，3339～3349

阿南町 大下条 はら 原 405～434,439～474,477～478,482～488,491～528

阿南町 富草 はら 原 6996～6997

阿南町 富草 はら 原 8896～8900，8915～8916，8923～8935

売木村 旭 はら 原 ７４６～７６４，８４６～８８３イ

大鹿村 鹿塩 はら 原 2540～2542

下條村 睦沢 はら 原 ７８２８
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下條村 睦沢 はら 原 ５５２５，　５５３２，５５３３，５５４１

喬木村 阿島 はら 原 5157-5186

喬木村 小川 はら 原 7634

喬木村 小川 はら 原 8473-8474,8494,8548-8551,8577,8594-8596

喬木村 小川 はら 原 8971-8972

天龍村 神原 はら 原
4641ﾛ､4748-4750,4945-4947,4955-4958，4964，4967-
4968，4970-4980，4982-4984，4986-4989，4992，4997，
5001

146 32

天龍村 平岡 はら 原 453-457,459,462,464-465,467-500 48 32

天龍村 平岡 はら 原
501-511，519-559,641-644,686-691,699-776，778-794，
797-798

３７，４８ 32

天龍村 平岡 はら 原 801-825,836-847 48 32

泰阜村 稻伏戸 はら 原 1385-1391 20 43

泰阜村 稻伏戸 はら ハラ 1403-1404 20 43

泰阜村 高町 はら 原 1009, 19 43

泰阜村 南山 はら 原 6339,6341-6342,6372,6376,6384,7751-7752,8549 70,74,90 43

下條村 睦沢 はらあがりぐち 原上り口

天龍村 神原 ばらあら バラアラ 3514 121 ,136 261

大鹿村 鹿塩 はらいざわ ハライ沢 1372，1376－

大鹿村 鹿塩 はらいざわ ハライ沢 1372，1376－

根羽村 中野 はらいだいら ハラヒ平 4444～4446

喬木村 小川 はらいばた 原井端 8973

下條村 陽皐 はらいめん 払免 ２２７１～２２７３

下條村 睦沢 はらいめん 払免 ６８６２～６８６６

喬木村 富田 はらいめん 拂免 13241-13254

高森町 牛牧 はらいめん ハライメン １４３９－１４４０，１４８７ロ、２３０８－２３１１ ５－１３ 97

高森町 牛牧 はらいめん 払免 １４７７－１４７９，１４８２－１４８６ ５－１３ 97

泰阜村 南山 はらいんきょ 原隠居 8550 90 149

阿南町 旦開 はらうらだ 原裏田 1502

阿南町 富草 はらがいと 原垣外 5177～5179

喬木村 氏乗 はらがいと 原垣外 10546-10552

松川町 元大島 はらがいと 原垣外 ３５１９ノ１ 37 118

平谷村 ムク沢 はらがさわ 原ガ沢 ７６１－

豊丘村 神稲 はらさか 原坂 １１９２７－１１９３０

高森町 牛牧 はらさわ 原沢 １０９０，　１１２３ ４－１２ 97

高森町 牛牧 はらさわ ハラ沢 １１３２，　１１４５ ５－１２ 97

高森町 牛牧 ばらさわ バラ沢
１１２７，１１３０－１１３１，１１３３－１１３４，１１４１－１１４
４，１１４６－１１４８

５－１２ 97

阿南町 大下条 はらさわばた 原沢バタ 1588～1590

阿南町 大下条 はらさわむかいひら 原沢向平 1591

下條村 睦沢 はらした 原下 ２２９１

阿智村 浪合 はらしたばた 原下畑 ８４６～８６０ロ３

阿智村 伍和 はらだ 原田 ３６３２～３６４４

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

阿南町 富草 はらだ 原田 3777～3829
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下條村 陽皐 はらだ 原田 ５４４１～５４５１，５４５４～５４５７

下條村 陽皐 はらだ 原田 ６９２７～６９２８

高森町 下市田 はらだ 原田
２３１０－２３２９，２３３７－２３９４，２４４０－２４５８，２６８９
－２７０２

７－１２ 97

高森町 山吹 はらだ 原田 ６１７６－６１８９，6214－6234 １２－８ 97

豊丘村 神稲 はらだ 原田 ８２６６，８５３９ 二－5 22，43

松川町 生田 はらだ 原田
１８８２－１９０３，１９１７－１９４６ノ４，１９４７ノ１，１９４８－
１９６７

19，20 118

泰阜村 黒見 はらだ 原田 4174 17 37

天龍村 平岡 ばらどうれ ばらどうれ 2128 126 81

阿南町 富草 はらどおり 原通リ 1615～1616

天龍村 平岡 はらの 原野 324-329,335-339 ２６，３７ 27

下條村 睦沢 はらのさか 原ノ坂 ２４８５

下條村 睦沢 はらのさか 原ノ坂 １４９～１５５

下條村 睦沢 はらのさか 原ノ坂 ２２９３～２２９６，２２９８，２３２４

豊丘村 神稲 はらのさわ 原ノ沢 ７５０３－７５１６，７５１９－７５３９，１１９７１－１１９７３ 二－7 44

阿智村 伍和 はらのたいら 原ノ平 １０３６～１１０７

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

阿智村 智里 はらのたいら 原平 １５４２～１５４５

下條村 睦沢 はらのぼりど 原上り戸 ５７

阿南町 富草 はらはた 原畑 52

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

阿南町 大下条 はらはた 原畑 386

阿南町 富草 はらはた 原畑 5184～5185

阿南町 富草 はらはた 原畑 8112～8117，8123～8127

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

喬木村 小川 はらはた 原畠
8476-8478,8480-8481,8483-8484,8490-8491，
8499,8508,8513,8515-8517,8532-8534,8555,8559,8566-
8567,8575-8576，8578，8589，8592，8597-8599

高森町 山吹 はらはた 原畑 ２６９９－２７２２ ７－７ 97

天龍村 神原 はらはた 原畑 4959-4961，5101-5110 131 ,146 295

豊丘村 神稲 はらはた 原畑 ８２６７－８２７１

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

喬木村 小川 はらばた 原畑 7493

阿南町 富草 はらはたきあらし 原畑木荒 178～180

阿南町 富草 はらはたなかみち 原畑中道 192～200

阿南町 富草 はらはたわかみや 原畑若宮 206

豊丘村 河野 はらみや 原宮 ４９６－５０１，５０６－５１３，５１５－５２６ 二－4 68

豊丘村 河野 はらみやわき 原宮脇 ５０５－ 二－4 68

下條村 睦沢 はらやま 原山 ２２９７，　２２９９，２３３４

阿南町 富草 はらやまだ 原山田 1601

豊丘村 神稲 はらわかり？ 原分かり ５５４９－

下條村 睦沢 はりくら ハリクラ １０２４２

下條村 睦沢 はりくら ハリクラ
５９１１～５９２４，５９４１～５９４２，６２１５～６２１６，６２２１
～６２２６
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下條村 睦沢 はりくら 張鞍 ６２０８～６２１０，６２１７～６２２０

豊丘村 神稲 はりのき ハリノキ ９６５１－９６６１，９６９９，９７２６，９７２８ 五－3 172

喬木村 加加須 はりば はり場 5241　,5249

高森町 牛牧 はりやまひなた ハリ山日向 2795 97

泰阜村 平島田 はるがねば 春ガネバ 3264 40 113

阿南町 富草 はるきや 春木屋 5451，　5593

阿智村 智里 はるさわ ハルサハ ３１１３～３１１４

阿南町 和合 はるさわ はる沢 1108

天龍村 神原 はれずらさわ ハレズラ沢 3377 80 253

天龍村 神原 ばんこはた
バンコハタ
（郷戸ヒラノ
内）

154-155

高森町 出原 はんさいけ ハンサイケ ３６７－３７４ ８－９ 98

阿南町 富草 はんざき 半崎 176

阿南町 和合 はんざき はんざき 1472

下條村 陽皐 はんざき 半崎

天龍村 神原 はんざき 半先 84 ,86

豊丘村 河野 はんざき 半崎 １１２８－１１２９，１１３５－１１３９，１１６４－１１６６ 二－4 73

泰阜村 唐笠 はんざき 半崎 4014 14 88

泰阜村 南山 はんざき 半崎 7525 74 88

天龍村 神原 はんざきだいら 半先平 88

天龍村 神原 はんざきのき 半先軒 85

喬木村 小川 はんざぶろうづくり 半三郎作り 6338

松川町 生田 はんじゅうがま 半十釜 ７７１８－７７２１，７７３１－７７３２ 58 118

下條村 陽皐
ばんしょうざんりょうが
くじ

萬松山龍嶽寺

下條村 睦沢 ばんしょうだ 番匠田 ４２２７～４２３０

高森町 吉田 ばんしょうだ 番匠田 ４０４－４０６，４１６－４３４ ８－１２ 98

高森町 山吹 ばんじょうだ 番匠田 ５６７３－５６７６，５６７９，6010 １１－８ 98

豊丘村 神稲 ばんじょうだ 番匠田 ３５３６－３５４０ 二－5 14

天龍村 平岡 ばんじょうづくり 番匠作 2150 111 ,125 84

阿南町 大下条 ばんじょうなまれ
バンジョウナ
マレ

3593～3600

下條村 睦沢 ばんじょうばた バンジョウ畑 ２０６２

高森町 山吹 ばんじょうめ バンジョウメ ３３４９－３３５３，３３７２，３３７５－３３８５ ９－８ 98

阿智村 駒場 ばんしょうめん 番匠免 ４３１～

阿南町 富草 ばんじょうめん 番匠免 6746

高森町 牛牧 ばんじょうめん 番匠免 １００８－１０１４，１０１６－１０１９ ４－１３ 98

豊丘村 河野 ばんじょうやま 番匠山 ４６６５－４６６８ 五－2 61

下條村 陽皐 はんしろうだ 半四郎田 ２９５９～２９６３

阿智村 智里 はんしろうづくり 半四郎作 ４２９～４３２

阿智村 智里 はんしろうやしき 半四郎屋敷 ４４０～

松川町 生田 はんしろうやしき 半四郎家鋪 4144-4149 53 118

松川町 元大島 はんしろうやしき 半四郎屋敷 4154-4156 53 118

喬木村 加加須 はんすい はんすい 5301
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売木村 中央 はんた 半田 １３６５～１３８３，１３８９～１４００

松川町 元大島 ばんだいば 万臺場 １８３－１８７，１９８－２００，２０２ 55 119

松川町 元大島 ばんだいやしき 万代屋鋪 ４４３０，４４３６，４４４４ 37，46 119

松川町 元大島 ばんだいやしき 萬代屋鋪 ４４４５ 37 119

大鹿村 大河原
ばんだこうしんやまよ
りひらいわまで

バンダ庚申
山より平岩マ
デ

4203－

天龍村 神原 はんたばやし ハンタ林 5119 131 294

天龍村 神原 はんだばやし 半田林 4891-4894 131 294

喬木村 氏乗 はんだぼら はんだ洞 10265    (すんこ洞？　はんこ洞？）

松川町 生田 ばんちがい ばん違 ４９５０－４９５２ 43 119

阿智村 伍和 ばんとうやま 万燈山 ６８１４～６８１９

根羽村 町 はんぬくからさわ ハンヌク唐沢 1899～1900

根羽村 町
はんぬくからつさわい
り

ハンヌクカラ
ツ沢入

1901～1902

阿智村 智里 はんの 半野 ８１～８２，８５～８７，３９５～３９７

高森町 山吹 はんのうだ ハンノウ田 ５６５１－５６５４，５６６８ １１－８ 98

松川町 元大島 はんのうだ 半のう田 ２５４７ 39 119

阿智村 清内路 はんのき ハンノ木 １６８０～１７０７

下條村 睦沢 はんのき ハンノキ ６８５１～６８５５

下條村 睦沢 はんのき 半ノ木 ８７０９，８７１１～８７１４，８７５１，８７９４～８７９５

下條村 睦沢 はんのき 半ノ木

豊丘村 河野 はんのき 榛ノ木 ６２９－６３３，６７７－６７８ 二－4 74

松川町 大島 はんのき ハンノ木 ２３５－２３９ 19 31

泰阜村 高町 はんのき はんの木 768-769 19 59

泰阜村 南山 はんのき 判ﾉ木 8213 89 59

阿南町 大下条 はんのきさわ ハンノキ沢 114～117

阿智村 浪合 はんのきざわ 半ノ木沢 １１２７～１１２８ハ

松川町 生田 はんのきざわ ハンノ木沢 ５２０１－５２０５ 41 31

松川町 生田 はんのきざわ はんの木沢 １１６０－１１６５ 48 31

豊丘村 神稲 はんのきだ 半ノ木田 ６１９９－

豊丘村 神稲 はんのきだいら 半ノ木平 １１３１－１１６７，１６４７，１６３６，２３２２－２３２３ 二－4 56

喬木村 大和知 はんのきはた 半ノ木畠 11837

豊丘村 神稲 はんのきばた 半ノ木畑 ６１９９，６２０１－６２１４ 五－5 117

天龍村 平岡 はんのきばやし ハンノ木林 2384 154 96

豊丘村 神稲 はんのきはら 半ノ木原 ６３２７－

松川町 生田 はんのきはら 榛木原 ２４１９－２４２０，２４５９－２４６０ 23 32

松川町 生田 はんのきはら 半ノ木原
２５７２－２５８４，２５９２－２５９７，２５９９－２６１３，２６１７
－２６２０

23，30 32

泰阜村 平島田 はんのきはら ハンノキ原 3288-3292, 40 59

泰阜村 平島田 はんのきはら ハンノ木原 3456-3461 38,43 59

泰阜村 平島田 はんのきはら はんの木原 3493 38 59

泰阜村 平島田 はんのきばら 半ノ木原 3247-3253,3254,3284-3286 40 59

松川町 上片桐 はんのきひかげ 榛日蔭 ５２００ 41 32

阿南町 富草 はんのきぼら ハンノ木洞 8970
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喬木村 氏乗 はんのきぼら はんの木洞 10280-10294

豊丘村 河野 はんのきぼら 半ノ木洞 ２１５５－２１６４ 五－1 172

喬木村 小川 はんのた 半ノ田 8285-8286

阿智村 駒場 はんば ハンバ １４４１～

阿智村 駒場 はんば ハンバ １４９６，１５１５～１５１７

阿智村 駒場 はんば ハンバ ３２９ノ２～３３２

阿智村 伍和 はんば 半場 １９６９～２００７

阿智村 智里 はんば ハンバ １０２８～１０３０

阿智村 智里 はんば 半バ １０４～１１７，３８８～３９０

阿南町 富草 はんば 半場 1673～1674

阿南町 和合 はんば 半場 218

阿南町 富草 はんば ハンバ 8613

阿南町 大下条 はんば 半場 1052～1062，1118～1119

阿南町 和合 はんば ハンバ 1759，　2784

阿南町 和合 はんば 半バ 233～237，239

阿南町 大下条 はんば ハンバ 3866，3868，3876～3877

下條村 睦沢 はんば 半場 １８２３

下條村 陽皐 はんば 半場 ４１６０

下條村 陽皐 はんば 半場 ６８０７

下條村 睦沢 はんば ハンバ １０１５５～１０１５６，１０１６０～１０１６６

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

下條村 睦沢 はんば 半場 ２４３７，　２４６２

下條村 陽皐 はんば ハンバ ４１５４～４１５６，４１６２～４１６６

下條村 陽皐 はんば 半場 ７１９３，　７２２４

下條村 睦沢 はんば ハンバ

天龍村 神原 はんば ハンバ 3201-3212,3264-3269,3336,3588 80 92

天龍村 神原 はんば 半場 5608 90 92

天龍村 平岡 はんば ハン場 2289 139 91

天龍村 平岡 はんば 半場 193-195,198,214 47 92

豊丘村 神稲 はんば ハンバ ６７３２－ 二－5 24

泰阜村 明島 はんば 半場 5178-5189,5189,5191,5193-5198,5200-5203 49，50 78

泰阜村 門島 はんば 半場 4662-4663 31 78

阿南町 和合 ばんば ばんは 671

喬木村 富田 ばんば バンバ 12227 1 25

喬木村 小川 ばんば 万場 7789

松川町 上片桐 ばんば 番場 ２１６１－２２２４ 10 11

泰阜村 南山 ばんば 番場 7558 74 128

下條村 睦沢 はんば？ 半バ ４０３１～４０４０，４０４４，４１０２

阿智村 駒場 ばんばうら 馬場裏 ４６８～４７０

阿南町 富草 はんばがいと 半場垣外 7140～7142

阿南町 大下条 ばんばかいと 番場開土 566，568～569，589～594

阿智村 駒場 はんばかわら ハンバ川原 １４９４～

阿南町 大下条 はんばざか 半場坂 568～570
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泰阜村 打沢 ばんばさわ 万バ沢 1941 37 70

豊丘村 神稲 ばんばした 万々下 ３５８４－３５８７

泰阜村 万場 ばんばじり 萬場尻 3685-3686,3698 34,37 116

阿智村 駒場 ばんばだいら 馬場平
４８０～４８２，５７０，５７６～５９７，５９９，６０１～６０７，６１
２，６１５，６１９

阿南町 大下条 はんばだいら？ 半場平 575～600

阿南町 和合 はんばちいしのうえ ハンバチ石ノ上201～203

泰阜村 南山 ばんばばやし 番場林 8904 78,93 129

阿南町 富草 はんばはら 半場原 7125～7127

下條村 睦沢 はんばやまぶしづか 半場山伏塚 ２４３８

泰阜村 明島 はんばら 半原 5311 50 78

阿南町 富草 はんひちやま 半七山 53

天龍村 神原 はんべいがいと 半平開土 5593-5594，5597-5598 90 331

高森町 吉田 はんべえだ 半兵衛田 １８０７－１８１４ ９－１１ 98

阿智村 浪合 はんぼれ 半堀 ８８２イ～９６０

阿智村 浪合 はんぼれした 半堀下 ９０４～

高森町 大島山 ばんめ 番面 ４２０－４４９，１１２７－１１３３，１１３７－１１３８ ７－１１ 98

下條村 睦沢 はんや ハンヤ ４４９２，　４４９４

下條村 睦沢 ばんや 萬屋 ４４９２，　５００４

天龍村 神原 はんりゅう
半流（郷戸ヒ
ラノ内）

150 22 138

天龍村 神原 はんりゅうした
半流下（郷戸
ヒラノ内）

144-145 22 138

泰阜村 平島田 はんろく 半六 3129-3131 28,40 59

泰阜村 左京 ばんろく バンロク 5941 53,54 59

泰阜村 怒田 ばんろく 番六
3036-3037,3039,3043-3052,3055-3065,3068-3078,3091-
3094

38,41 59

豊丘村 神稲 ひいたさわ ヒイタ沢 ６５１４－６５１５ 五－5 115

下條村 陽皐 ひいなばり 雛張 １３５７～１３７３

泰阜村 高町 ひいみば ヒイミバ 1051 19 41

天龍村 平岡 ひいらぎ ヒイラギ 33 26 3

天龍村 神原 ひいらさわ ヒイラ沢 5214　,5216 118 301

阿南町 大下条 ひいりば 日入場 358

下條村 睦沢 ひいりば 日入場 ４９１１，４９１２～４９１８

下條村 陽皐 ひいりば 日入場 ５３５～５３７，５４９，９０１～９０２

喬木村 氏乗 ひいりば ひいりば 9905-9906

泰阜村 打沢 ひいりば 日入場 1640-1650 21 52

泰阜村 黒見 ひいりば 日入場 4498-4499 33 52

阿智村 智里 ひいるだ ヒイル田 ４２５～４２８

泰阜村 平島田 ひいれば 火入場 3329 39 52

豊丘村 河野 ひうだ？ 日生田 ３１７－３１８

阿南町 和合 ひうちがいと 火打垣外 574～575

天龍村 神原 ひうちぎれ 火打切 4029-4030 105 273

阿智村 伍和 ひうちだ 火打田 ５８２～５８８

阿南町 富草 ひうちだ 火打田 548
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阿南町 大下条 ひうちだ ヒウチダ 492

喬木村 小川 ひうちだ 火打田 6689

高森町 牛牧 ひうちだ 火打田 1069 ５－１２ 98

松川町 上片桐 ひうちだ 火打田 ５４２－５４４，５４６－５４７ 6 5

阿南町 大下条 ひうちだした ヒウチダ下 494

天龍村 神原 ひうちばやし 火打林 4099-4100,4101 105 273

豊丘村 河野 ひえさわ 冷沢
６０２５－６０２９，６０３１－６０３４，６０５１－６０５８，６０６１
－６０６７

五－4 139

豊丘村 河野 ひえせまち ヒエセ町 ７１６－

阿南町 富草 ひえた 冷田 2986～2991

阿南町 大下条 ひえた ヒエタ 410

阿智村 春日 ひえだ 冷田 １６５１～１６５３

阿智村 伍和 ひえだ ヒエ田 ６１３～６２３

阿智村 伍和 ひえだ 稗田 ６８０８～６８１３，６８２０～６８２１

阿南町 富草 ひえだ 稗田 692～700

阿南町 富草 ひえだ ひゑ田 2005～2014

阿南町 大下条 ひえだ ひえ田 2910～2913

阿南町 富草 ひえだ ひへ田 4580～4581，4612～4613

阿南町 富草 ひえだ ひへ田 5681～5686

阿南町 富草 ひえだ ひへ田 8145～8160

阿南町 富草 ひえだ ヒヱ田 9041～9054

阿南町 富草 ひえだ ヒヱ田 9267～9271

阿南町 富草 ひえだ 稗田 9437～9439

喬木村 小川 ひえだ ヒヘ田 6974,6987-6990,6992,6994

喬木村 大和知 ひえだ ひへ田 11828-11830

喬木村 伊久間 ひえだ 冷田 15392,15394,15401-15414,15421-15424,15489-15490

高森町 牛牧 ひえだ ヒヱダ １３７３－１３７４ ５－１３ 98

高森町 牛牧 ひえだ 冷田 ２２７－２３５，８７７，８８４，８８６，８９２，１０５１－１０５５ ４－１２ 98

高森町 山吹 ひえだ ヒエ田 ５３５３－５３５８ 98

豊丘村 神稲 ひえだ 冷田 ６９２５，６９４５－６９４８ 二－5 7

豊丘村 神稲 ひえだ 比へ田 ３０３４－３０５０，３１０１－３１５２ 二－3 7

豊丘村 神稲 ひえだ 稗(ヒエ、ヒエ）田
６５２２－６５３２，５６８８－５６９５，５７０７－５７１０，６２２０
－６２２２，１０２２３－１０２２４，5721－5737

五－3 7

松川町 生田 ひえだ 稗田 ４８７４－４８７９ 43 119

松川町 元大島 ひえだ ひへ田 １１６８－１１６９，１１７１，２３７３－２３７５ 37 119

泰阜村 高町 ひえだ 稗田 1138,1140-1141 8,20 17

泰阜村 南山 ひえだ ヒエ田 7386 62 17

泰阜村 南山 ひえだ ヒヘ田 6788 72 17

泰阜村 南山 ひえだ ヒヱ田 6572 72 17

豊丘村 神稲 ひえだあさひ 稗田朝日 ５９７６－５９７９ 五－5 113

豊丘村 神稲 ひえだおき 比へ田沖 ３０５１－３１００ 二－3 7

松川町 生田 ひえだがさわ 稗田ヶ沢 ５９３１－５９３４ 50，58 119

豊丘村 河野 ひえださわ 冷田沢 ６０３０，６０３５－６０５０，６０５９－６０６０ 五－4 139

豊丘村 神稲 ひえださわ 稗田沢 ６５１９－６５２０ 五－5 115
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阿南町 富草 ひえだじり ひえ田志り 4716

喬木村 伊久間 ひえだみちうえ 冷田道上 15396,15398,15400,15491-15494

喬木村 伊久間 ひえだみちした 冷田道下 15569-15570

阿南町 富草 ひえたやま ひへた山 5536

阿南町 大下条 ひえぬま ヒヱヌマ 599

阿南町 大下条 ひえぬま 冷沼 1346

泰阜村 南山 ひえぬま ヒヘヌマ 6738 72 149

喬木村 氏乗 ひえばた ひへ畑 11194-11197

阿智村 清内路 ひえばたざわ 稗畑沢 ２９６６～２９９２，３０１３～３０３９

阿智村 清内路 ひえほそざわのくち ヒエ細沢ノ口 ２９５２～

泰阜村 打沢 ひえみ ヒエミ 2320-2323 25 70

阿智村 伍和 ひおひかげ 日尾日カゲ ７１１０～７１２８，７１３１～７１４１

根羽村 日向 ひおも 日向 5398～5505，5654

阿南町 富草
ひがいばやしきりひら
きはた

東林切開畑 271

阿南町 富草 ひがえりとじろやま 日返リ戸城山 6029

喬木村 氏乗 ひかくら ひかくら 9913-9914

喬木村 氏乗 ひかくら ひかくら 10249-10264

阿智村 駒場 ひかげ 日影 ２２３５，２２３７～２２３８

阿南町 大下条 ひかげ ヒカケ 1169

阿南町 和合 ひかげ 日かけ 1913

阿南町 富草 ひかげ ひかげ 5780

阿南町 富草 ひかげ 日かげ 6727

阿南町 和合 ひかげ 日影 741999

阿南町 大下条 ひかげ 日カケ
1942，1945～1946，1958～1961，1964～1967，2011～
2014

阿南町 和合 ひかげ 日かげ 1988，1990～1993

阿南町 和合 ひかげ 日影 2354～2355

阿南町 大下条 ひかげ ヒカゲ 2467～2472

阿南町 大下条 ひかげ ヒカゲ 2708～2709

阿南町 大下条 ひかげ ヒカゲ 3414，3429～3434，3447～3452，3637，3799～3802

阿南町 大下条 ひかげ ヒカゲ 3807～3811

阿南町 和合 ひかげ ひかげ 889，1003，1987，1989～1990，1998，2349～2353

阿南町 和合 ひかげ 日影

下條村 睦沢 ひかげ 日影 ２２０８

下條村 陽皐 ひかげ 日陰 ５０８７

下條村 陽皐 ひかげ 日影 ７３２４

下條村 睦沢 ひかげ 日影
１３２５～１３２７，１３４６～１３４７，１３５２，１３７８，１３９１
～１３９２，１４２３

下條村 睦沢 ひかげ 日陰
２６５９，８６９７～８７００，８７０２～８７０３，８７０５，９０９６
～９０９７

下條村 睦沢 ひかげ ヒカゲ ４５２２～４５２３

下條村 陽皐 ひかげ 日かげ ４６２８～４６３０，４６３８～４６４１

下條村 陽皐 ひかげ 日陰 ５１１０，５１１２，５１１６～５１１８，５７１９

下條村 陽皐 ひかげ 日かげ ５１１２～５１１５

下條村 陽皐 ひかげ 日かげ ５４９５，５５４５～５５４８
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下條村 陽皐 ひかげ 日陰 ５８０７，５１００～５１０５

下條村 睦沢 ひかげ 日影
７８８０，７９１１，８００７～８０１３，８０１７、９４７２，９７１８，
９７２３～９７２７，９７４４

下條村 睦沢 ひかげ 日加毛

下條村 陽皐 ひかげ 日カゲ

喬木村 富田 ひかげ 日影 13696

喬木村 富田 ひかげ 日カゲ 13688-13694 4 25

喬木村 加加須 ひかげ 日カケ 5720

喬木村 氏乗 ひかげ 日影平 11459-11463

喬木村 大和知 ひかげ 日影 11820-11821

高森町 牛牧 ひかげ ヒカケ 508 ６－１３ 99

高森町 牛牧 ひかげ 日カゲ ２７９０，２８０２－２８０３，２８３１，２８５１ ４－１２ 99

高森町 牛牧 ひかげ ヒカゲ ６７３，６７４，２６５０－２６６４，２８３１－２８３２ ５－１３ 99

高森町 下市田 ひかげ 日影 ２７２３－２７８５ ８－１２ 99

高森町 山吹 ひかげ 日カゲ １８８９－１９５０，4023 １０－８ 99

高森町 山吹 ひかげ ヒカゲ ５３８６－５３９４ 99

高森町 吉田 ひかげ 日影 ６９３－６９８，１０２１－１０５５ ８－１１ 99

高森町 吉田 ひかげ ヒカゲ ９７５－９９２，１０１７－１０２０ ８－１０ 99

天龍村 神原 ひかげ 日陰 3778-3785 106 90

天龍村 神原 ひかげ 日蔭 4066-4069，4164 105 90

天龍村 神原 ひかげ 日かげ 4741，4751-4753 146 90

天龍村 神原 ひかげ 日カケ 5722-5723 90 90

天龍村 神原 ひかげ 日カゲ 6109 20 90

天龍村 平岡 ひかげ 日蔭 2272 139 90

天龍村 平岡 ひかげ 日陰 514　,590 35 90

豊丘村 河野 ひかげ 日蔭 ６９２０－６９２１，７３８１，７３８３－７３８４ 五－4 137

豊丘村 河野 ひかげ 日影(陰） ７３５６－７３６０，７３６２－７３６３，７５２９－７５３１ 五－4 137

豊丘村 神稲 ひかげ 日影 ７３６４－７３６８ 二－5 28

松川町 生田 ひかげ 日影 ２８９５－２９１０，２９２０－２９３５，８１８２－８１８８ 31，63 41

泰阜村 打沢 ひかげ 日カゲ 1774-1786,1792-1793,1803-1807,1809 22 41

泰阜村 柿野 ひかげ 日カゲ 3522-3523 37 41

泰阜村 金野 ひかげ ひかげ 214-216 - 41

泰阜村 左京 ひかげ 日カゲ 5733,5744,5776,5916 53 41

泰阜村 左京 ひかげ 日蔭 5778-5784,5813 53 41

泰阜村 左京 ひかげ 日影 5825 53 41

泰阜村 南山 ひかげ 日影 6076-6078,6192-6193,6197 56 41

泰阜村 南山 ひかげ 日かげ 6435,6991,7008 70 41

泰阜村 南山 ひかげ 日影
6771-6773,6931,7023-7024,7773-7774,8389,7886,7891-
7893,7903

59,74 41

泰阜村 南山 ひかげ 日景 7886，7891-7893,7903 74 41

泰阜村 南山 ひかげ 日カゲ（かげ） 6986-6987 72 41

天龍村 平岡 ひかげあらし ヒカゲアラシ 255-256 86 23

喬木村 小川 ひかげい 日影井 8214-8215,8217

豊丘村 河野 ひかげいうえほらぐち 日影井上洞口７８９１－７８９３，４４７５－４４７９，６４２９，７８９６，７９０１
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阿智村 智里 ひかげおおだいら 日影大平 ４５７４～４５７９

阿智村 智里 ひかげがいと 日影垣外 ２２５６～２２６５，２７１１～２７１３

喬木村 小川 ひかげかわら 日影川原 7120-7129,7136-7142,7147-7161,7189-7190

喬木村 氏乗 ひかげかわら 日影川原 11019-11020

松川町 生田 ひかげきたぼら 日蔭北洞 ５１７２，５１７４－５１７８ 42 119

豊丘村 神稲 ひかげくぼ 日影久保 ７５３２－ 五－5 124

松川町 生田 ひかげくぼ 日影久保 ４９１２，４９３６，４９３９ 43 119

天龍村 平岡 ひかげこうしざわ ヒカゲコウシ沢224 49 18

阿南町 富草 ひかげざか 日陰坂 43～44，54～59

喬木村 加加須 ひかげざか 日影坂 5537

阿智村 清内路 ひかげざわ ヒカゲ沢 １４４９～１４６９

阿南町 富草 ひかげずみ ひかけずみ 5513

天龍村 平岡 ひかげそれ ヒカゲソレ 1488 ７２，７３ 43

阿南町 和合 ひかげぞれ ひかげぞれ 1097～1099

阿智村 春日 ひかげだ 日影田 １４３～１４４

阿智村 春日 ひかげだ 日影田 ２００７，２０４０，２０４３，２０８９～

阿智村 伍和 ひかげだ 日影田
１７４～１７８，５８９～５９９，９０６～９１２，９５４～９６７，１３
３４

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

阿南町 大下条 ひかげだ ヒカゲダ 232

阿南町 富草 ひかげだ 日蔭田 5551

阿南町 富草 ひかげだ 日かげ田 5826

阿南町 大下条 ひかげだ ヒカゲダ 118～119，403～404

阿南町 富草 ひかげだ ひかげ田 4700～4702

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

阿南町 富草 ひかげだ 日陰田？ 5352～5353

阿南町 富草 ひかげだ 日かげ田 5725，5766～5769

阿南町 富草 ひかげだ 日影田 6570～6576，6843～6848

阿南町 富草 ひかげだ 日かげ田 6938～6944

下條村 陽皐 ひかげだ 日影田 ２０６０～２０６２

下條村 陽皐 ひかげだ 日影田 ６５９７～６５９９

下條村 睦沢 ひかげだ 日影田 ６８４９～６８５０

下條村 陽皐 ひかげだ 日陰田 ６９５７～６９８２

下條村 睦沢 ひかげだ 日陰田 ７４７１，　７４７４

下條村 陽皐 ひかげだ 日影田

喬木村 小川 ひかげだ 日影田 9058-9059

喬木村 大和知 ひかげだ 日影田 11653-11655,11926-11927

豊丘村 河野 ひかげだ 日影田 ２７１６－２７１８ 二－2 146

豊丘村 河野 ひかげだ 日陰田
３７９０－３８００，４３０１－４３２０，４３２２－４３２７，４３３９
－４３４１，５６９４－５６９８

五－1 148

豊丘村 河野 ひかげだ 日蔭田 ４２９３－４３００ 五－2 61

豊丘村 神稲 ひかげだ 日影田 ４５８４－４６１１ 五－5 146

豊丘村 神稲 ひかげだ 日カゲ田 ２６７６－２６７９，２９２８－２９５０ 二－5 21

松川町 大島 ひかげだ 日影田 ５６３８－５６３９ 25 41
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松川町 生田 ひかげだ 日影田 １５９６－１６０３，１６０８－１６１３，３２５８－３２６７ 43 41

豊丘村 河野 ひかげだいした 日陰田井下 ８９９７－９０００ 五－4 173

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

阿智村 智里 ひかげだいら 日蔭平 １９８～

喬木村 氏乗 ひかげだいら 日影平 11220ｲ

喬木村 大和知 ひかげだいら 日影平 11938

天龍村 神原 ひかげだいら ヒカケ平（郷戸ヒラノ内）225 44 ,57 145

天龍村 神原 ひかげだいら 日陰平 3641,3786-3788 106 145

根羽村 平 ひかげだいら 日影平 5671～5672，5820

阿南町 富草 ひかげだなかせ 日かけ田中瀬6577～6588

天龍村 平岡 ひかげとうふれ 日影トウフレ 2057､2060、2064 96 ，110 45

天龍村 神原 ひかげどおし ヒカゲドヲシ 700 94 172

天龍村 平岡 ひかげのひら 日影ノ平 2199 140 87

阿智村 伍和 ひかげはた 日影畑
３７１～３９３，５７３～５７７，７２９，７３２～７３５，８２４～８３
４，８７５～８８１

阿智村 春日 ひかげばた 日影畑 ２２３６～２２３７

阿智村 駒場 ひかげばた 日影畑 ６２～

阿智村 伍和 ひかげばた 日影畑 ４３２９～４３３４

阿智村 伍和 ひかげばた 日カゲ畑 ５６０５～５６０６

阿南町 和合 ひかげばた 日影畑 73

阿南町 富草 ひかげばた 日かけ畑 5765

阿南町 富草 ひかげばた 日影畑 6849

阿南町 富草 ひかげばた ひかげ畑
4677～4678，4713～4715，4717～4728，4738～4741，
4748

喬木村 小川 ひかげばた 日影畑 7202-7205

喬木村 氏乗 ひかげばた 日かげ畠 9836-9842

喬木村 氏乗 ひかげばた ひかげ畑 9929-9930

喬木村 氏乗 ひかげばた 日かけ畑 10973

喬木村 大和知 ひかげばた 日影畑 11559-11780

天龍村 神原 ひかげばた 日カケ畑 6142 43 50

天龍村 平岡 ひかげばた 日蔭畑 2082 111 50

天龍村 平岡 ひかげばた 日影畑 2102 111 50

豊丘村 河野 ひかげばた 日カゲ畑 ４３２１－４３２２ 五－5 118

豊丘村 神稲 ひかげばた ヒカゲ畑 ６４２６，６４２８ 五－3 173

根羽村 中野 ひかげばた 日カケ畑 4372～4374

松川町 生田 ひかげばた 日陰畑 １８９３－１８９５ 50 119

松川町 生田 ひかげばた 日蔭畑 ５１７９ 42 119

泰阜村 柿野 ひかげばた 日影畑 3525-3527 37 41

泰阜村 高町 ひかげばた 日影畑 1023 19 41

阿南町 富草 ひかげばたごじゅうめ 日かげ畑五十目5752

阿智村 春日 ひかげばやし 日影林 ２１００～

阿智村 伍和 ひかげばやし 日影林 ５３８１～５３８６

阿南町 大下条 ひかげばやし ヒカゲ林 1059

阿南町 大下条 ひかげばやし 日影林 3658
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阿南町 富草 ひかげばやし 日蔭林 9873

阿南町 大下条 ひかげばやし ヒカゲ 2161，2178～2191

下條村 睦沢 ひかげばやし 日影林 １７１６

下條村 睦沢 ひかげばやし 日陰林 ６６３６

下條村 陽皐 ひかげばやし 日カゲ林 ３８１９～３８２０

喬木村 富田 ひかげばやし 日影林 13121-13146 2 25

喬木村 小川 ひかげばやし 日影林 7064-7118,7130-7135,7143-7146,7162-7164，7229-7230

喬木村 小川 ひかげばやし 日影林 8213,8263-8264

喬木村 小川 ひかげばやし 日影林 9056

高森町 山吹 ひかげばやし 日蔭林 ５１４３－５１４５ １０－６ 99

天龍村 神原 ひかげばやし 日蔭林 325，544，593-594 44 ,69 36

天龍村 平岡 ひかげばやし 日蔭林 1063 48 36

天龍村 平岡 ひかげばやし ヒカゲ林 1561 71 36

豊丘村 神稲 ひかげばやし 日カゲ林 ６４２６，６４２８ 二－5 173

豊丘村 神稲 ひかげばやし 日かげ林
１１８２２，１１８２４，１１８３５－１１８３７，１１８３９－１１８４
２

松川町 生田 ひかげばやし 日影林 １３８－１３９ 56 120

松川町 生田 ひかげばやし 日カゲ林 41 　　 120

泰阜村 打沢 ひかげばやし 日カゲ林 1835,1837,2015 22 41

泰阜村 田野口 ひかげばやし ヒカゲ林 5436-5437 34,36 41

泰阜村 南山 ひかげばやし 日カゲ林 7717-7718 75 41

泰阜村 南山 ひかげばやし 日影林 8676-8679 90 41

阿南町 富草 ひかげばやしながくぼ 日蔭林長久保9874

阿南町 大下条 ひかげひら 日カゲヒラ 3840～3849

喬木村 大島 ひかげぼら 日かげぼら 9801-9809

喬木村 大和知 ひかげぼら 日影洞 11557,11962-11963

松川町 生田 ひかげぼら 日蔭洞 ５６０７－５６１７ 41 120

喬木村 大島 ひかげぼらぐち 日影洞口 9796

阿南町 富草 ひかげみち ひかげみち 5635～5645

阿南町 和合 ひかげもちこや ひかげもち小屋1121～1123，1125

阿智村 春日 ひかげやま 日影山 ２０８９ロ

阿智村 智里 ひかげやま 日カゲ山 １９７～

阿南町 大下条 ひかげやま ヒカゲ山 3674

阿南町 大下条 ひかげやま 日カケ山 1006～1007

阿南町 富草 ひかげやま ひかげ山 5753～5756

下條村 睦沢 ひかげやま 日景山 ９９２４

下條村 睦沢 ひかげやま 日陰山 ７６０１～７６０２

喬木村 富田 ひかげやま 日かけ山 14184-14189 3 25

喬木村 氏乗 ひかげやま 日影山 10701-10704

天龍村 神原 ひかげやま 日陰山
2236-2239，2322-2326，2338-2340，2344-2345，2395-
2400，2401-2402，2435ﾉ2-2435ﾉ10，2435-2437

167 ,179 226

豊丘村 神稲 ひかげやま 日影山 １１８２３ 五－5 125

泰阜村 稻伏戸 ひかげやま ヒカゲ山 1434 20 41

泰阜村 稻伏戸 ひかげやま 日影山 1437 20 41
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阿智村 伍和 ひがし 東 ６３６６～６３６７

阿智村 浪合 ひがし 東 ９４９～９７７ロ

阿南町 富草 ひがし 東林下 238～253

阿南町 富草 ひがし 東 8235

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

下條村 睦沢 ひがし 東 １８３６

下條村 陽皐 ひがし 東 ２０４０

下條村 陽皐 ひがし 東 ３０４２

下條村 睦沢 ひがし 東 ６５８７～６５８９，６６１６

高森町 出原 ひがし ヒガシ 101 ８－９ 99

高森町 牛牧 ひがし 東 253 ６－１３ 99

高森町 山吹 ひがし ひがし 3952 99

高森町 山吹 ひがし 東 2550，2572，３１２６－３１２７ ９－７ 99

豊丘村 河野 ひがし 東 １２５２５－ 五－4 146

豊丘村 神稲 ひがし 東 五－3 104,107

平谷村 ムク沢 ひがし 東 １０５８－

松川町 生田 ひがし 東 ２８５１，２８５３，２８６７，２８７８－２８８３，８６８１ 31 27

松川町 大島 ひがし 東 １０１９－１０２０ 18 27

松川町 元大島 ひがし ひがし １３５２ 37 27

松川町 元大島 ひがし 東 ３６２４，３６２９－３６３２ 37 27

泰阜村 明島 ひがし 東 5233,5235-5238 50 25

泰阜村 左京 ひがし 東 6014 - 25

泰阜村 平島田 ひがし ヒガシ 3239-3241 40 25

泰阜村 南山 ひがし 東 6615,6617-6619,8153-8155,8167,8173-8174 72,92 25

大鹿村 大河原 ひがしいけじり 東池尻 4610－

高森町 上市田 ひがしうら 東裏 １７１－１７２，１９２－２３８ ６－１２ 99

高森町 山吹 ひがしうら 東裏
８４９５－８４９９，８５３１－８５３４，８５３９－８５４２，８５４４
－８５７２，８５８１－８５８７，８５９２－８５９４，８６００，８６３
０－８６４３

９－６ 99

松川町 上片桐 ひがしうら 東裏
５７３－５７６，６８８－６９０，７０４－７２０，７３４，２５０６－２
５６９，２６０１－２６０３

6 3

松川町 生田 ひがしおおくぼ 東大久保 ２６６４－２６６６，２６６９－２６７０，２６７９－２６８４ 24 41

天龍村 神原 ひがしおくあらき 東奥アラキ 3476 136 259

下條村 睦沢 ひがしかいと 東垣外 ４６６

阿南町 旦開 ひがしかいど 東開土 1333

阿南町 大下条 ひがしがいと 東開土 146～162

大鹿村 大河原 ひがしがいと 東垣外 5346－

下條村 睦沢 ひがしがいと 東垣外 ６６１４

下條村 睦沢 ひがしがいと 東垣外
９３９３，９３９５～９３９９，９４１１～９４１２，９４２１，９５２
２，９４３１

喬木村 氏乗 ひがしがいと 東垣外 10207

高森町 山吹 ひがしがいと 東垣外 3930 １０－８ 99

豊丘村 神稲 ひがしがいと 東垣外 二－5 18

松川町 生田 ひがしがいと 東垣外 ２８３５－２８５０，２８５２，２８５４－２８６３，２８８４－２８９４ 31 120

泰阜村 金野 ひがしがいと 東垣外 29-31 6 10
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泰阜村 南山 ひがしがいと 東垣外 6577 56,72 149

天龍村 平岡 ひがしがさわ 東ヶ沢 2573-2574 142 ,157 107

豊丘村 河野 ひがしがだいら 東ヶ平 二－2 147

喬木村 富田 ひがしがほら 東ヶ洞 13036-13049 2 25

高森町 上市田 ひがしがわ 東側 １７０，１７３－１９１ ６－１２ 99

松川町 元大島 ひがしくねぞい 東クネ添 86 55 120

阿南町 和合 ひがしくぼ 東久保 1584～1585

喬木村 小川 ひがしくらま 東くらま 8903,　8906

大鹿村 大河原 ひがしくれおど 東榑渡 1320，1624～1627

大鹿村 大河原
ひがしくれどどうそじ
んのみなみ

東榑渡道祖
神ノ南

4640～4641

阿南町 富草 ひがしごうしんびら 東合鴫平 8497～8502

大鹿村 大河原 ひがしこざわした 東小障下？ 131～142

松川町 元大島 ひがしこせ 東コセ １２３４ 38 120

松川町 元大島 ひがしこせ 東小瀬
１３２０－１３２１，１３３４－１３３６，２０９８，２１００，２１１７
－２１１８

38 120

松川町 元大島 ひがしこせ 東小セ ２０９６，２０９９ 38 120

松川町 元大島 ひがしこせ 東こセ
２０９７，２１０９－２１１０，２１１１，２１１３，２１１５－２１１
６，２１１９，２１２０－２１２２

38 120

松川町 元大島 ひがしこせ 東こせ
１３３２－１３３３，２１０１－２１０３，２１１２，２１１４，２３４８
－２３４９，２４９０

38 120

松川町 元大島 ひがしこせ 東小せ ２３６３ 38 120

阿南町 和合 ひがしざわ 東沢 1448～1449

阿南町 大下条 ひがしざわ ヒガシザワ 1981～１９８４,1990～1991,2002～2003

阿南町 富草 ひがしざわ 東沢 6447，6465～6470，6474

阿南町 富草 ひがしざわ 東澤 9602～9607，9677～9680

喬木村 氏乗 ひがししただいら 東下平 11253-11259

天龍村 神原 ひがしせとやま 東セト山 6334 91 330

阿南町 富草 ひがしだ 東田 721～723

下條村 陽皐 ひがしだ 東田 １９５９～１９７３

根羽村 萸野 ひがしだ 東田 3130～3131

松川町 元大島 ひがしだ 東田 １５５０－１５５４，１９１４－１９１５，２５４６，２５６４ 29，38 54

下條村 睦沢 ひがしだ？ 東田

高森町 下市田 ひがしだいち 東代地 １８９８－１９９３ ８－１４ 99

喬木村 氏乗 ひがしだいら 東平 11226-11252

高森町 山吹 ひがしだいら 東平 ４７２２－４７２７，４７３９－４７４１ １１－８ 99

阿南町 富草 ひがしだやま 東田山 713～716

泰阜村 南山 ひがしとうげ 東峠 8168-8169 92 150

松川町 元大島 ひがしなご ひがしなご ３８９８－３９０３ 37 120

根羽村 万場瀬 ひがしのおさ 東ノヲサ 1394～1399、1409

根羽村 黒地 ひがしのおさ 東ノヲサ 2556～2563

下條村 陽皐 ひがしのきり 東ノ切 ３１５１～３１６６

豊丘村 神稲 ひがしのさわ 東ノ沢 ３８９１－３９０６ 五－3 102

高森町 大島山 ひがしのじょう 東ノ城 ８４２－８４３ ６－１０ 60

高森町 吉田 ひがしのじょう 東ノ城 １３７５－１３７７ ９－１１ 60

豊丘村 神稲 ひがしのたいら 東ノ平 １０８０１－１０８０３，１０８０７－１０８１５ 五－1 104
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阿南町 富草 ひがしのまえ 東ノ前 2655～2659

阿南町 富草 ひがしのもと 東ノ下 8344

阿智村 伍和 ひがしはた 東畑 ６７４１～

阿南町 富草 ひがしはた 東畑 2690～2694，2716～2723

阿南町 和合 ひがしはた 東畑 2698～2701

阿南町 富草 ひがしはた 東畑 5885～5894

根羽村 一之瀬 ひがしはた 東ハタ 4868

阿智村 浪合 ひがしばた 東畑 ９５１～９５４

阿南町 富草 ひがしばた 東ばた 5849～5850

阿南町 富草 ひがしばた 東畑 7201～7203

下條村 睦沢 ひがしばた 東畑 ３１２９～３１３６，３２７９～３２８３

下條村 陽皐 ひがしばた 東畑 ６７７４｜６７７５ロ

高森町 山吹 ひがしばた 東バタ ３９１６－３９１９ １０－７ 100

天龍村 平岡 ひがしばた 東畑 329-330 47 120

天龍村 平岡 ひがしばた 東畑 762　,809 14 120

泰阜村 柿野 ひがしばた 東畑 3521 37 86

泰阜村 南山 ひがしばた 東畑 8793 94 86

阿南町 富草 ひがしはたばた 東畑ばた 5905～5906

高森町 山吹 ひがしはば 東ハバ 3915 １０－７ 96

高森町 山吹 ひがしはば 東羽場 ３９２２－３９２９，３９３１ノ１，３９３３，４３０４－４３２３ １０－７ 96

阿南町 富草 ひがしばやし 東林 8221～8222

下條村 陽皐 ひがしばやし 東林 １０７２～１０７５，１０７７

天龍村 平岡 ひがしばやし 東林 98,285-286,360-361,804,951 47 115

阿南町 富草 ひがしばやしした 東林下 237

阿智村 伍和 ひがしはら 東原 ３１０７～３１４８

豊丘村 神稲 ひがしはら 東原 １０６４６，１０６４８－１０６５０ 二－6 91

高森町 吉田 ひがしばら 東原 １４１０－１４２３，１８１５－1855 ９－１１ 100

阿智村 智里 ひがしはんば 東半場 １７～２２

松川町 生田 ひがしひら 東ヒラ ３５９１－３５９２，３６０９

松川町 生田 ひがしひら 東ヒラ ３５９１－３５９２，３６０９，3949-3952 43，53 37

松川町 上片桐 ひがしひら 東平 ４７８６－４７８７ 22 37

松川町 元大島 ひがしびら 東びら １３２２ 38 37

松川町 元大島 ひがしほうげ 東ホウゲ
４０３４－４０３５，４０３８－４０４５，４０８４－４０９４，４０９９
－４１０１

46，54 37

阿南町 大下条 ひがしぼら 東洞 2559～2560

阿南町 富草 ひがしぼら 東洞 7876～7884

喬木村 加加須 ひがしぼら 東洞 5253,5259,5359-5360,5362

豊丘村 河野 ひがしぼら 東洞 ４４２２－ 五－2 62

泰阜村 明島 ひがしぼら 東洞
4942-4946,4946,5018-5024,5026,5028-5041，5043-5045，
5047，5050-5052，5056，5058，5060-5063,5065-5069

34，39 79

豊丘村 神稲 ひがしぼり 東堀 ４７０５－４７０７，４７１０，５８０３

下條村 睦沢 ひがしまえだ 東前田

大鹿村 大河原 ひがしまきのの 東牧野々 1355－

大鹿村 大河原 ひがしまきのの 東牧野々 4588－
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大鹿村 大河原 ひがしまきののかわら
東牧野々河
原

1355～359

阿南町 富草 ひがしまた 東又 9843

高森町 山吹 ひがしまた 東又 ４６９７－４７０１ １１－８ 100

根羽村 小戸名 ひがしまた 東又 3402ﾛ，3444

松川町 上片桐 ひがしまちうら 東町裏 ２３３４－２３６８ 10 9

松川町 元大島 ひがしまと 東的 ４０９５－４０９８ 54 120

天龍村 神原 ひがしまるほそぐち 東丸細口 3511 136 261

松川町 元大島 ひがしみぞ 東溝 ３７９０－３８０２ 37 120

阿智村 智里 ひがしみちうえ 東道上 ２４～

豊丘村 河野 ひがしみちうえ 東道上 １３２５－１３２６ 五－4 173

阿智村 智里 ひがしみちした 東道下 １２～１６

天龍村 神原 ひがしむき 東向 5611 90 308

阿南町 富草 ひがしやぶ 東籔 8225

阿智村 智里 ひがしやま 東山 １～

阿智村 智里 ひがしやま 東山 ５０８６～

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

阿南町 大下条 ひがしやま 東山 3803

阿南町 大下条 ひがしやま ヒガシ 701～702

阿南町 富草 ひがしやま 東山 9202～9204

大鹿村 大河原 ひがしやま 東山 5177－

大鹿村 鹿塩 ひがしやま 東山 2459－

喬木村 小川 ひがしやま 東山 7170-7172,7218,7231

阿南町 富草 ひがしやまうえ 東山上 420～422

阿南町 富草
ひがしやまかわみな
み

東山川南 370

阿南町 富草 ひがしやました 東山下 371～376

阿南町 富草 ひがしやましんでん 東山新田 389

泰阜村 高町 ひがしやまだ 東山田 980 19 107

阿南町 富草 ひがしやまなか 東山中 389～390

天龍村 神原 ひがしやまぶき 東山吹 3400 107 255

天龍村 神原 ひかばじろ 火樺城 2663,2665-2667 185 ,190 237

根羽村 取手 ひきこだいら 引子平 4791

天龍村 神原 ひきさげ ヒキサゲ（郷戸ヒラノ内）151-152 22 138

天龍村 平岡 ひきすえ ヒキスヱ 2706

高森町 大島山 ひきち 引地 ８７５－８８１ ６－１０ 100

松川町 生田 ひきつるね 引釣根
７６９７－７７０６，７７０９－７７１７，７７２２，７７２８－７７３
０，７７８３－７８１１，７８２６，７８５７

58，59 120

大鹿村 大河原 ひきのた 引ノ田 4622～4623，4625～4627，4629～4632

大鹿村 大河原 ひきのだ 引野田 1591～1623，1628？～1697

大鹿村 大河原 ひきのたきたのはら 引ノ田北ノ原 4624－

大鹿村 大河原 ひきのたさか 引ノ田坂 4642～4643，4647

大鹿村 大河原 ひきのたさかじり 引ノ田坂尻 4653～4654

大鹿村 大河原 ひきのたどうのうえ 引ノ田堂ノ上 4621－
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大鹿村 大河原
ひきのたはんばしもだ
のあいひかげ

引ノ田半場
下田ノ合日
蔭

4639－

大鹿村 大河原 ひきのたほそくぼ 引ノ田細久保 4614－

大鹿村 大河原
ひきのたほそくぼみち
うえ

引ノ田細久
保道上

4615～4616

大鹿村 大河原 ひきのたみやのうえ 引ノ田宮ノ上 4617－

大鹿村 大河原 ひきのたもとはたぐち 引ノ田本畑口 4620－

大鹿村 大河原
ひきのたもとほそぐち
やまがみ

引ノ田本細
口山神

4619－

高森町 牛牧 ひきはり 引ハリ
１６２７－１６２８，１７００－１７１３，１７１５－１７２１，１７２５
－１７３４，１７３８－１７４０，１８８０－１８９０

５－１１ 100

天龍村 神原 ひきわり 引割 400 57 158

天龍村 神原 ひきわり 引割 601 56 158

阿智村 春日 びくがね ビクガネ ３００～

天龍村 平岡 ひぐち 樋口 241 47 119

豊丘村 河野 ひぐち 樋口 五－4 150

松川町 元大島 ひぐち 樋口 ４５２３－４５２５ 37 120

豊丘村 河野 びくにだいら 比丘尼平 ７４４５－７４４６

豊丘村 河野 びくにだいら？ 美国平 １９５１－１９８１，２０１６

泰阜村 高町 びくにんいわ びくにん岩 844-847,849 16,19 12

高森町 山吹 びくにんもり ビクニン森 ２６９６－２６９７ ７－７ 100

阿南町 大下条 ひくめどち ヒクメドチ 1459～1462，1466～1468

豊丘村 神稲 ひぐるだ 日隠田 １９８９－１９９１，２００４，２０１４－２０１５ 二－6 90

天龍村 神原 ひげづくり ヒゲ作リ 4266-4267 134 280

阿智村 智里 ひげねどこ ヒゲネドコ ６４～６７

阿智村 駒場 ひけのさわ 日ケノ沢 １６６７～１６６８，１６９３～１６９４

天龍村 平岡 ひこうぞうがいと 彦三垣外 1228-1232 ４３，６０ 38

下條村 陽皐 ひこえもんばた
彦右衛門畑
（田？）

２７８～２８０

下條村 睦沢 ひこくろうだ 彦九郎田 ５１４６～５１５０

泰阜村 怒田 ひこさく 彦作 3066-3067 38,43 110

阿智村 伍和 ひこざわ 彦沢
４３３６ノ２，４３４３～４３４５，４３６１，４３６３～４３６６，４３
９６～４４０１，４４０９～４４１６

阿智村 智里 ひこしち 彦七 ３９１～３９２

松川町 生田 ひこじゅうがいと 彦十垣外 ４２５－４３２ 48 121

豊丘村 河野 ひこじり 彦ジリ ４４６１－４４６２，４４７２ 五－4 143

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

松川町 元大島 ひこすけだ 彦助田 ４４９－４５６，４５８ 46 121

阿南町 富草 ひこすけはた 彦助畑 2108～2110

下條村 睦沢 ひこぞうた 彦三田 ３５９

阿智村 伍和 ひこぞうだ 彦三田 ６１４６～６１４７，６１５６

松川町 元大島 ひこぞうだ 彦藏田 １１０３ 46 121

天龍村 神原 ひこぞうづくり 彦藏作リ 2336 179 227

阿智村 智里 ひこぞうばた 彦造畑 ２２５７～２２６０

阿南町 富草 ひこだ 彦田 532

泰阜村 南山 ひこたばた 彦田畑 9006 63,64 150
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天龍村 神原 ひこづくり
彦作（郷戸ヒ
ラノ内）

177 22 141

高森町 牛牧 ひこへいだ 彦平田 ２２９７－２２９９ ５－１２ 100

阿南町 大下条 ひこべえだ 彦兵エ田 2585～2587

下條村 睦沢 ひこべえだ 彦平田 ３５２

根羽村 新井 ひこべえだ 彦兵エ田 608～618，623

阿智村 伍和 ひこまつやしき 彦松屋敷 ６４６４～６４６５

喬木村 大島 ひざたて ヒサタテ 9810

下條村 睦沢 ひさばた 久畑 ６００５，６０１８～６０１９，６０２１

下條村 睦沢 ひざわ 火沢 ４１２４，４１２６，４１６３～４１７９，４２９８～４３１２

下條村 睦沢 ひざわ 火沢 ４３３６，４３５９～４３６１，４３６７～４３７３，４３７８～４３８４

下條村 睦沢 ひざわ 火沢 ４３８６，　４４０６

天龍村 神原 ひしつくり ヒシ作リ 3845 92 270

天龍村 神原 ひじつくり ヒジ作リ 6329 92 270

阿南町 大下条 ひしばた ヒシバタ 1818

阿南町 富草 びしゃもん ヒシヤモン 4678～4681，4683

阿南町 和合 ひじり ひじり 2313

天龍村 神原 ひじり
ヒジリ（倉ﾉ平
ﾋﾗﾉ内）

1425-1426 ,1428 123 ,138 202

豊丘村 河野 ひじり 樋尻 ３９３８－ 二－4 71

天龍村 神原 ひじりさわうえ ヒシリ沢上 1568 138 206

阿南町 大下条 ひじりだ ヒヂリ田 1118～1119

泰阜村 南山 びじりたき ビジリ瀧 9009 65 150

阿南町 富草 ひじりづか ひじり塚 5594～5595

天龍村 神原 ひちおちくら
ヒチヲチ倉
（大久名ノ
内）

409 44、４５ 160

天龍村 神原 ひちぐり ヒチクリ 3600 106 266

泰阜村 明島 ひちこ 七子 5246 50 79

泰阜村 明島 ひちこ ヒチコ 5248 50 79

泰阜村 打沢 ひちじゅうめ 七十目 2371 25 56

泰阜村 唐笠 ひちしょうまき 七升蒔 4055-4056 14 88

阿南町 富草 ひちそくめん 七束免 1222～1223

阿南町 富草 ひちとうめん 七斗免 551

阿南町 大下条 ひちひゃくめ 七百目 81～83

下條村 睦沢 ひちひょうえだ 七兵衛田 ７４４１

阿南町 富草 ひちへいだ 七平田 9094～9096

阿南町 富草 ひちへいやま 七平山 9055～9057

下條村 睦沢 ひちべえはた 七兵エ畑 ７３８１

下條村 睦沢 ひちほんぎ 七本木 ６６８１～６６８３

阿南町 富草 ひちろうだ 七郎田 5275～5279

阿南町 富草 ひちろうたまわり 七郎田廻り 5235

天龍村 神原 ひっきりなぎ ヒッキリナギ 3535　,3538 120 262

天龍村 神原 ひつこし ヒツコシ 893-895 82 ,95 182
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松川町 元大島 ひっこみばやし 引込林
５２６０－５２６１，５２６２ノ５－５２７４，５２７６－５２７７ノ３，
５２７９－５２８２

27 43

阿南町 和合 ひつそげ ひつそげ 2050～2053

天龍村 神原 ビツタレ びつたれ 5823 79 313

阿南町 和合 ひっぱげ ヒッパゲ 2054～2056

天龍村 神原 ひでりいど
ヒテリイト（郷
戸ヒラノ内）

171 33 ,44 141

阿智村 伍和 ひとあらしば 人アラシバ ６８８２～６８８３

天龍村 平岡 ひといし 人石 1765 84 65

天龍村 平岡 ひといしくぼ 壱石久保 2191 124 86

天龍村 神原 ひとくちばた 一口畑 2114 168 222

泰阜村 怒田 ひとくちばやし 一口林 3079-3080 38 110

天龍村 神原 ひとついし 一ﾂ石 136-137 21 65

天龍村 神原 ひとついし 一石 241 33 65

天龍村 神原 ひとついし 一ツ石 3381,3411-3413 80 ,93 65

天龍村 平岡 ひとついし 壱石 2435-2436 169 65

阿南町 富草 ひとつうつ 壱ツウツ 2638，2695，2708～2715

阿南町 大下条 ひとつうつ ヒトツウツ 1050～1052，1104

天龍村 神原 ひとつうつ ヒトツウツ 5839 78 ,79 313

泰阜村 南山 ひとつうつ 一ツウツ 8905-8908 78 150

喬木村 氏乗 ひとつかま 一ツ釜 11218

阿智村 春日 ひとつだ 一ツ田 １６５４～

阿智村 春日 ひとつだ 一ツ田 ２０７０～

阿智村 駒場 ひとつだ 一ツ田 ５３３～

阿智村 智里 ひとつだ 一ツ田 ４２１～

阿南町 富草 ひとつだ 壱ツ田 477～478，502～504

阿南町 富草 ひとつだ 壱ツ田 1435

阿南町 大下条 ひとつだ 一ツ田 1444

阿南町 大下条 ひとつだ 一ツ田 2004

阿南町 富草 ひとつだ 壱ツ田 5580

阿南町 富草 ひとつだ 一ツ田 5939

阿南町 富草 ひとつだ 壱ツ田 7216

阿南町 富草 ひとつだ 壱ツ田 9127

阿南町 大下条 ひとつだ ヒトツ田 198～199

阿南町 大下条 ひとつだ 一ツ田 386～387

阿南町 富草 ひとつだ 一ツ田 7667～7671

下條村 陽皐 ひとつだ 一ツ田 ４１４９

下條村 陽皐 ひとつだ 一ツ田 ５２２６

下條村 睦沢 ひとつだ 一ツ田 ８６２３

下條村 睦沢 ひとつだ 一ツ田 １０１８５，　１０１８７

下條村 陽皐 ひとつだ 一ツ田 １９３４～１９３６，２３７４

下條村 睦沢 ひとつだ 一ツ田 ７５３４～７５３５

高森町 吉田 ひとつだ 一ツ田 1787 ８－１１ 100

天龍村 平岡 ひとつだ 一ツ田 878
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根羽村 小川 ひとつだ 一ツ田 3730

泰阜村 稻伏戸 ひとつだ 一ツ田 1400,1501-1504 20 47

泰阜村 唐笠 ひとつだ 一ツ田 3939-3940 12 47

泰阜村 黒見 ひとつだ 一ツ田 4297 - 47

泰阜村 左京 ひとつだ 一ツ田 5967-5968,5976,6039 53 47

泰阜村 南山 ひとつだ 一ツ田 7725-7726,8645-8646 53,90 47

泰阜村 南山 ひとつだ 壱ツ田 8247，8415 89,91 47

阿南町 富草 ひとつだいした 一ツ田井下 5938

下條村 睦沢 ひとつだはた？ 一ツ田畑

阿南町 大下条 ひとつばやし 一ツ林 374～378

阿智村 智里 ひとつぼら 一ツ洞 ２８２７，２８３１～２８３２

下條村 睦沢 ひとつめ 一メ目 ８８０１～８８０５

喬木村 小川 ひとめだ 一目田 7333

高森町 山吹 ひどろ ヒドロ ２６７２－２６８４ ８－７ 100

根羽村 日向 ひとわ 一輪 5355～5362，5670

阿智村 駒場 ひなた 日向 １０１５～１０１６

阿智村 駒場 ひなた 日向 １６９６，１６９８～

阿智村 伍和 ひなた 日向 １８２４～１８５７，３７１１ロ

阿智村 伍和 ひなた 日向
３９５４～３９６２，４２３５～４２４３，４２４５～４２４７，４３７５
～４３８０

阿智村 伍和 ひなた 日向 ４４３１～４４３４，４４９４

阿智村 伍和 ひなた 日向 ６６４５～６６６０

阿南町 富草 ひなた 日向 3172

阿南町 大下条 ひなた ヒナタ 316

阿南町 和合 ひなた 日向 1914

阿南町 富草 ひなた 日なた 4742

阿南町 旦開 ひなた 日向 1080～1088

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

阿南町 富草 ひなた 日向 5847～5848，5871，5882～5883

阿南町 富草 ひなた 日向 8740～8742

大鹿村 鹿塩 ひなた 日向 1839～1868？，1877～1880？

下條村 陽皐 ひなた 日向 ２９３８

下條村 睦沢 ひなた 日向 ４５２４

下條村 陽皐 ひなた 日向 ６４６８

下條村 睦沢 ひなた 日向 ６７３８

下條村 睦沢 ひなた 日向 ２９７０～２９７１，２９８６～２９９１

下條村 睦沢 ひなた 日向 ３３３８～３３４２，３３５７～３３５８，３３６０

下條村 睦沢 ひなた 日向

７７６１，７７６３，７７６９，７７７６，７８００～７８０２，７８７６
～７８７９，８４６４～８４６８，８４７０，８４７４，８４９０～８４９
１，８５９７，８６０２～８６０４，８６１３，８７１０，８８２５～８８
３７

喬木村 富田 ひなた 日向 14900-14906 4 26

喬木村 大和知 ひなた 日向 11741-11745

高森町 牛牧 ひなた 日向 2787 ５－１１ 100

高森町 牛牧 ひなた ヒナタ ２１２０，　２１２４ ５－１２ 100
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高森町 山吹 ひなた 日向 ８８４２，２８１２－２８４９，２８６４－２８６９，４０１０－４０１５ ８－８ 100

天龍村 神原 ひなた 日向 2762  85

天龍村 神原 ひなた 日向 3187 81 85

天龍村 神原 ひなた 日向 3975-3978 105 85

天龍村 神原 ひなた 日向 4064-4065 105 85

天龍村 神原 ひなた 日向 4633-4638，5003-5006 146 85

天龍村 神原 ひなた 日向 5731 77 ,90 85

天龍村 平岡 ひなた ひなた 2177　，2185 110 85

天龍村 平岡 ひなた ヒナタ 2704 171 ,172 85

天龍村 平岡 ひなた ヒナタ 2386,2704-2705 154 85

豊丘村 河野 ひなた 日向 ６８８－６９１，７２２－７２４

豊丘村 神稲 ひなた 日向 ４４２７－ 二－4 88

松川町 生田 ひなた 日向
２９６０－２９６４，２９７８，２９８０－２９８２，８３３９－８３５
１，８４２7

40，63 121

泰阜村 打沢 ひなた 日向 2413 22 40

泰阜村 黒見 ひなた 日向 4345-4349 30 40

泰阜村 左京 ひなた 日向 5741-5742,5745 53 40

泰阜村 南山 ひなた 日向 6301-6305,6314-6316,7566-7567,8036,8611-8615 70,74,90 40

天龍村 平岡 ひなたあらし ヒナタアラシ 254 86 23

松川町 生田 ひなたい 日向井 ８８１０ 32 121

大鹿村 鹿塩 ひなたうえ 日向上 1869～1870

大鹿村 鹿塩 ひなたうえ 日向上 1869～1870

喬木村 富田 ひなたうしろ 日向後 14867-14868

喬木村 富田 ひなたうしろやま 日向後山 14869-14872 4 26

阿智村 駒場 ひなたおおびら 日向大平 ２２３０～

喬木村 富田 ひなたかいと 日向垣外 14894-14899 4 26

豊丘村 神稲 ひなたがいと 日向垣外
１５２９，１６８２－１６９８，２０２４，２０６０－２０６８，１０７２
７－１０７３０

五－2 47

泰阜村 南山 ひなたがいと 日向垣外 6306-6313,6323,6491 70 40

阿南町 富草 ひなたかみひゃくめ 日向上百目 1677～1679

松川町 生田 ひなたくぼ 日向久保 ４５０１，４５２２－４５３１ 121

阿智村 智里 ひなたごう 日向郷 ９３６，１０６０～１０８６

阿智村 智里 ひなたごうかわら 日向郷川原 １０８８～１０９２

阿南町 和合 ひなたざか 日向坂 2196

豊丘村 神稲 ひなたざわ 日向沢 １２０１８－１２０３０，８８３３－８８３４，８８３６－８８５２ 二－6 88

泰阜村 南山 ひなたじり 日向尻 6317 70 40

大鹿村 大河原 ひなたぜ 日向瀬 330～341

大鹿村 大河原 ひなたせきたのきり
日向瀬北ノ
切

4219－

大鹿村 大河原 ひなたせみなみ 日向瀬南 4214～4218

阿南町 富草 ひなただ 日向田 28～35

下條村 陽皐 ひなただ？（まえ） 日向前 ６６００～６６０８

天龍村 神原 ひなただいら 日向平 2774-2776,2779,2803-2815,2845-2850,2852,2876,2906 165 ,166 235

喬木村 富田 ひなたつるね 日向ツルネ 14920-14922 4 26

阿南町 富草 ひなたとうげ 日向峠 6418～6419，6422～6426
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阿南町 富草 ひなたなかのわり 日向中の割 1680～1681

阿南町 富草 ひなたのした 日向ノ下 3186～3187

天龍村 神原 ひなたのむかい 日向ノ向 2639 177 237

阿智村 駒場 ひなたばた 日向畑
６５４～６５５，６５９，６６５～６７３，６７６，６８０イ２，６８１～
６８３，６８６

阿南町 大下条 ひなたばた 日ナタ畑 2005

下條村 睦沢 ひなたばた 日向畑 ４３９２

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

下條村 睦沢 ひなたばた 日向畑 ５６８～５６９，６７５～６７６，７５３～７５５

下條村 陽皐 ひなたばた 日向畑 ６４０４～６４２７

下條村 睦沢 ひなたばた 日向畑 ６４３７～６４３８，６４４０～６４４１

下條村 睦沢 ひなたばた 日向畑 ６９１６～６９１７，７２６６～７２６７

喬木村 富田 ひなたばた 日向畑 14516-14532,15040-15044

天龍村 神原 ひなたばた 日向畑 574 68 166

松川町 生田 ひなたばた 日向畑 １３９５，１３９７ 62 121

阿智村 伍和 ひなたばたけ 日向畑 ４３８２～４３８８

阿南町 富草 ひなたばやし 日向林 177

高森町 山吹 ひなたばやし 日向林 ７４５６－７４６４ 100

天龍村 平岡 ひなたばやし ひなた林 1067 , 1069 48 36

天龍村 平岡 ひなたばやし 日向林 1350-1351 61 36

泰阜村 高町 ひなたばやし 日向林 1125-1128,1130 8,20 18

泰阜村 南山 ひなたばやし 日向林 7516 72 18

大鹿村 大河原 ひなたばやし？ 日向林植林 5268～5270

大鹿村 大河原 ひなたはら 日向原 5124～5130，5132～5138

大鹿村 大河原 ひなたばら 日向原 2867～2888，2897～2914

大鹿村 大河原 ひなたひかげ 日向日影 4296－

阿南町 大下条 ひなたひら 日向平 1965～1969

阿南町 大下条 ひなたひら 日向平 2153～2158

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

松川町 生田 ひなたぼら 日向洞 ８６３８－８６５１ 64 121

喬木村 氏乗 ひなたほらぐち 日向洞口 11222-11223

阿南町 富草 ひなたまえ 日向前 3678

下條村 睦沢 ひなたまえだ 日向前田 ６７５７，６７６１～６７６４

天龍村 平岡 ひなたみようじ ヒナタミヨウジ 237 ６３，６４ 20

阿智村 伍和 ひなたむかい？ 大日向 ９４～１０６

下條村 睦沢 ひなたむくり 日向ムクリ ２２２４

下條村 睦沢 ひなたやしき 日向屋敷 ６７５３

豊丘村 河野 ひなたやすみ 日向休 ２０８４－２０９４ 五－4 143

阿智村 春日 ひなたやま 日向山 ３６３～

阿智村 駒場 ひなたやま 日向山 ２２２７～

阿智村 伍和 ひなたやま 日向山
１３７６～１３７９，３６８９～３７００，３７１０，３７１３～３７１
５，３７１９～３７２１

阿智村 伍和 ひなたやま 日向山 ４３８９～

阿智村 伍和 ひなたやま 日向山 ７５６７～７６１２
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阿智村 智里 ひなたやま 日向山 ３８７９～３８８３，３８８６

阿南町 大下条 ひなたやま 日向山 3479～3481

喬木村 富田 ひなたやま 日向山 14873 4 26

高森町 牛牧 ひなたやま 日向山 １６５６－１６５８，１６６０，１６６８，１６７６－１６７７ ５－１１ 101

天龍村 神原 ひなたやま 日向山 2763　,2773 165 ,166 235

豊丘村 神稲 ひなたやま 日向山 ３９６２－ 二－6 90

泰阜村 南山 ひなたやま 日向山 6294-6300 70 41

阿南町 大下条 ひなつちさか ヒナツチ坂 2370

阿智村 伍和 ひのいり 日ノ入 ４８２３～４８４７

阿智村 伍和 ひのいりかわら 日ノ入川原 ４８６３～４８７０

阿智村 伍和 ひのいりさかみちうえ 日ノ入坂道上 ４７６３～

阿智村 伍和 ひのいりさかみちした 日ノ入坂道下 ４７６２～

阿智村 伍和 ひのいりしもぬま 日ノ入下沼 ４８４９～４８６２

阿智村 伍和 ひのいりやま 日ノ入山 ４９７５～４９７６

天龍村 神原 ひのき ヒノ木 3515 107 261

下條村 陽皐 ひのきいど 檜井戸 ２７９８

阿南町 富草 ひのきがいと 檜垣外 6881～6883

阿南町 富草 ひのきがいと 桧垣外 6924～6928

阿南町 大下条 ひのきがくぼ 檜ヶ久保 62～63

泰阜村 高町 ひのきがね 檜木ｹ根 913-918 17 35

泰阜村 南山 ひのきがね 檜ｹ根 7381 61,62 35

泰阜村 南山 ひのきがね 檜ｹ根 7739 75 35

松川町 元大島 ひのきさわ 檜沢 ７６７９－７６８９，７６９２－７６９６ 58，59 121

天龍村 平岡 ひのきざわ ヒノキ沢 244-245 ６２，７４ 21

天龍村 神原 ひのきだいらまえ 檜平前 2624 186 235

天龍村 神原 ひのきだち 檜立 5883　，5910 66,67 316

天龍村 平岡 ひのきたわ ヒノキタワ 2630-2654 171 110

天龍村 神原 ひのきのたいら 檜ﾉ平 2627　,2629 186 235

天龍村 神原 ひのきのたいらわき 檜ノ平脇 2626　,2628 186 236

阿南町 富草 ひのきのもと 檜ノ本？ 1402～1406

阿南町 大下条 ひのきのもと 檜ノ本 121

阿南町 大下条 ひのきのもと 桧ノ本 122，131～133

阿南町 大下条 ひのきばおら 檜洞 262，　264

大鹿村 鹿塩 ひのきばし 檜橋 4212～4213

天龍村 平岡 ひのきばやし 桧林 2565 141 ,156 106

泰阜村 平島田 ひのきばやし 檜林 3378 39 35

阿南町 富草 ひのきぼら 檜木洞 441

阿南町 富草 ひのきぼら 桧洞 5720

阿南町 富草 ひのきぼら 桧洞 7778

阿南町 富草 ひのきぼら 桧木洞 5701～5708

阿南町 富草 ひのきぼら 檜（桧）洞 7699，7718～7719

泰阜村 高町 ひのきぼら 檜木洞 836-841 16 35

阿南町 富草 ひのきぼらいした 桧木洞井下 5711～5719
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阿南町 大下条 ひのきもと ヒノキモト 1117

松川町 生田 ひのくち 樋ノ口 ３７７７－３７８９ 37 120

阿智村 伍和 ひのけばた 日のけ畑 ２１８３～２１８５，２２４８

大鹿村 大河原 ひば（べ）なまるほっき
ヒバ（ベ）ナマ
ルホッキ

4731，4765～4766

下條村 陽皐 ひばた 火畑
５８０２～５８１２，５８１６～５８１８，５８２０～５８２３，５９２４
イ～５９３１

大鹿村 大河原 ひばな ヒバナ 4732～4735

大鹿村 大河原 ひばな ヒバナ 4732～4735

豊丘村 河野 ひはなぎ ヒハナギ ４１０６－４１０９，１２５２６ 五－5 113

天龍村 平岡 ひばのひら
桧バノ平（黒
石高久立谷
ノ内）

698-699 8 127

大鹿村 大河原 ひばやま
大西ノ分ヒバ
山

4319～4320，4322～4325

根羽村 檜原 ひばら 檜原 1056～1063，1219

根羽村 檜原 ひばらいりぐち 檜原入口 1051ノ1，1054

根羽村 檜原 ひばらおおみちした 檜原大道下 1048，1063ﾛ

根羽村 檜原 ひばらかわむかい 檜原川向 1094

根羽村 新井 ひばらだ 檜原田 962～970，978

根羽村 新井 ひばらだうえ 檜原田上 989

阿南町 大下条 ひびはら 日比原 1394～1399，1401～1403，1407～1417，1424

喬木村 氏乗 ひひりば ひひりば 11411ｲ

下條村 陽皐 ひふりば 火振場 １１３８～１１４０

泰阜村 左京 ひまご ヒマゴ 5460,5468,5475-5484,5486,5491-5492，5512-5513 39 104

根羽村 高橋 ひみず 日水 4944

根羽村 高橋 ひみず 清水 4945～4948

阿南町 富草 ひめこね 姫子袮 443～444

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

天龍村 平岡 ひめみや ヒメミヤ 418 ７３，７４ 31

阿智村 伍和 ひめみやうしろぐち 姫宮後口 ５０９０～５０９２

阿智村 伍和 ひめみやだいら 姫宮平 ５０６７，５１００～５１０６

阿南町 和合 びやがいと びや垣外 591～601，603，605～608，610～616

下條村 陽皐 ひゃくかり 百刈 ４６７～４６８，４７０～４７８

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

阿南町 富草 ひゃくだ 百田 7232～7235

高森町 牛牧 ひゃくだ 百田 ５６０－５９１イ ６－１４ 101

豊丘村 河野 ひゃくだみちした 百田道下 ６１０７－６１１３ 五－5 173

阿南町 富草 ひゃくなまえだ？ 百名前田？ 8783

阿南町 富草 ひゃくはた 百畑 127～128

下條村 睦沢 びやくび び屋首 ７７６４

下條村 睦沢 びやくび ビヤクビ
７８３６９，７８９４，７８９８，７９００～７９０１，７９０４～７９０
９，７８１７，７９３９～７９４０，８０２０～８０２３

下條村 睦沢 びやくび ビヤクビ ８０２３～８０２６，８０３１～８０３５，８０４２

泰阜村 唐笠 びやくび ビヤ首 3980-3981 12 88

天龍村 神原 ひやくぼ ヒヤ久保 4329 163 283
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下條村 睦沢 びやくぼ ビヤクボ ８０２３

阿南町 富草 ひゃくめ 百目 1070～1071

阿南町 富草 ひゃくめ 百目 1987～1988

阿南町 富草 ひゃくめ 百目 3004～3005

阿南町 大下条 ひゃくめ 百メ 2901～2906

阿南町 富草 ひゃくめ 百目 5663～5664

阿南町 富草 ひゃくめ 百め 5865～5866

下條村 睦沢 ひゃくめ 百目 １７２０～１７２２

下條村 睦沢 ひゃくめ 百目 １８０１～１８１２

下條村 睦沢 ひゃくめ 百目 ２３１５～２３１８

高森町 牛牧 ひゃくめ 百目 ２６２６－２６３２，２６３６－２６３８ ６－１１ 101

泰阜村 打沢 ひゃくめ 百目 2315-2317,2519-2521 25，41 56

泰阜村 柿野 ひゃくめ 百目 3633 37 56

泰阜村 南山 ひゃくめ 百目 7861,7985-7987 74 56

下條村 睦沢 ひゃくめがいと 百目垣外 １８２０

阿南町 旦開 ひゃくめだ 百目田 2489，2491～2493

松川町 元大島 ひゃくめだ 百目田 ３７８ 47 121

阿智村 伍和 ひゃくめばた 百目畑 ４６４７，４６５１～４６５８，４６７４

根羽村 小川 ひゃくめばた 百目畑 3915

阿智村 伍和 ひゃくやま 百山 ２５４５～２５５１

阿智村 伍和 ひゃくやまいしはら 百山石原 ２５５２～

阿智村 伍和 ひゃくやまのした 百山ノ下 ２５５４ノ２

天龍村 神原 びやぐり ビヤグリ 5902 67 ,79 317

天龍村 神原 ひゃくりょうばた
百両畑（郷戸
ヒラノ内）

208 56 144

阿智村 春日 ひやけ 日焼 ２４４５～２４４７

阿智村 駒場 ひやけ 日ヤケ １４１１，１４１３～１４１４

阿智村 駒場 ひやけ ヒヤケ ３９８，４００，４０６～４０７

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

阿智村 智里 ひやけ 日ヤケ ３６９～３７３

阿南町 富草 ひやけ 日屋け 1879

阿南町 富草 ひやけ 日やけ 1886～1888

下條村 陽皐 ひやけ ヒヤケ ６１６１～６１６２

下條村 睦沢 ひやけ ヒヤケ

豊丘村 神稲 ひやけ ヒヤケ ５８５９－

泰阜村 稻伏戸 ひやけ 日焼 1370-1373,1375,1382-1383 20 43

泰阜村 稻伏戸 ひやけ 日ヤケ 1377-1380,1460-1461 20 43

泰阜村 稻伏戸 ひやけ ヒヤケ 1406-1407,1455,1458,1467-1469 20 43

泰阜村 打沢 ひやけ 日ヤケ 2366-2369 25 43

阿智村 春日 ひやけだ 日焼田 １９２０～１９３２

阿智村 駒場 ひやけだ ヒヤケ田 ４０２～

阿智村 駒場 ひやけだ 日焼田 ４７７～４７９

下條村 陽皐 ひやけだ 日焼田 ２４３７～２４４６，２４４８，２４５５

豊丘村 河野 ひやけだ 日焼田 ５２３２－５２３３ 五－5 17
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豊丘村 神稲 ひやけだ 日焼田
４９２４－４９２７，４９３４－４９３６，４９３９－４９４５，４９４７
－４９５６，４９６２，４９７６－４９７８

二－5 17

泰阜村 左京 ひやけだ 日焼田 5714 53 43

泰阜村 高町 ひやけだ 日焼田 943-947 19 43

泰阜村 怒田 ひやけだ 日焼田 3007-3008,3011,3021-3023,3038 41 43

天龍村 神原 ひやけづくり 日ヤケ作リ 6143 43 324

天龍村 神原 ひやけばた ヒヤケ畑 1486-1488，1496-1497 138 205

豊丘村 河野 ひやけばた 日焼畑
４４４１－４４７４，４６２２－４６２４，４６６９－４６７１，４６９
３，５４１６－５４２０

五－5 125

阿智村 春日 ひやけみずじり 日焼水尻 ２４８０～２４８２

阿南町 大下条 ひやだ ヒヤダ
1152～1154，1161～1163，1170～1171，1183～1187，
1208

天龍村 神原 ひやだくぼ ヒヤダ久保 242-250 45 147

阿南町 大下条 ひやだぼら ヒヤダ洞 1155～1156，1164～1165

阿智村 智里 ひやとや ヒヤトヤ ４５５８～

阿南町 旦開 ひやま 檜山 1

豊丘村 河野 ひやま 日山 ４９２８－４９３０，４９３２－４９３３，４９４６ 五－4 150

豊丘村 河野 ひやまくち ヒヤマクチ ７４７６－７４７８

天龍村 神原 ひやみず 冷水 1862 167 214

天龍村 神原 ひやみず 冷水 2385 167 ,178 228

下條村 睦沢 ひやり ヒヤリ
９４４２，９６９６～９６９７，９６９９～９７００，９７５０～９７５
４，９７６０

天龍村 神原 ひよ ヒヨ 1734

阿南町 大下条 ひょうえばた 兵エ畑 1962

大鹿村 大河原 びょうぶ 屛風 4517～4519

阿南町 大下条 ひよけ 日除 950

阿南町 和合 ひよごや ヒヨ小屋 330

天龍村 神原 ひよさわ ヒヨサワ 950-953 82 152

天龍村 神原 ひよざわ ヒヨ澤 310，481-485 57 152

天龍村 神原 ひよざわ
ヒヨ沢（大久
名平ノ内）

426431 70 152

天龍村 神原 ひよしざわ 日吉沢 2733-2734,2745-2746 164 ,165 239

天龍村 神原 ひよしだいら 日吉平 3050　,3052,3068 137 248

天龍村 神原 ひよしだいらもりした 日吉平森下 3077 137 248

天龍村 神原 ひよしだいらやました 日吉平山下 3080 137 248

天龍村 神原 ひよしやま 日吉山 3115,2121-2124,3126-3141 137 249

豊丘村 神稲 ひよどりはこ ヒヨドリハコ ７３１２－ 五－3 107

下條村 睦沢 ひよりなぎ ヒヨリナギ ７５９４～７５９５，７５９８～７６００

阿南町 富草 ひら ヒラ 1695～1700

阿南町 富草 ひら 平 1719～1729

阿南町 大下条 ひら ヒラ 514

阿南町 旦開 ひら 平 2132～2141，2143、2145～2146

阿南町 和合 ひら ヒラ 289～293，297，298

阿南町 大下条 ひら 平 571～574，937～942，1111～1117，1120～1126

阿南町 大下条 ひら ヒラ 948，　986

下條村 陽皐 ひら 平 ２８７７，　２８７９
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下條村 陽皐 ひら ヒラ ５５３１～５５３２，５５３５～５５３６，５５４２

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

喬木村 富田 ひら 平 14926-14932 4 26

喬木村 加加須 ひら 平 5274ﾉ8,5279-5280

喬木村 加加須 ひら ヒラ 5285

喬木村 加加須 ひら ひら 5552ﾉ7

喬木村 小川 ひら 平 6332

喬木村 小川 ひら 平 7430

喬木村 小川 ひら 平 8178

喬木村 大和知 ひら ひら 11723

高森町 出原 ひら ヒラ 112 ８－９ 101

高森町 牛牧 ひら ヒラ 1379 ５－１３ 101

高森町 山吹 ひら ヒラ ３０４８－３０４９，5255 101

豊丘村 河野 ひら ヒラ １０２２５－ 二－4 81

豊丘村 神稲 ひら 平？ 平岩 ８９６－８９９ 五－3

松川町 元大島 ひら 平 ７３４，７３７，７３９，８０５－８０９ 54 33

松川町 元大島 ひら ひら １８２６，１８６２ 28 33

松川町 元大島 ひら ヒラ ３６０１－３６０３，３６１３－３６１４ 37 33

天龍村 神原 ひらいし 平石 2504 56

天龍村 平岡 ひらいし 平ラ石 1718 71 56

天龍村 平岡 ひらいし ヒラ石 1562　，1563 71 56

松川町 上片桐 ひらいし 平石 ４０１１－４０１９，４０４４－４０４６，４０５０－４０５１ 15 19

天龍村 神原 ひらいしうえ 平石上 2425　，2430，2490 178 56

阿南町 大下条 ひらいしざわ 平石沢 2907～2909，2916～2918，2920～2933

天龍村 神原 ひらいしした 平石下 25012507 167 ,178 56

阿智村 伍和 ひらいわ 平岩 ４３３９，４３４１～４３４２

阿南町 大下条 ひらいわ 平岩 1607～1608，1611～1615

阿南町 大下条 ひらいわ 平岩 276～280

大鹿村 大河原 ひらいわ 平岩 355～361

大鹿村 大河原 ひらいわ 平岩 4201～4202

下條村 陽皐 ひらいわ 平岩 １３８０～１３８８

喬木村 氏乗 ひらいわ ひら岩 11399

高森町 大島山 ひらいわ 平岩 ８４８－８５０ ６－１０ 101

豊丘村 河野 ひらいわ 平岩 １８６３－１８６５，１９０８－１９１６ 二－2

豊丘村 神稲 ひらさわぐち 平沢口 ２５６７－ 五－5

根羽村 檜原 ひらいわ 平岩 1196～1201

泰阜村 平島田 ひらいわ 平岩 3465 40,43 113

下條村 睦沢 ひらいわうえ 平岩上 ２０２１

阿南町 大下条 ひらうえもんやしき 平右エ門屋敷1321～1323

阿南町 大下条 ひらうえもんやしき 平右ヱ門屋敷600～611

天龍村 神原 ひらえもんばやし 平右ヱ門林 3171 93 250

阿南町 富草 ひらおもて？ 廣表 5244～5248，5253～5260，5665～5676

阿南町 富草 ひらおもて？ ひら 5280～5281，5284～5293
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天龍村 神原 ひらき 開キ（郷戸ヒラノ内）147 13 138

天龍村 神原 ひらき ヒラキ 651 81 170

阿南町 大下条 ひらくみちのした 平久道ノ下 2412

喬木村 氏乗 ひらぐり 平栗 10617-10654

阿南町 富草 ひらさか ヒラ坂 6270

阿南町 旦開 ひらさわ 平沢 3～17

大鹿村 大河原 ひらさわ 平沢 4719－

大鹿村 大河原 ひらさわ 平沢 3699，3903～3813，3818～3826

阿南町 旦開 ひらさわかわむかい 平沢川向 18～20

阿南町 旦開
ひらさわかわむかいて
んのう

平沢川向天王21，22

豊丘村 河野 ひらさわぐち 平沢口 ５８３２－５８３９ 五－5 132

阿南町 旦開 ひらさわてんのう 平沢天王 23～25

天龍村 神原 ひらさわばやし 平沢林 604 56 168

大鹿村 大河原
ひらさわひかげはたぐ
ち

平沢日蔭畑
口

5201～5202，5205

阿南町 和合 ひらしま 平島 1949～1948

泰阜村 平島田 ひらしまだ 平島田 3360 39 113

阿智村 清内路 ひらせ 平瀬 ５２～５３７

阿南町 和合 ひらせ 平瀬 739～756，2092

根羽村 田島 ひらせ 平瀬 397～402，414ハ

根羽村 田島 ひらせみちうえ 平瀬道上 408～409

天龍村 平岡 ひらそで ヒラソデ 1764 ８３，８４ 65

高森町 牛牧 ひらた ヒラタ １３５７，１３６０，１３６２，１３６５，１３６７－ ５－１３ 101

天龍村 平岡 ひらた 平田 198 ２７，３８ 15

泰阜村 南山 ひらたる
平樽（向山ノ
内）

9032 79-85 150

天龍村 神原 ひらどち 平杤 319 44 153

天龍村 平岡 ひらな 平名 846 22 131

天龍村 平岡 ひらなか 平中 2203　，2207 124 ,139 87

泰阜村 南山 ひらなか 平中 8864 96 150

天龍村 神原 ひらの 平野 334 57 61

天龍村 平岡 ひらの ヒラ埜 1734-1736,1738-1740 ８２，８３ 61

泰阜村 平野 ひらの 平野 4587 35 115

阿南町 大下条 ひらのした 平ノ下 230～231

平谷村 合川 ひらのはた 平畑 １２０７－１２１２

平谷村 合川 ひらのはた 平ノ畑 １２０１－１２０６，１２１１，１２２４

泰阜村 南山 ひらのばた 平野畑 8942-8945 79 150

阿南町 大下条 ひらのや 平野屋 3288

下條村 陽皐 ひらのや 平野屋 ７２１８

阿智村 伍和 ひらばざわ 平場沢 １９６８～

阿智村 駒場 ひらはた 平畑 １３９０～１３９１，１４７１，１４８６～１４８７

阿智村 駒場 ひらはた 平畑
６１１，６１３～６１４，６１６～６１７，６３６～６３８，６４１～６４
７，８１２～８１３，８２０，８４５～８４６

阿南町 富草 ひらはた 平畑 2192，2194～2195
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下條村 陽皐 ひらはた 平畑 ２８６３～２８６４，２８７１～２８７２

下條村 睦沢 ひらはた 平畑 ６７９１～６７９３，６８８３～６８８４

下條村 睦沢 ひらはた 平畑

喬木村 小川 ひらはた 平畑 6217,6223-6224,6405-6406

喬木村 小川 ひらはた 平畑 7770-7771

喬木村 小川 ひらはた 平畑 8100

喬木村 伊久間 ひらはた 平畑 16371,16397,16399,16448-16449

高森町 出原 ひらはた ヒラハタ
１２７－１３１，３０２ノ２，３１８，２９９－３００，３３３，３４２－
３４４

８－９ 101

高森町 出原 ひらはた 平畑 ２３－２６，１１３ ８－９ 101

天龍村 平岡 ひらはた 平畑 2576 157 107

天龍村 平岡 ひらはた
平畑（黒石高
久立谷ノ内）

702 15 107

豊丘村 河野 ひらはた 平畑 ５３０，５５１ 二－4 68

豊丘村 神稲 ひらはた 平畑

２７３５－２７３６，３９２６－３９３３，６０９１－６０９２，６０９
４，１０５９３－１０５９５，１０６０２－１０６０３，１０６２１－１０
６２２，１１８５７－１１８６６，９６３２，９６７６，９９８１－９９８
２，９９８４－９９８６

二－5 17

松川町 生田 ひらはた 平畑 ２２４０－２２４４，２２４６，８２９２－８２９５ 30，63 33

阿智村 駒場 ひらばた 平畑 ３８～２６５

阿南町 和合 ひらばた 平畑 1570～1581

阿南町 大下条 ひらばた 平畑 3396？

下條村 睦沢 ひらばた 平畑

喬木村 小川 ひらばた 平畑 5834,5839-5841

喬木村 小川 ひらばた 平畑 6430-6432,6443-6444,6448,6456-6457，6471，6480

喬木村 小川 ひらばた 平畑 742,274,427,708

喬木村 小川 ひらばた 平畠 8642-8643

高森町 山吹 ひらばた ひら畑 8667 ９－７ 55

高森町 山吹 ひらばた 平畑 ８５２７、８６７０－８６７１ ９－７ 55

天龍村 神原 ひらばた 平畑 4800 132 107

松川町 大島 ひらばた 平畑 １８３６－１８８１ 19 33

下條村 睦沢 ひらはた？ 平畑 ３３９５

下條村 睦沢 ひらばた？ 平畑
９６１２，９６３５～９６５１，９６６３～９６６４，９６６７～９６６
８，９６７１，９６７３，９６７６，９６７８，９８４５

喬木村 伊久間 ひらはたうえ 平畑上 1,638,716,452

阿南町 富草 ひらはやし 平林 915～921

高森町 出原 ひらはやし ヒラハヤシ ４６５－４７５ ８－９ 55

阿智村 伍和 ひらばやし 平林 ５１９７～５２１１，５２８５～５２９７

阿南町 富草 ひらばやし 平林 2189～2191

下條村 睦沢 ひらばやし 平林 ８０１４～８０１６

喬木村 小川 ひらばやし 平林 7588

高森町 出原 ひらばやし ヒラバヤシ ４８１，　４８７ ７－９ 55

高森町 牛牧 ひらばやし 平バヤシ 1943 ５－１１ 55

高森町 牛牧 ひらばやし 平林
８３７，１３７５－１３７７，１３８１－１３８２，１３８６－１３８７，
１８９１－１８９７，１９２４－１９３７，１９４０－１９４２，１９４６
－１９５３，１９７６－１９８１，１９８９－１９９０

４－１３ 55

高森町 大島山 ひらばやし 平林 ９６－９９，７００－７０３，７２２ ５－１０ 55
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高森町 山吹 ひらばやし 平林
４９５１－４９５７，４９７７ノ２－４９８１，5061ノ1，5061ノ3－
5064，5152－5157

９－６ 55

豊丘村 ひらばやし 平林 ４０６６－４０６８ 二－5 92

豊丘村 神稲 ひらばやし 平林 ５０８３－ 二－6 92

泰阜村 南山 ひらばやし 平林 8635 90 151

下條村 睦沢 ひらばやし？ 平林 ４９５２～４９５３

高森町 牛牧 ひらばやしまえだ 平林前田 1378 ５－１３ 55

泰阜村 左京 ひらばやしみち 平林道 5689ｲ 53 104

高森町 牛牧 ひらばやしやま ヒラ林山 ８３２，８４６，　２８８６ ４－１３ 55

高森町 牛牧 ひらばやしやま 平林山 ８３３－８３５ ４－１３ 55

阿南町 大下条 ひらまつ ヒラマツ 203

阿南町 和合 ひらまつ 平松 1159，　1392

阿南町 大下条 ひらまつ 平松 ２０３ﾛﾆ

阿南町 大下条 ひらまつ ヒラマツ 327，329，333～334

阿南町 大下条 ひらまつ 平松 529～523

阿南町 和合 ひらまつ 平松

下條村 陽皐 ひらまつ 平松 ３２３８～３２４８

天龍村 神原 ひらまつ
平松（郷戸ヒ
ラノ内）

227 57 146

天龍村 神原 ひらまつ
平松（中組平
内）

729 94 146

天龍村 平岡 ひらまつ 平松（西山ﾉ内）29 46 146

平谷村 合川 ひらまつ 平松 １１８－１２１，１４０？－１４７，１５２７？

泰阜村 唐笠 ひらまつ 平松 4153 14 30

泰阜村 南山 ひらまつ 平松
7136-7145,7150,7152-7153,7155,7159-7160,7162-
7163,8860,8883-8884

73,78 30

泰阜村 左京 ひらみちばやし 平道林 5688 53 104

阿南町 富草 ひらやま 平山 8033

阿南町 大下条 ひらやま 平山 3383～3385

阿南町 富草 ひらやま 平山 8021～8024

阿南町 富草 ひらやま 平山 8228～8229

阿南町 富草 ひらやま 平山 8775～8777，8793～8795

豊丘村 神稲 ひらやま 平山 １８７０－１８７４ 二－4 85

阿智村 伍和 ひらやまのなか 平山ノ中 ５１８３～

阿南町 大下条 ひるいば ヒルイバ 845～870？

松川町 生田 ひるがくぼ ヒルガ久保 ５８０４－５８０６ 50 40

阿智村 智里 ひるがみざわ 昼神沢 ２５７～

阿智村 伍和 ひるがみだ 昼神田 ２９３～２９７

阿智村 智里 ひるがみだに 昼神谷 ３８８４～３８８５

阿智村 智里
ひるがみだにしもだい
ら

昼神谷下平 ４１５０～４１５３

阿南町 富草 ひるさわ ひる澤 4096～4109

阿南町 富草 ひるさわ ひる澤 6356，6389～6392

阿南町 富草 ひるさわ ひる澤 7797～7800

天龍村 神原 ひるさわ ヒル沢 321-322 44 60

天龍村 平岡 ひるさわ ヒル沢 1729-1730 ７１，８３ 61
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阿南町 和合 びるさわ びる沢 1075～1087

天龍村 神原 びるさわ ビル沢 1845 167 60

阿南町 和合 ひるさわいり ひる沢入 1101

泰阜村 左京 ひるだ ヒル田 5456 - -

泰阜村 田野口 ひるだ ヒル田 5361-5369 33,34 108

阿南町 旦開 ひるで ヒルテ 2622

阿南町 旦開 ひるで ひるで 2616～2618，2643～2644

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

松川町 生田 ひるなし 昼ナシ ２５５４－２５７１ 23 40

下條村 陽皐 ひるめしば 昼飯場 ３８６０

泰阜村 平島田 ひるめしば 晝飯場 3327-3328,3330-3331 39 113

泰阜村 平島田 ひるめしばうしろ 晝飯場後 3332-3335 39 113

高森町 山吹 ひるもだ ヒルモダ 3157 ９－８ 101

阿南町 富草 ひろおもてやま 廣表山 5532～5533

高森町 山吹 ひろがいと 廣垣外 ４９０３－４９２３，４９３１，４９６５－４９７４ １１－７ 102

大鹿村 大河原 びろく ビロク 4606～4608

大鹿村 大河原 びろく ビロク 4606～4608

喬木村 富田 ひろじ 廣地 14641-14645 4 26

喬木村 富田 ひろて 廣手 14206ｲ

高森町 吉田 ひろにわ 広庭 １２０４－１２２３，１６００－１６２８ ８－１１ 102

高森町 吉田 ひろはた 広畑 １８９４－１９１８，２４８１－２４３５ ９－１１ 102

高森町 吉田 ひろはた 廣畑 ２４３１－２４３５ 102

松川町 元大島 ひろはた 廣畑 ４０７２－４０７９，４０８１－４０８３ 46 121

喬木村 加加須 ひろませ ひろませ 5605,　5607

喬木村 加加須 ひろまち ヒロ町 5558

喬木村 加加須 ひろまち ヒロマチ 5606,5608-5612

喬木村 加加須 ひろまち 廣町 5619-5621,5623-5624,5690

喬木村 加加須 ひろまち ひろ町 5629,5693-5694

喬木村 大和知 ひろまち ヒロ町 12044-12056

高森町 吉田 ひろまち 広町 ２０２５－２０５９ ９－１１ 102

豊丘村 ひろまち 廣町 １６６７－ 二－2 160

豊丘村 神稲 ひろまち 広町 ２４８６－２５３４ 五－2 58

松川町 生田 ひろまちかみのきれ 広町上ノ切 ５９５３－５９５５ 50 121

松川町 生田 ひろまちしものきれ 広町下切 ５８９８－５９０３ 50 121

松川町 生田 ひろまちなかのきれ 広町中切 ５９０４－５９１０ 50 122

松川町 生田 ひろまちひかげ 廣町日影 ５８８５－５８８７，５９４１ 50 122

松川町 生田 ひろまちみちうえ 広町道上 ５９１１ 50 122

阿南町 大下条 ひろみ 広見 161～171

阿南町 大下条 ひろみ 廣見 688～693

阿南町 富草 ひろみ 広見 7265～7273

下條村 睦沢 ひろみ ヒロミ ６５０３

下條村 陽皐 ひろみ 廣見 ５３４１～５３４３

下條村 陽皐 ひろみ ヒロミ ５４０３～５４０６
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喬木村 富田 ひろみ 廣見 14476-14478,14811-14819 4 26

喬木村 富田 ひろみ 広見 14812-14819 4 26

豊丘村 神稲 ひろみ 広美 ５６７６－５６８０

泰阜村 平島田 ひろみ 廣見 3438-3440,3442-3443 39 113

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

豊丘村 神稲 びわさわ ビワ沢 ４１２２－４１２６，４２８０－４２８２，４３３３－４３４１ 二－5 18

豊丘村 神稲 ひわなぎ ヒワ（ハ）ナギ ６１０７－６１１３ 五－5 113

豊丘村 神稲 ひわなぎ ひわなぎ ５６５６－５６６４ 五－5 113

豊丘村 神稲 ひわなぎ ひわ那ぎ ５８１３，５９７４－５９７５

松川町 生田 ひわりいし 日割石 １２４３－１２４６ 56 122

阿智村 伍和 ひんが ひんが ２４９９～２５０１，２５０７

泰阜村 南山 びんかかす ビンカカス 6561-6562 70 151

天龍村 神原 びんずり ビンズリ 4908-4917,5114-5116 131 294

大鹿村 大河原 ふうふいわ 婦夫岩 3288～3298

根羽村 中野 ふうふがだいら？ 夫婦ヶ平 4448

根羽村 小川 ふえたけ 笛竹 4021

松川町 生田 ふえば 笛場 4041-4064 53 122

松川町 生田 ふかくぼ 深久保 ３３５２－３３６０，８１７１－８１７４，８４５４－８４５７ 43，63 122

松川町 生田 ふかくぼひがしひら 深久保東平 ３３６１－３３６２ 43 122

阿智村 清内路 ふかざわ 深沢 １０９３～１０９４，１０９７～１１０３

阿智村 浪合 ふかざわ 深沢 １０９０ロ～１１２２ヘ

喬木村 氏乗 ふかざわ 深沢 10582-10605

天龍村 神原 ふかざわ 深沢 1275，1278-1280 109 198

根羽村 初入 ふかざわ 深沢 5160～5200

松川町 生田 ふかざわ 深沢
６４３１－６４４４，６４４７，６４７５－６４７８，７６２５－７６３
０，７６７４－７６７８，８６７９

59 122

泰阜村 南山 ふかざわおの 深澤小野 8748 104,106 151

阿智村 智里 ふかざわぐち 深沢口 ４８３３～４８４２

喬木村 氏乗 ふかざわぐち 深沢口 10614-10616

阿智村 清内路 ふかざわやま 深沢山 １０９６～

下條村 陽皐 ふかしあみだどう 深志阿弥陀堂

阿智村 春日 ふかだ 深田 ２３３７～２３４２

阿智村 駒場 ふかだ 深田 ３４～３７

阿智村 伍和 ふかだ 深田 ２２７４～２２７９

阿智村 伍和 ふかだ 深田 ６９４０～６９５２

阿南町 大下条 ふかだ 深田 324～326，328

阿南町 富草 ふかだ ふかだ 4617～4620，4624～4626

下條村 睦沢 ふかだ 深田 ３３０～３３３，４０３，４２０，５４３～５４７

喬木村 小川 ふかだ 深田 692,869,476,957

喬木村 伊久間 ふかだ 深田 15880-15881,15974

高森町 牛牧 ふかだ 深田 ９５８－９６０，９６２ﾛ，９７０－１００１ ４－１２ 102

高森町 牛牧 ふかだ フカダ ９６７－９６８，１３３７－１３３８ ５－１３ 102

松川町 生田 ふかだ 深田
６４０７－６４１４，６４２０，６４３０，７６１７－７６２２，７６３２
－７６４７

59 122
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泰阜村 南山 ふかだ 深田 7871 74 151

松川町 生田 ふかだぐち 深田口 ５９５６ 50 122

松川町 元大島 ふかだひなた 深田日向 ６４１５－６４１９ 51 122

阿南町 富草 ふかぬま 深沼 6759

豊丘村 神稲 ふかぬま 深沼
７０６５，７０２３－７０３４，７０４０，７０４３－７０４４，７０４９
－７０５５，７０６０－７０６６

二－5 36

松川町 元大島 ふかぬま ふか沼 １１９２，２４５０－２４５１ 37 49

松川町 元大島 ふかぬま 深沼
１２０３－１２０４，１２０９，１２９０－１２９１，１２９６－１２９
９，１４３５－１４３６，１４３８

28，37
38

49

豊丘村 神稲 ふかぬまからすだ 深沼からす田 ７０５７－７０５９

阿智村 伍和 ふかぼら 深洞 ５９５６～５９５９

豊丘村 河野 ふかぼら 深洞 ３９７８，４７０５－４７０７ 五－4 173

阿南町 大下条 ふかみだ フカミ田 1455

喬木村 大島 ふかやま 深山 9115-9116 沢山

高森町 牛牧 ふきあげ 吹上 481 ５－１３ 102

天龍村 神原 ふきだし フキダシ（中組平内）745 122 175

阿南町 富草 ふきのさわ ふきの澤 614～618

阿南町 富草 ふきのさわ 吹ノ澤 624～629

阿南町 富草 ふきのさわ ふきの沢 1138

松川町 上片桐 ふくい 福井 ３１０６－３１３３，３１３７，３１３８，３１４９ 14 19

松川町 元大島 ふくい 福井 ４２６０ 46 19

松川町 上片桐 ふくおか 福岡 ３７３５－３７６６，３７９７－３８０６ 15 10

阿南町 富草 ふくおかや 福岡屋 4749

高森町 出原 ふくさわ フクサワ ３４９－３５０，３５６ ８－９ 102

松川町 上片桐 ふくさわ 福沢 ２６９７－２６９８，２７０１－２７２０ 11 19

喬木村 大和知 ふくざわ 福沢 11831-11836

松川町 生田 ふくざわ 福沢 ５１６－６３９ 39 19

高森町 出原 ふくざわまえだ フクザワ前田 354 ８－９ 102

豊丘村 神稲 ふくしまざわ 福嶋沢 １０４４８－

喬木村 富田 ふくしまや 福島屋 12326

高森町 牛牧 ふくた 福田 １３２９，１３３９－１３４０ ５－１３ 103

高森町 牛牧 ふくた フクタ ６９９，１３２９，１３４６－１３４７ ５－１３ 103

高森町 牛牧 ふくだ フクダ 698 ５－１３ 103

泰阜村 南山 ふくだ 福田 9032 - -

天龍村 神原 ふくづくり 福作リ 6039 31 ,32 321

泰阜村 南山 ふくでん ふくてん 6433 70 151

下條村 睦沢 ふくもと 福本 １８３８

喬木村 富田 ふくもと 福本 12258

喬木村 富田 ふくもとがいと 福本垣外 12259-12263

根羽村 小川 ふくや 福屋 3694～3719

豊丘村 河野 ふくよみち 福与道 ６３２５－６３９３，６３９７－６４１７ 五－4 142

天龍村 神原 ふくれくぼ フクレ久保 3553-3554,3563 106 264

喬木村 小川 ふくろかいと 袋垣外 7682-7696,7700,7959-7960

高森町 吉田 ふくろがほら 袋ガ洞
５８２－５８５，１３８３－１３８４，２１１１－２１１３，２１１８－
２１２５，２１４９，２２２６－２２３０

９－１２ 103
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下條村 睦沢 ふくろぼら 袋洞 ６０２２～６０３３

泰阜村 南山 ふくろやま 袋山 7062 73 151

阿南町 富草 ふけだ フケ田 8398～8403

天龍村 神原 ぶげんぎょう ブゲンギャウ 5164,5166-5167 116 ,117 300

阿南町 大下条 ふこぎ 風越木 2492～2519

天龍村 平岡 ふさぐら ふさぐら 2134-2135 125 ,126 82

天龍村 神原 ふじ フジ 2161 168 224

下條村 陽皐 ぶし 武士 ３５９１～３５９３

天龍村 神原 ふじあら フジアラ 4585，4587-4588 145 288

下條村 陽皐 ぶしいした 武士井下 ３８１２～３８１８

豊丘村 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

阿智村 伍和 ふじがいと 藤垣外 ３１４９～３１５９

天龍村 神原 ふじかがり フシカヾリ 549 57 165

阿南町 和合 ふじがせ ふじがせ 1074

泰阜村 左京 ふじがねば フジガネバ 5469 38,40 104

天龍村 神原 ふじかぶのもと 藤カブノ本 1954 168 217

喬木村 小川 ふじきだ 藤木田 7020-7023,7026-7030,7032-7037,7044-7047

天龍村 神原 ふじちゃら フジチヤラ 4231 134 278

天龍村 神原 ふじちゃら フジチャラ 5037-5038 130 ,145 288

阿智村 駒場 ふじつか 藤塚 １４７７～１４８３，１４８５，１４８９～１４９３，２２４３～２２４４

阿智村 伍和 ふじつか 藤塚 ５６７３～

下條村 陽皐 ふじつか 藤塚
３０１２，３０５０，３０５２，３０７３，３０８５，３０８７～３０８８，
３１２１～３１２９

喬木村 富田 ふじつか 藤塚 12865-12873 2 27

喬木村 小川 ふじつか 藤塚 7560-7561,7570-7571,7574,7581-7582，7584-7587

高森町 牛牧 ふじつか 冨士塚 2932 ７－１０ 103

高森町 吉田 ふじつか 藤塚 2925－2931 ６－９ 103

豊丘村 神稲 ふじつか 富士塚
１６５５－１６８１，８３８８－８３９３，８３９５，８４０５－８４１
５，８４１８－８４２４

二－4 83

豊丘村 神稲 ふじつか 藤塚
８３８０－８３８１，８３２０－８３２７，８３３４－８３３９，８３６８
－８３８７，１１９０３，１１９０５，１１９０９

松川町 生田 ふじつか 富士塚 １１３９ 40 15

松川町 上片桐 ふじつか 冨士塚 ８３２－８６３，２７８７－２７８９ 11 15

高森町 山吹 ふじづか 富士塚 ５１２３－５１２７ １０－６ 103

泰阜村 平島田 ふじづか フジヅカ 3143-3144 25,38 60

阿智村 駒場 ふじつかがわら 藤塚川原 １４８８～

喬木村 小川 ふじつかくぼ 藤塚久保 756,875,727,591

高森町 吉田 ふじつかばら フシツカ原 ２９１２，　２９１６ 103

高森町 吉田 ふじつかばら 藤塚原 ２９１２，　２９33 ７－１０ 103

天龍村 神原 ふじでたいら 藤手平 2440-2458，2460,2516-2526 178 ,187 230

阿南町 大下条 ふじてんばく ふじ天白 463～467

阿智村 伍和 ふじのき 藤ノ木 １７９～１８０

下條村 睦沢 ふじのき 藤ノ木 １６１１～１６２１

下條村 陽皐 ふじのき 藤ノ木 ２３２，２３４，２３７～２３８
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下條村 睦沢 ふじのき 藤ノ木
４３９０～４３９１，４３９４，４６００～４６２３，４６２５４３９４，
４６００～４６２３，４６２５

下條村 睦沢 ふじのき 藤ノ木 ９３１２～９３１５

松川町 元大島 ふじのき 藤ノ木 ３５５０－３５５３ 37 123

泰阜村 打沢 ふじのき フジノ木 2715-2717 41 83

豊丘村 河野 ふじのきぼら 藤ノ木洞 ４７２４－４７２８，４７３１ 五－2 62

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

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

根羽村 小戸名 ふじのたいら 藤ノ平 3408，3418

阿智村 智里 ふじのと 藤ノ戸
２７７８，２７８２，２７８４，２８３３～２８４０，２８４３～３００
１，３０１３，３０１６～３０１７，３０６５～３０８９

天龍村 平岡 ふじのとう 藤ノトウ 1555　,1557 ５９，７１ 55

阿智村 伍和 ふじばまえ 藤場前 ５６７１～

阿南町 富草 ふじはら 藤原 8971

喬木村 小川 ふじまつ 婦じ松 8158

阿南町 大下条 ふじもと 藤本 81～83

下條村 陽皐 ふじもと 藤本 ６９０９

泰阜村 鍬不取 ふじもと ふじもと 2767 38 95

下條村 陽皐 ふじもといん 藤本院

松川町 大島 ふじもり 藤森 １１１６－１１３９、１１４９－１１５５ 18 35

松川町 元大島 ふじもり 冨士森
２８２１－２８４１，２８４３－２８６４，２８６６－２８７９，２９６
４，３０００－３０５０

28 35

阿南町 富草 ふじや 藤や 500

下條村 陽皐 ふじや 藤屋 ６４５１

喬木村 小川 ふじやぶ 藤藪 6761,6769-6773

下條村 睦沢 ふじやま フジ山 ６３４６

豊丘村 河野 ふじやま 冨士山 １２７６－１２７８ 二－4 72

天龍村 平岡 ふしょう フセフ 2297-2310,2329-2331 139 92

豊丘村 河野 ぶたい 舞台
７６５０－７６５２，５６６－５８３，１１３７０－１１３７４，１１９１
５，１１９２５

二－3 7

阿南町 和合 ふだいがほら ふだいが洞 2599

豊丘村 神稲 ぶたいじり 舞台尻 ３１５３－３１８６ 二－3 7

豊丘村 神稲 ぶたいみちした 舞台道下 ７６６９－７６７０ 二－7 46

天龍村 神原 ふだぎづか フダギヅカ 5686　，5715 66 ,90 309

平谷村 ウツボ ふたすじみち 貳筋道 １－

天龍村 平岡 ふたついし ニツ石 2094 111 77

泰阜村 黒見 ふたついし 二ツ石 4178-4179,4182-4183 17 37

豊丘村 河野 ふたつざわ 二つ沢 ７３２６－

天龍村 平岡 ふだつじ 札辻 267 47 119

阿南町 富草 ふたつだ 二ツ田 6662

阿南町 富草 ふたつだ 二ツ田 8545

下條村 陽皐 ふたつだ 二つ田 ６１４１～６１４２

下條村 陽皐 ふたつだ 二つ田 ６２８５～６２８６

下條村 睦沢 ふたつだ 二ツ田

高森町 山吹 ふたつだ 二ツ田 2629 ７－７ 103

阿南町 富草 ふたつだ？ 二ツ田 1225～1227
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天龍村 神原 ふたつたに 二ツ谷 5845 91 314

泰阜村 黒見 ふたつつち 二ツ土 4244,4255-4256,4262-4263,4329 17 92

阿南町 富草 ふだのした 札ノ下 7616

阿智村 春日 ふだのつじ 札ノ辻 ４０８～４０９

阿南町 大下条 ふだのつじ 札ノ辻 2806

豊丘村 神稲 ふだのつじ 札ノ辻 １４１７－１４２１ 二－5 173

下條村 陽皐 ふだば 札場 ３１７６～３１７９

泰阜村 柿野 ふだば 札場 3542 37 86

泰阜村 南山 ふだば 札場 7364 46 86

下條村 陽皐 ふだばざか 札場坂

高森町 牛牧 ふたまた フタマタ １５５－１５６ ６－１３ 103

高森町 牛牧 ふたまた 二又 ２００－２１５，２１７イ，２９７－３０５，３０９，３１２ ６－１３ 103

泰阜村 稻伏戸 ふたまた 二又 1315,1317,1331,1324-1325,1333,1397-1399,1471 20 47

売木村 小枝軒川 ふたまたせ 二俣瀬 ４０７イ～４１８，４３３～４７９，４８６～５２３

下條村 睦沢 ふたまたぼら 二又洞 ５０５９～５０６８

豊丘村 河野 ふちがほら 渕ヶ洞
７３２３－７３２４，７３２６－７３２８，７３３８－７３４５，７３５２
－７３５４，７３５６－７３５８，９１５４－９１６３

大鹿村 鹿塩 ふちさわひかげ 淵沢日影 4144～4147

阿南町 大下条 ふちだ フチ田 70

阿南町 富草 ふちだ ふち田 6678～6681

高森町 山吹 ふちだ フチ田 ６１９７－６１９８ １２－９ 103

高森町 吉田 ふちだ 渕田 2236 ９－１１ 103

豊丘村 神稲 ふちだ 渕田 ３６４７－３６５２ 二－5 14

天龍村 平岡 ふちなし 縁無子 176 47 117

阿南町 大下条 ふちのうえ フチノ上
187，226～227，252～254，280～287，354～359，379～
381

阿南町 大下条 ふちばた フチバタ 185～186

阿南町 大下条 ふちばた フチバタ
492～496，500～504，506，519～522，524～525，527～
530

喬木村 氏乗 ふちぼら 渕洞 11305-11309

喬木村 氏乗 ふつかがほら 二日ｹ洞 11386-11394

下條村 睦沢 ふつかほら 二日洞 ２５２４

豊丘村 神稲 ぶつぐだ 佛供田 ３５２６－３５３０，１１２１３，１１２４３－１１２４６ 二－5 13

阿智村 伍和 ぶつくだいら 仏供平 ５０００ノ２

阿南町 富草 ぶっくで 佛供田 8265～8267

阿智村 伍和 ぶつくでん 仏供田 ４９８９～４９９９，５００１，５０１４～５０２７，５０３３～５０３４

阿智村 智里 ぶつくでん 佛供田 ２１３５，２１４６～２１５４

阿南町 旦開 ぶつくでん 佛具田 2702

阿南町 大下条 ぶつくでん ブツクデン 195～196，216～212，228，232～233

阿南町 富草 ぶつくでん 佛久（供）田 7378～7379，7411～7416，2608～2615

阿南町 富草 ぶつくでん ブツクデ 7693～7697

阿智村 伍和 ぶつくでんだいら 仏供田平 ５０００，５００２～５０１３

泰阜村 左京 ぶつくめん ブツクメン 5716 53 104

泰阜村 平島田 ぶつぐめん 佛ｸﾞ面 3352 39 114

阿南町 富草 ぶつごう 佛こう 4366
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阿南町 富草 ぶつごう？ 佛合 4599

下條村 陽皐 ぶっし ぶつし ３５９５～３６２８

下條村 陽皐 ぶっしいした ブッシ井下 ３８０８～３８１１

下條村 陽皐 ぶっしほらだ ぶっし洞田

下條村 陽皐 ぶっしみちうえ ぶっし道上 ３５８４～３５８５

下條村 睦沢 ふった 古田
１４９４～１４９６，１４９８～１５０１，１５０４～１５１４，１５１６
～１５３７，１５４１，１５４７，１５５０～１５５３，１５５５，１５５
９～１５６２，１５６８～１５７０，１５７５～１５７６，１５７８

泰阜村 南山 ふつた フツタ 8007-8017 74 151

下條村 睦沢 ふったうえわけ 古田上分 １５１５

下條村 睦沢 ふったしみず 古田清水 １５４８～１５４９

下條村 睦沢 ふったたいらばやし 古田平林 １５４２～１５４６

泰阜村 打沢 ぶっちょう 佛長 2620-2627 41 83

豊丘村 河野 ふっとで 突出 ７３５５，７３５９－７３６３ 五－3 40

豊丘村 神稲 ふっとで フットデ １１２２３－１１２４２ 五－3 40

阿南町 和合 ふつとで フツトデ 116～119

天龍村 神原 ふつとで フツトデ 2418-2423 178 229

天龍村 神原 ふつとで ふつとで 2575 229

泰阜村 南山 ふつとで フツトデ 7306 73,76 151

豊丘村 神稲 ぶっとで ぶっと出 １２１７１－ 二－7 40

松川町 大島 ぶつめん 仏免 １０７３－１０７５ 18 123

天龍村 平岡 ふとう 不当 2363,2367-2375,2379-2380 154 96

根羽村 横畑 ふどうがさわ 不動ヶ沢 4635ﾛ～4635ﾉ3

大鹿村 大河原 ふどうくら 不動倉 4490，4493－

大鹿村 大河原 ふどうくら 不動倉 4490，4493－

大鹿村 鹿塩 ふどうたき 不動滝 1587－

大鹿村 鹿塩 ふどうたき 不動滝 1587－

泰阜村 金野 ふどうたき 不動瀧 521,535 5 4

大鹿村 鹿塩 ふどうたる 不動タル 1614～1615

大鹿村 鹿塩 ふどうたる 不動タル 1614～1615

大鹿村 鹿塩 ふどうやしき 不動屋敷 1612－

大鹿村 鹿塩 ふどうやしき 不動屋敷 1612－

阿南町 富草 ふとで ふとで 512

阿南町 富草 ふとで ふとで 705～710

天龍村 神原 ふとで フトデ 5756，5759-5770 ,5757 91 311

阿智村 智里 ふとね フト子 ２７４２～２７６１

泰阜村 南山 ふなあらし フナアラシ 8156ｲ 89,92 152

喬木村 加加須 ふないざか 船井坂 5527-5533,5538-5539

喬木村 加加須 ふないさかじり 舟井坂尻 5376

泰阜村 南山 ふないど 舟井戸 8876-8880 93 32

阿智村 春日 ふながくぼ フナガクボ ２４５～２４９

阿南町 富草 ふながさわ 舟ヶ沢 6250～6252，6273～6274

大鹿村 鹿塩 ふながた 舟方 2307～2334

泰阜村 高町 ふながほら 船ｹ洞 885-892 15 32
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天龍村 平岡 ふなき ふなき 2163 110 85

泰阜村 南山 ふなきざわ 舟（船）木沢 7028,7043-7045 59 32

阿智村 清内路 ふなくぼ フナクボ １２２１～１２２２

阿智村 智里 ふなくぼ 船窪 ２１３～

阿智村 智里 ふなくぼ 船久保 ２７８５～２７９３，２８００～２８１３

阿南町 富草 ふなくぼ 舟久保 1102～1108

阿南町 和合 ふなくぼ 舟久保 391，393～394

大鹿村 大河原 ふなくぼ 船久保 2635～2637，2639，2641？

大鹿村 鹿塩 ふなくぼ 舟久保 632，650，653－

喬木村 氏乗 ふなくぼ 舟久保 11358-11359,11465-11475

天龍村 神原 ふなくぼ 舟久保 5754 91 87

天龍村 平岡 ふなくぼ 鮒久保 2197 140 86

豊丘村 河野 ふなくぼ 船久保 ５８４－５８５ 二－4 72

松川町 生田 ふなくぼ 船久保 １８６２－１８６６ 58 123

泰阜村 明島 ふなくぼ 船久保 4800,4806-4819,4822-4851 35 32

泰阜村 高町 ふなくぼ 船久保 962 19,21 32

泰阜村 南山 ふなくぼ 舟久保 7376,8742-8743 58,105 32

喬木村 氏乗
ふなくぼ（かみのた
ば）

上のたば舟
久保

11352

阿南町 和合 ふなくぼおおさわほら 舟久保大沢洞390

豊丘村 河野 ふなくぼひがし 船久保東 ５８６－５８７ 二－4 72

豊丘村 神稲 ふなさわ 舟沢 ５３８３－５３８６，５６０７－５６１２ 五－2 52

豊丘村 神稲 ふなざわじり 舟沢尻 ５３７９，５３９８ 五－2 52

天龍村 神原 ぶなしろ
ブナシロ（郷
戸ヒラノ内）

197,205-207 43 143

天龍村 神原 ぶなしろ ブナシロ 324 44 ,57 154

豊丘村 神稲 ふなだいら 舟平
１１３５０，１１３５６－１１３６９，１１３７６，１１３７８－１１４０
０

五－3 93

豊丘村 神稲 ふなだいらじり 舟平尻 ５３７９，５３９８ 五－3 94

根羽村 小戸名 ぶなだち ブナ立 3370

下條村 睦沢 ふなで 船手 １０２１０

阿南町 大下条 ふなと 舟渡 1045～1047，1057

下條村 睦沢 ふなと 船渡 １０１９３～１０１９４，１０１９８～１０１９９

下條村 睦沢 ふなと 船渡 １８９９～１９０４，１９１５

泰阜村 南山 ふなと 舟渡 8062,8068-8073,8073-8075 71,74,89 32

阿南町 大下条 ふなど 舟渡 2211～2214

喬木村 伊久間 ふなど 舟渡
16115-16118,16120-16122,16125-16126，16128-
16129,16144-16145,16151

天龍村 平岡 ふなど 舟渡 1695 70 59

喬木村 伊久間 ふなどうえ 舟渡上 16119,16150,16137-16138,16141-16142,16152-16158

喬木村 伊久間 ふなどしり 舟渡尻
16123-16124,16136,16139-16140,16127，16130-
16132,16143,16147-16149

下條村 睦沢 ふなとたいら 船渡平
１０１８９～１０１９０，１０１９５～１０１９７，１０２０５，１０２０
７～１０２０９

泰阜村 唐笠 ふなとみち 舟渡道 3982-3983

泰阜村 金野 ふなとみち 船渡道 281 3 34

天龍村 神原 ぶなのき ブナノ木 2527 187 231
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松川町 大島 ふなのくぼ 舟ノ久保 ３０７４－３０９７ 31 123

天龍村 神原 ふなのたわ フナノたわ 2528-2529,2531 187 231

天龍村 平岡 ぶなのたわ ブナノタワ 228-230 49 19

天龍村 平岡 ふなぶ フナフ 2364　,2381 154 96

松川町 元大島 ふふりだ 不ふり田 ２２４７－２2５１ 19 33

泰阜村 鍬不取 ふり 不リ 2774 38 95

根羽村 一之瀬 ふりがさわ 振ヶ沢 4919

根羽村 一之瀬
ふりがさわぐちかわば
た

振ヶ沢口川端 4922ｲ

下條村 陽皐 ふりやだ 振屋田 １０７１

下條村 陽皐 ふりやだ 振屋田 ３５４～３６０

高森町 下市田 ぶりょうち 武陵地 １５３－１７１，２１１－３１０，４００２－４０３１ ７－１５ 103

下條村 睦沢 ふるいしぼとけ 古石佛 ４１１８～４１２３，４１２５，４１２９

阿南町 旦開 ふるいちば 古市場 2753～2770

松川町 上片桐 ふるおか 古岡 １９０９ 29 54

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

泰阜村 平島田 ふるがいと 古垣外 3363-3364,3433-3437,3441 39 114

阿智村 智里 ふるかりやま 古カリ山 ３９３５～３９４６

大鹿村 大河原 ふるかわ 古川 1775～1841

阿智村 駒場 ふるじょう 古城 ６２１～６２２，６２４，６２７～６２９

高森町 上市田 ふるじょう 古城 ４３－５１，７７－８２，１１１－１１４，１２１－１２２ ６－１３ 104

高森町 山吹 ふるじょう 古城 ３９６２－３９６５，４２９９ １０－８ 104

高森町 吉田 ふるじょう 古城 ２３８９－２３９０ ９－１０ 104

豊丘村 神稲 ふるじょう 古城
１１８３３－１１８３４，１１８４７－１１８４９，１１８５５－１１８５
６，１１８６７－１１８７０，８１４８，８１５１，８１４４－８１４７，
８１５２－８１５３，１１８３２，１１８３４，１１８４５－１１８４６

二－5 24

松川町 元大島 ふるじょう 古城 5393 37 13

松川町 上片桐 ふるじょう 古城 ２７２５－２７３２ 11 13

松川町 上片桐 ふるじょうさか 古城坂 ２６９９－２７００ 11 13

泰阜村 南山 ふるじょうののき 古城ノ軒 7845 74,89 152

下條村 睦沢 ふるだいら 古平 ４２７０～４２７１，４２７４～４２７５，４２７７～４２８３

阿智村 伍和 ふるたばた 古田畑 ５２２９～

下條村 睦沢 ふるたひら？ 古田平 ９９１３

下條村 睦沢 ふるとや 古戸屋 ３９００～３９０４，３９１６～３９１７

松川町 元大島 ふるのじょう 古ノ城 ３７０９ 37 13

阿智村 智里 ふるはた 古畑 ５５７～５６０，５６２，５７０～５７１

豊丘村 河野 ふるはた 古畑 ４８６１，４８６５－４８６６，７３１３－７３２２ 五－2 60

阿南町 富草 ふるはたあとだいら 古畑後平 6031

豊丘村 河野 ふるはたじり 古畑尻 ４８６４－

下條村 陽皐 ふるばやし 古林 ３９７７

松川町 大島 ふるばやし 古林 ５０４５－５０４７、５１１５－５１２３，５１８８－５２０４ 26 16

下條村 睦沢 ふるみち 古道 ８５２１～８５２８，８５０２～８５６１

高森町 出原 ふるみち 古道 ８８－９４，　２１９－２２０ ８－９ 104

阿南町 富草 ふるみや 古（右）宮？ 5001～5002
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豊丘村 河野 ふるや 古屋 ７５８８，７６００－７６０９ 五－7 173

松川町 生田 ふるや 古屋 4065-4066,4072-4076,4080-4105 53 123

阿南町 富草 ふるやしき 古屋敷 1436

阿南町 和合 ふるやしき 古屋敷 669～670

下條村 睦沢 ふるやしき 古屋敷 ４２７２

下條村 睦沢 ふるやしき 古屋敷 ３８１～３８３

下條村 陽皐 ふるやしき 古屋敷 ４０６８～４０６９

下條村 睦沢 ふるやしき 古屋敷

喬木村 伊久間 ふるやしき 古屋敷 16252-16253,16256,16262,16264-16267

高森町 大島山 ふるやしき 古屋敷 ５６６－５７１ ６－１１ 104

高森町 山吹 ふるやしき 古ヤシキ ２４８４－２４８６ ７－７ 104

高森町 吉田 ふるやしき 古屋敷 １３２３－１３３２ ８－１１ 104

豊丘村 神稲 ふるやしき 古屋敷 ７７５４－ 二－5 34

松川町 生田 ふるやしき 古屋敷
６８１－６８２，７３３－７７８，７８８，７４７７－７４８４，７４９５
－７４９８，７５０１－７５０９，８２４５－８２４６，８２５３－８２
５８，８２６3－８２７７

59，63 123

松川町 元大島 ふるやしき 古屋敷 １４５７ 59 123

泰阜村 唐笠 ふるやしき 古屋敷 3977 12 22

下條村 睦沢 ふるやしきどころ 古屋敷所

下條村 睦沢 ふるやしきまえ 古屋敷前 ５１３０～５１３５

根羽村 中野 ふろのいり フロノ入 4417

豊丘村 神稲 ふろや 風呂屋 １８５１－１８５８，２２３２－２２３５ 二－4 62

泰阜村 左京 ふろやあと 風呂屋跡 5632-5633 53 104

阿南町 和合 ぶんうえもんやしき 文右エ門屋敷2612～2614

阿智村 春日 ぶんえもんやま 文右ヱ門山 ２１０１～

泰阜村 平島田 ぶんがい 分外 3098-3118 43,58 114

泰阜村 平島田 ぶんがいさん 分外山 3118 43 114

高森町 山吹 ぶんしちやしき 文七屋敷 ２６９１－２６９５ ７－７ 104

大鹿村 大河原 ぶんぞう 文蔵 5208－

大鹿村 大河原 ぶんぞうまえ 文蔵 3704～3744，3747～3802，3817？

大鹿村 大河原 ぶんぞうまえ 文蔵前 371～449

大鹿村 大河原 ぶんぞうやま 文蔵山 5211～5231

大鹿村 大河原 ぶんたざわ 文田沢 4468－

豊丘村 神稲 ふんどしざわ フントシ沢 ５０６９－５０７９ 二－6 55，92

阿智村 浪合 ぶんのき 文ノ木 １０４４～１０５６

泰阜村 南山 ふんのり フンノリ 9018

下條村 睦沢 ぶんば 分場
２８９～３１７，２６４～２６７，４０４，４２５，３０１，３０３～３０
５，３０８～３０９，３８８～３９３

下條村 睦沢 ぶんば？ 分場 ６４７５

下條村 睦沢 ぶんばうえのきり 分場上ノ切 ３８４～３８７

下條村 睦沢 ぶんばしものきり 分場下ノ切 ３９４～３９５，４００～４０１

高森町 出原 ふんめ フンメ ２４２－２４４ ９－９ 104

阿智村 伍和 ぶんろく 文六
２４２１～２４２３，２４２５～２４２７，２４３０～２４３２，２４３４
～２４３５

天龍村 神原 ぶんろく 文六 5869 77 316
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阿南町 大下条 ぶんろくばた 文六畑 1727

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

阿智村 伍和 ぶんろくやしき 文六ヤシキ ４５７４～４５７７，４５７９

喬木村 富田 へいいんあん 平隠庵 14405-14432 ３，４ 27

阿南町 旦開 へいおうづくり 平王作 827

泰阜村 南山 へいけかみ 平家上
6634-6637,6639-6641,6647,6656-6663，6665-
6666,6806,7334

52,56 152

阿南町 旦開 へいごづくり 平吾作リ 849

阿南町 旦開 へいごづくり 平吾作 828～838，847～848

阿智村 浪合 へいごろうさわ 平五郎沢 ７８２ロ

阿智村 智里 へいごろうづくり 平五郎作 ２７１～２７７

天龍村 神原 へいごろうづくり
平五郎作（郷
戸ヒラノ内）

213 44 144

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

阿南町 旦開 へいじくぼ 平治窪 3575～3577，3582～3583

喬木村 小川 へいしろうがいと 平四郎垣外 6411,6423-6427,6440-6442,6481-6483，6446-6447

高森町 吉田 へいしろはた ヘイシロ畑 １８５６－１８５７，１８５９ ９－１１ 104

高森町 吉田 へいしろばた 平四郎畑 １８６０－１８６１ ９－１１ 104

下條村 睦沢 へいすけだ 兵助田 ９６２～９６７，９７０

天龍村 平岡 へいすけづくり 平助作リ 1912 96 72

阿南町 富草 へいすけなぎした 平介ナギ下 2464～2469

喬木村 小川 へいせいずけづくり 平清助作り 6358-6359,6375-6378 たいらきよすけづくり

阿智村 浪合 へいぞうばた 平藏畑 ３７７イ～３７７ロ

豊丘村 河野 へいぞうばた 兵三畑 ６０８７－９０９５ 五－4 138

阿智村 浪合 へいぞうやしき 兵藏屋敷 ３７５ノ１～３７５ノ２

阿南町 和合 へいりさわ ヘイリ沢

阿南町 大下条 へいろく 平六 2103

阿南町 旦開 へえざえもんづくり 平左エ門作リ 357～378

泰阜村 唐笠 へころがいと ヘコロ垣外 4037-4039 13,14 88

高森町 吉田 へしがくぼ ヘシガクボ ２９７３－２９７４ ７－１０ 104

豊丘村 神稲 へそきがくぼ 臍木ヶ久保 １０５４４－１０４５５ 五－3 102

豊丘村 神稲 へそきがくぼ 臍木ヶ久保 五－3 102

豊丘村 神稲 へそきがくぼ ヘソキガ久保 １０５４６－１０５４９，１０５５２，１０７７７ 五－3 102

豊丘村 神稲 へそばた へそ畑 ４３５８，４３６７－４３６８ 二－6 91

喬木村 氏乗 へたてざわ ヘタテ沢 10798

天龍村 神原 へだまくぼ ヘダマ久保 339 57 154

大鹿村 鹿塩 へっこべばた ヘッコベ畑 2342－

大鹿村 鹿塩 へっこべばた ヘッコベ畑 2342－

高森町 牛牧 べっそ 別曽 ２７２８－２７６５，２７７０－２７７１，２７８０－２７８２ ５－１０ 67

喬木村 阿島 べっとう 別当 645-649,767-784,858-872,963

大鹿村 大河原 べっとうじま 別当島 230～250

松川町 生田 べなさわ 部奈沢 １９５２－１９５５ 40 123

松川町 元大島 べなみちみなみ 部奈道南 １１４４ 39 123

下條村 陽皐 へびがみ 蛇神 １４００
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阿南町 和合 へびくぼ ヘビ久保 2221

阿南町 和合 へびくぼ 蛇久保 2222

大鹿村 大河原 へびくぼ 蛇くぼ 4838～4839

阿南町 和合 へびくぼ？ 蛇窪 1347～1348

豊丘村 河野 へびづか 蛇塚 ６６２１－６６３３ 五－4 136

阿智村 春日 へびのみや 蛇ノ宮 ２８１０，２８５７～

天龍村 神原 へびばた
ヘビバタ（天
竜川向ﾉ内）

1005 59 186

豊丘村 河野 へびぼら 蛇洞 ７４８２－７４８４ 五－4 150

喬木村 小川 へひりざわ へひり沢 8730-8734

阿智村 春日 べぼあな ベボアナ ３５６～３６２

天龍村 平岡 べぼうあら ベボウアラ 84 39 9

下條村 睦沢 べろべど ベロベド

下條村 睦沢 べんけい 弁慶 １９７５，　１９７８

豊丘村 神稲 べんざいてん 弁才天 ６７３３，６７３８，６７５２－６７５６，６７９０－６７９４ 二－5 25

松川町 元大島 べんざいてん 辨才天 ２５３１－２５３４，２５３７－２５４０ 39 27

阿南町 富草 べんてん 弁天 391

阿南町 富草 べんてん べんてん 4239

阿南町 大下条 べんてん 辨天 1595

喬木村 富田 べんてん 弁天 13805-13806 3 27

根羽村 小戸名 べんてん 弁天 3340

平谷村 ムク沢 べんてん 弁天 ７５６－７６１

阿南町 大下条 べんてんした 弁天下 312

松川町 大島 べんてんまえ 弁天前 １０６３－１０６８ 18 26

下條村 睦沢 べんとうば 弁当場 ７０１３～７０２４

大鹿村 鹿塩 へんびがさわ 蛇ヶ沢 2303～2305

大鹿村 鹿塩 へんびがさわ 蛇ヶ沢 2303～2305

天龍村 神原 へんびやしま ヘンビヤシマ 4326　，4334 133 ,149 283

阿智村 春日 へんみのみや 邊見宮 １７７４～１７８９，１８００ハ～１８０１

天龍村 神原 ほいだつ ホイダツ 341 57 155

下條村 睦沢 ほういん 法印 ５４１０～５４１３

阿南町 大下条 ぼうがいと ボウガイト 597～608

下條村 陽皐 ぼうがいと 坊開土 ４５６０～４５６１，４５７１～４５８６

下條村 陽皐 ぼうがいと 坊垣外

喬木村 富田 ほうがく 法角 13804

阿南町 大下条 ほうかやま ホウカ山 1958

高森町 山吹 ほうかんばら 法観原 ６９９９－７０８３，７０９２－７０９９ ７－５ 104

下條村 陽皐 ほうき 傍木 ４３５９

泰阜村 黒見 ほうき ホヲ木 4407-4429 13,30 23

下條村 陽皐 ほうきがくぼ 伯耆ヶ久保 ４８７１～４８７４

阿南町 富草 ほうきがわら？ ほうき川原？ 1730～1731

阿南町 旦開 ほうきだ 箒田 2730～2738，2771～2774

高森町 下市田 ほうきだ ほうき田 ６１９－７０２ ７－１５ 105
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天龍村 神原 ほうきのくぼ
ハウキの久
保

887 81 181

天龍村 平岡 ほうきのくぼ
ハウキノクボ
（宇連山ノ
内）

932-934 23 132

阿南町 大下条 ほうきはた ハウキハタ 550

泰阜村 南山 ほうきばた 宝木畑 7882 74 23

阿南町 富草 ほうきぼら ほふき洞 7351～7352

天龍村 神原 ほうきまつ
ホヲキ松（大
久名平ノ内）

425 82 161

泰阜村 黒見 ほうきまつ ホウキ松 4377 30 23

豊丘村 ほうけ ホウケ ４１６０－４１６３，４１６６－４１６７ 五－4 146

喬木村 小川 ほうげ ほうげ 7795

高森町 牛牧 ほうげ 方下

１８５０，１８５４－１８５６，１８５８，１８６１，１８６５，１８７５
－１８７６，１９４４－１９４５，２０１３－２０１５，２０１７－２０
１８，２０２２，２０３２，２０３４－２０５７，２０５９－２０６０，２
０６３

５－１１ 39

天龍村 平岡 ほうげ ほうげ 1961 110 76

天龍村 平岡 ほうげ ほうげ 2167-2168,2171,2173 110 75

天龍村 平岡 ほうげ ほうげ 1961 110 75

豊丘村 神稲 ほうげ 法化 ７２５３，７２５６，７２５８－７２５９ 二－7 146

豊丘村 神稲 ほうげ 法外 ９３３８－９３３９

泰阜村 左京 ほうげ ほうげ 5810,5814-5817,5820 53 23

泰阜村 南山 ほうげ 宝ゲ 7645 74 23

高森町 牛牧 ほうげあなたひなた
方下アナタ日
ナタ

2071 ５－１２ 39

高森町 牛牧 ほうげひら 方下ヒラ ２０５８，２０６１－２０６２，２０６８－２０６９，２０７２ ５－１２ 39

売木村 中央 ほうげんばた ほうげん畑 １３２８～１３４５

下條村 睦沢 ほうさい ホウサイ ４６４９～４６５０

下條村 睦沢 ほうさいばた ホウサイ畑

天龍村 平岡 ぼうじ 防地 82,174-175,177-180 47 115

下條村 陽皐 ほうしかみ 帽子神 １１６５～１１７５

下條村 睦沢 ほうじま？ 朴島 ７８８１

阿南町 富草 ほうじめん ほふじ免 544

阿南町 富草 ほうじめん ほうじめん 3767～3776

阿南町 和合 ほうじゅうばた ほうじう畑 2589

天龍村 神原 ほうしょう
ホウシヤウ
（中組平内）

749-750 122 175

大鹿村 大河原 ほうじょう 北条 4304～4305，4310

大鹿村 大河原 ほうじょう 北条 4304～4305，4310

阿南町 大下条 ほうじょうかいと 方丈開土 2588～2589

大鹿村 大河原 ほうじょうざか 北条坂 4302～4303

大鹿村 大河原 ほうじょうざか 北条坂 4302～4303

大鹿村 大河原
ほうじょうなかよけざ
か

北条中除坂 4305～4307

大鹿村 大河原 ほうじょうやまおおくぼ
北条山大久
保

4297－

大鹿村 大河原
ほうじょうやまおおくぼ
うめのきばた

北条山大久
保梅ノ木畑

4298－



440

大鹿村 大河原
ほうじょうやましらさわ
やまにしおちあい

北条山白沢
山西落合

4295－

大鹿村 大河原
ほうじょうやまとざわ
ひかげ

北条山砥沢
日影

4309－

大鹿村 大河原
ほうじょうやまやはち
ばた

北条山弥八
畑

4299～4300

大鹿村 大河原
ほうじょうやまやはち
ばたななまわり

北条山弥八
畑七廻リ

4301－

阿南町 和合 ぼうず ボウヅ

阿智村 清内路 ぼうずがしま 坊主ヶ島 １０２９～１０３９

泰阜村 田野口 ほうずきあら ホウヅキアラ 5415 34 109

泰阜村 万場 ほうずきあら ホウヅキアラ 3874-3875 18 38

下條村 睦沢 ぼうずだ ボウズダ ３８９８

松川町 生田 ぼうずだ 坊主田 ７３３－７３４ 56 123

天龍村 神原 ほうずなぎ
ホウズナギ
（郷戸ヒラノ
内）

176 33 141

泰阜村 左京 ぼうずはだ ボーズ畑 5457-5458 39 104

阿智村 浪合 ぼうずばた 坊主畑 ７２６～７２７

阿南町 大下条 ぼうずばた 坊主畑 2199～2201

泰阜村 打沢 ぼうずばた 坊主畑 1740-1746 21，22 52

阿南町 和合 ぼうずほら ボウヅ洞 11141120

下條村 睦沢 ぼうずぼら 坊主洞 ５３８４～５３８９

阿智村 伍和 ぼうずやしき 坊主屋敷 ６４１４～６４１５

阿南町 大下条 ぼうずやま 坊主山 1041

豊丘村 神稲 ほうせいじ 法西寺 ８２００－８２０１，８２０３－８２１４

松川町 生田 ほうぞういん 宝蔵院 １４６－１５２，１８８－１８９ 55 124

高森町 牛牧 ほうそうばた ホウソウ畑 ２０－２４ ６－１２ 105

阿南町 富草 ほうちくだ ほうちく田 9442～9453

大鹿村 大河原 ほうづきだいら
ほおづきだい
ら

3287－

天龍村 平岡 ぼうづくり ボウ作リ 259 86 23

天龍村 神原 ぼうとう ボウトウ 6133 43 323

天龍村 神原 ほうどうぎ ホウトウ木 78? 21 ,32 330

高森町 牛牧 ほうとうばた ホウタウ畑 ２５４４－２５４６ ６－１２ 105

泰阜村 南山 ぼうね 棒根 8820 95 152

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

天龍村 神原 ほうのき ホウノ木 3418 93 256

天龍村 神原 ほうのきうつ ホウノキウツ 5134-5135 116 299

松川町 大島 ほうのきくぼ 法ノ木久保 ７２５２－７２５５ 124

阿智村 伍和 ほうのきだ ホウノ木田 ７９６～７９７

下條村 睦沢 ほうのきだ 朴田 ７１９９～７２００

喬木村 小川 ほうのきだ 朴木田 8123-8124

高森町 吉田 ほうのきとや 法ノ木トヤ ２８９９－２９０２ ６－９ 105

阿南町 和合 ほうのきばた ほうのき畑 1126

阿南町 和合 ほうのきばた ほ越乃き畑 1127～1129

喬木村 小川 ほうのきばた 朴ノ木畠 8632,　8646
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阿南町 富草 ほうのきぼら 朴木洞 796

阿南町 富草 ほうのきぼら ほうの木洞 2316～2323

喬木村 小川 ほうのきぼら 朴木洞 8418-8419,8421-8423

喬木村 大和知 ぼうのた ぼふの田 11753-11754

阿南町 大下条 ほうのたいら ホウノタイラ 932～956

下條村 陽皐 ほうのと 宝ノ戸 ３８４９，　３８５２

下條村 睦沢 ほうのと 宝ノ戸
７９４１～７９４３，７９９１～７９９３，７９９８～７９９９，８０２
８，８０３６～８０４１，８０４３～８１０９

下條村 睦沢 ほうのと 宝ノ戸
８１１２～８１１５，８１１８，８１２６，８１２８～８１３０，８２１０
～８２１３，８２２８，８６３８

下條村 陽皐 ほうのとう ホウノトウ ３８５０～３８５１，３８５３～３８５９

天龍村 平岡 ほうのもと ほふの本 2137 125 82

阿智村 伍和 ほうばた 朴畑 ８２１～８２３

天龍村 平岡 ぼうばた 棒畑 376　,385 47 120

高森町 吉田 ぼうふり 棒振 ２９３，２９８－３１６ ８－１１ 105

泰阜村 南山 ぼうふりとうげ 棒振峠 7439-7440 60 152

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

喬木村 富田 ほうやま 朴山 12425-12428

松川町 大島 ほうりだ ほふり田 ２２４４－２２４６ 19 33

阿南町 和合 ほうろきばたひかげ
ほうろき畑ひ
かげ

1112

根羽村 平 ほうろく ホヲロク 5673

下條村 睦沢 ほうろくだ 宝六田 ８３６３～８３６７，８３７０～８３７５，８３７７～８３７８

豊丘村 神稲 ほおずきかわら ホヽズキ川原 １０２９８－

大鹿村 大河原 ほおずきだいら ホヽツキ平 5186～5187

大鹿村 鹿塩 ほおずきだいら ホヲヅキ平 2466－

天龍村 神原 ほおの ホヲノ 6155 68 325

阿智村 智里 ほおのきやぶ ハウノキヤブ ９３７～９３９

松川町 生田 ほおりだ ホヲリ田 ２２５２ 19 33

喬木村 加加須 ぼかきり ボカキリ 5394

阿南町 大下条 ほぎくぼ 保木久保 172～194

根羽村 新井 ほくそぎかわうえ ホクソ木川上 790，794

高森町 牛牧 ぼくめき ボクメキ 821 ４－１３ 105

下條村 睦沢 ほくらつるね ホクラツルネ ５７６９～５７７５

高森町 出原 ほこた ホコタ ２４７－２４９ ９－９ 106

下條村 睦沢 ほさ 穂差 ７５２３～７５２６

下條村 睦沢 ほさし ホサシ
７４６０～７４６６，７４７８～７４９５，７４９７～７５００，７５１７
～７５２２，７５２７～７５３０

泰阜村 南山 ほさし ほさし 7004,7058 72,73 152

泰阜村 南山 ほさはし ほさはし 7067,7069-7071,7073-7074,7076 72,73 152

泰阜村 南山 ほさわし ほさわし 7063 73 152

阿南町 和合 ほしきり ほしきり 1008

阿南町 和合 ほしぎり ほしぎり 1010～1013，？，1148

天龍村 神原 ほしぎり ホシ切リ 5886,5904,5909　,5916 67 316

豊丘村 神稲 ほしだ 星田 ７０２３－７０２８，７０３３－７０３４ 二－4 68
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天龍村 神原 ぼじたる
ﾎﾞｼﾞﾀﾙ（ﾋﾖｻ
ﾜﾖﾘ竜川ﾉ内）

984 95 185

天龍村 神原 ぼじだる ホシダル 1219，　1223 95 185

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

豊丘村 神稲 ほそ 細 ６３１１－６３１９，６６８９－６７０７ 五－5 119

泰阜村 明島 ほそいり 細入 4795,4797-4798 35 79

泰阜村 左京 ほそいり 細入 5719,5721,5723 53 79

泰阜村 南山 ほそいり 細入 7883-7885 74 79

阿智村 春日 ほそき 細木 ２５６１～

阿智村 伍和 ほそぎ 細木 ６３１４～

泰阜村 左京 ほそきだいら 細木平 5804-5805,5808-5809,5811-5812 53 105

根羽村 萸野 ほそぎり 細キリ 2966

阿智村 駒場 ほそくぼ 細久保 ２２３９～

阿智村 伍和 ほそくぼ 細久保 ３５２４～３５６５

阿南町 富草 ほそくぼ 細久保 96

阿南町 富草 ほそくぼ 細久保 3860～3873

阿南町 大下条 ほそくぼ 細久保 2847

阿南町 大下条 ほそくぼ ホソクボ 1181～1183，1191～1194

阿南町 和合 ほそくぼ 細久保 1839～1844，1920，2197

阿南町 大下条 ほそくぼ 細久保 2870～2885，2888～2889

阿南町 大下条 ほそくぼ 細久保 498～499，510～511

喬木村 富田 ほそくぼ 細久保 14566-14602 4 36

天龍村 神原 ほそくぼ 細久保 5639-5646 90 308

松川町 生田 ほそくぼ 細久保
3929-3932,3939-3940,4028-4040,4067-4068，７６７０－７６
７３，７７０７－７７０８，８３１６－８３３８

53，59
63

124

泰阜村 柿野 ほそくぼ 細久保 3595-3605,3607 37 21

泰阜村 唐笠 ほそくぼ 細久保 3994 12 21

泰阜村 南山 ほそくぼ 細久保 6982-6984,8429-8431,8728 91,104 21

阿智村 駒場 ほそくぼぐち 細久保口 ２２３３～２２３４

大鹿村 大河原 ほそくぼぐちありづか
細久保口蟻
塚

4609－

阿南町 大下条 ほそくぼじり ホソクボジリ 1185～1186

阿南町 大下条 ほそくぼじり 細久保尻 2866～2869，2890

松川町 生田 ほそくぼひかげ 細久保日影 4026-4027 53 124

豊丘村 河野 ほそざわ 細沢 10270－10273，11453－11458 五－3 95

泰阜村 南山 ほそざわくぼ 細澤久保 8710-8717 90 153

天龍村 神原 ほそじろ ホソジロ 5219-5220，5222 118 302

阿南町 富草 ほそだ 細田 2265

阿南町 大下条 ほそだ 細田 1267～1270，1271～1294

阿南町 富草 ほそだ 細田 6736～6717，6741～6744

阿南町 大下条 ほそだ ホソダ 756～765，788～789

下條村 陽皐 ほそだ 細田 ４６０７

下條村 睦沢 ほそだ 細田 １４８４～１４８９，１５０４，１５８５

下條村 陽皐 ほそだ 細田 ５２６６～５２６９
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喬木村 富田 ほそだ 細田 13623-13624,14625,14863-14866 1 7

喬木村 小川 ほそだ 細田 7942

喬木村 小川 ほそだ 細田 9063-9067

喬木村 大和知 ほそだ 細田 12018-12026

喬木村 伊久間 ほそだ 細田 15,561,155,651,556,700,000

高森町 出原 ほそだ ホソタ ３０１－３０２，３０５－３０７，３２６ ８－９ 106

高森町 牛牧 ほそだ 細田 2783 106

高森町 牛牧 ほそだ ホソタ 2783 106

高森町 大島山 ほそだ 細田 ５４３－５４８，５５８ ６－１１ 106

豊丘村 神稲 ほそだ 細田 ５６７５－ 五－4 121

根羽村 田島 ほそだ 細田 5－1，2

泰阜村 南山 ほそだ 細田 6803-6804 72 153

喬木村 小川 ほそだいり 細田入 9068-9070,9074

阿南町 富草 ほそだうしろ 細田後 3047～3049

阿南町 富草 ほそだうら 細田浦 12～13，15～18

根羽村 田島 ほそだおおみちした 細田大道下 4，6～18

天龍村 神原 ほそだから 細田カラ
1554-1555，1561-1567，1569-1578，1582，1584-1585，
1588-1590

138 206

根羽村 田島 ほそだかわのぼり 細田川上リ 1～3

阿南町 富草 ほそだぼら 細田洞
2731～2733，2739～2743，2768～2782，2739～2743，
2768～2782

阿南町 富草 ほそだぼら 細田洞 3031～3033

阿南町 富草 ほそだみちした 細田道下 6739～6740

阿南町 大下条 ほそだやま ホソダ山 739

松川町 生田 ほそつるね 細釣根 ３５１５ 44 124

豊丘村 神稲 ほそどおり 細通 ９０１６－

下條村 睦沢 ほぞぬけ ホゾヌケ ３７０８，３７２５～３７２６

阿智村 清内路 ほそね ホソ子 ２４９８～２５１８

松川町 生田 ほそね 細根 ７１６０ 124

松川町 大島 ほそねひかげ 細根日影 ７１５１－７１５９ 124

阿南町 旦開 ほその ほその 39

阿南町 旦開 ほその 細野 463

天龍村 平岡 ほその ホソノ 1750 83 19

天龍村 平岡 ほその ホソノ 225-227 49 19

泰阜村 打沢 ほその ホソノ 2652 41 83

泰阜村 南山 ほその ホソノ 8862 96 83

天龍村 平岡 ほそのくぼ ホソノ久保 2521 155 103

下條村 睦沢 ほそのはら 細ノ原
７７７８，７８７４，７８８３～７８９３，７８９６，７９１２～７９１
６，７９１９～７９３５

下條村 睦沢 ほそのはら 細野原 ７９４６，７９４９～７９６２，８００１～８００２，８００４～８００５

阿智村 智里 ほそはた 細畑 １７４，１７９～１８５

喬木村 氏乗 ほそはた 細畑 10268-10279

天龍村 神原 ほそはた 細畑 1615，1621-1630 152 13

天龍村 神原 ほそはた 細畑 5732 77 ,90 14

阿智村 伍和 ほそばた 細畑 ７１３～７１７，７３６～７３７
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阿智村 清内路 ほそばた ホソ畑 ２７４７～２７４８

阿南町 富草 ほそばた 細畑 1734～1735

阿南町 富草 ほそばた ほそ畑 1738～1741

阿南町 大下条 ほそばた ホソ畑 1205

阿南町 富草 ほそばた 細畑 4687

阿南町 大下条 ほそばた ホソバタ 1476～1479

阿南町 和合 ほそばた 細畑 22，　23

阿南町 富草 ほそばた ほそ畑 4770～4772

天龍村 神原 ほそばた 細畑 3393 93 ,107 14

天龍村 平岡 ほそばた 細畑 158-160 27 13

豊丘村 神稲 ほそばた 細畑
６２０５，９４７９－９４８０，９６７７－９６９２，９７１４－９７２
４，９６７８

五－3 174

泰阜村 唐笠 ほそばた 細畑 4012 14 24

泰阜村 南山 ほそばた 細畑 8133，8254 89 24

天龍村 神原 ほそはたいえのき 細畑家軒 1607 152 13

天龍村 神原
ほそはたいえのきは
た

細畑家軒畑 1608-1613 152 13

天龍村 神原
ほそばたいえののき
はた

細畑家ﾉ軒畑 1606ﾎ 152 208

天龍村 神原 ほそばたいえのわき 細畑家ﾉ脇 1606ﾄ 152 208

天龍村 神原 ほそはたさか 細畑坂 1680-1681 152 209

阿智村 清内路 ほそばたした ホソ畑下 ２７４５～２７４６

天龍村 神原 ほそはたまえばた 細畑前畑 1617-1618 152 13

天龍村 神原 ほそはたみちそと 細畑道外 1619-1620 152 13

天龍村 神原 ほそばやし ホソ林 1599 152 207

阿南町 富草 ほそぼら 細洞 9024

阿南町 富草 ほそぼら ホソ洞 8172～8175

下條村 睦沢 ほそぼら 細洞 ５３１４

下條村 睦沢 ほそぼら ホソボラ ２２７６，２２８３～２２８８

下條村 睦沢 ほそぼら 細洞 ３６８～３８０

下條村 睦沢 ほそぼらした ホソボラ下 ２２８０～２２８１

泰阜村 万場 ほそまつ 細まつ 3905-3922 18,21 39

泰阜村 唐笠 ほそまわり 細廻り 4104-4105 14 28

天龍村 平岡 ほそみち 細道 209 ２７，３８ 17

豊丘村 神稲 ほそみち 細道 ９０１６－ 五－3 24

松川町 大島 ほた 保田 １０６９－１０７０ 18 124

高森町 吉田 ぼだいじゅ ボダイ樹 1858 ９－１１ 106

阿智村 浪合 ぼたうえ ボタ上 ８８７～

阿智村 浪合 ぼたぎし ボタ岸 ８６９～９１１

天龍村 神原 ぼたきれ ボタ切 1307-1308 124 199

阿南町 大下条 ほたした ホタ下 1823

阿南町 富草 ほたした ほた下 4607～4611，4614～4616

高森町 牛牧 ほたした ホタシタ １８４３，　１８５１ 106

松川町 元大島 ほたした ホタ下 ３６６２－３６６５ 37 124

阿智村 智里 ほだした 保田下 ８３，３３１～３４５
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阿智村 伍和 ぼたした ぼた下 ７０６，７０８～

阿南町 大下条 ぼたした ボタ下 620～622

下條村 陽皐 ぼたした 畦下 ２７６７～２７７０

下條村 睦沢 ぼたした 保田下 ９９９８～１０００２

高森町 出原 ぼたした ボタ下 161 ８－９ 106

高森町 牛牧 ぼたした ボタ下 １８４０－１８４１，２６３４－２６３５ ６－１１ 106

高森町 牛牧 ぼたした ボタシタ 1842－1851，２６１３，２６１９－２６２０，２６２４－２６３３ ６－１１ 106

高森町 山吹 ぼたした ボタシタ ３８６５－３８６６ １０－８ 106

高森町 山吹 ぼたした ボタ下 ３９０２－３９０３，３９０６－３９０９，4733－4744 １０－８ 106

泰阜村 柿野 ぼたした ボタシタ 3541 37 86

阿智村 春日 ぼたぞえ ボタゾエ ２４６８～２４７０

天龍村 平岡 ほたわらおおぎひら 穂俵扇平 2107 98 78

天龍村 平岡
ほたわらかなやまづく
り

穂俵金山作り 2109 98 79

天龍村 平岡 ほたわらひらはた 穂俵平畑 2106 98 78

天龍村 平岡 ほたわらよしがしま 穂俵芳ｹ島 2108 98 78

天龍村 神原 ほつ ホツ 3048-3049 137 247

阿智村 伍和 ほっかいざか 法界坂 ６４６７～６４７５，６４８１

天龍村 神原 ほつがいと ホツ開土 4802-4805，4807-4810 132 292

阿南町 大下条 ほっき ホッキ 1762

阿南町 和合 ほっき ほっき 2771～2772

阿南町 和合 ほっき ホッキ 327，329，354，2018，2067～2069

天龍村 神原 ほっき ホッキ 889 ,891 81 181

泰阜村 唐笠 ほっき ホッキ 3989,4131 13,14 2

泰阜村 南山 ほっき ホッキ 8455-8458 88,90 2

阿南町 和合 ほつき ほっき 875

天龍村 神原 ほつき ホツキ 5224 105 181

泰阜村 明島 ほつき 保ツキ 4874,4876-4877,4879,4885,4888 34 2

泰阜村 明島 ほつき 保月 4881-4883 34 2

豊丘村 神稲 ほっきかわら ホッキ川原 五－6 110

天龍村 神原 ほっきのくぼ ホッキノ久保 3458 107 258

泰阜村 明島 ほつきばら 保月原 4873,4875,4878,4880 34 2

松川町 元大島 ほっけづか 法華塚 １７６３ 28 46

阿智村 駒場 ほった 堀田 １７４９～１７５２，１７５４～１７５６

阿南町 大下条 ほった ホッ田 1203

下條村 陽皐 ほった 堀田 ２８１５

天龍村 神原 ほった ホッタ 4318 119 282

天龍村 神原 ほった ホッ田 6350 105 282

豊丘村 神稲 ほった 堀田 ５７３８－５７５０，６４４７－６４５８ 五－5 118

根羽村 中野 ほった ホッ田 9396～4401

松川町 元大島 ほった ホッ田 ４１９９ 124

阿智村 春日 ほったざか 堀田坂 ３０１５～３０２０

阿智村 伍和 ほったて 掘立 １２９８～１３００，１３０３，１３０８

下條村 睦沢 ほったほら 堀田洞 ４６４８
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喬木村 加加須 ほっぽうざか 北方坂 5319-5331

下條村 陽皐 ほてい 布袋 ５２９１

泰阜村 南山 ほていの 布袋野 8837-8851 96,98 153

豊丘村 河野 ほてがさわ 甫貞ヶ沢 ６０６８－６０８５ 五－4 140

阿智村 春日 ほどくぼ 程久保 ２１９８～２２００

阿智村 春日 ほどくぼ ホドクボ ３３８～３４５

大鹿村 鹿塩 ほどくぼ 程久保 4167－

泰阜村 南山 ほどくぼ 程久保 6330,6332-6334,6336-6338,6432,6439,6439 70 153

大鹿村 大河原 ほとけいしみちした 佛石道下 4879～4880

高森町 大島山 ほとけがほら 佛ヶ洞 １４０，１４３－１４９ ６－９ 106

阿南町 富草 ほとけごう 佛郷 7753～7755，7823～7835

阿南町 富草 ほとけごう？ 佛郷 4110～4130，4367～4368

阿南町 富草 ほとけごういり 佛郷入 7836～7838

阿南町 富草 ほとけごふ 佛ごふ 6355

高森町 牛牧 ほとけだ ホトケ田 １４４１－１４４６ ５－１３ 106

松川町 大島 ほとけだ 佛田 ５１－５４，５５－６０，６９－７２，８０ 19 30

松川町 大島 ほとけだ 仏田 ６７ 19 30

阿南町 大下条 ほとけばた ホトケ畑 957

阿南町 和合 ほとけばた 佛畑 1715

阿南町 大下条 ほとけやしき 佛屋敷 1900～1901

阿南町 富草 ほとけやま 佛山 6348～6354

泰阜村 打沢 ほどたいら ホド平 1879-1881 21，22 53

天龍村 神原 ほどだいら ホド平 4303-4304，4306 119 281

阿南町 和合 ほどの ほどの 2406～2419，2422，2426～2428，2431～2432，2460，2462

阿南町 和合 ほどの ホドノ
2420～2421，2423，2425，2429～2430，2433～2434，
2436，2438，2450～2452，

阿南町 和合 ほどの ほどの 2460，　2463

泰阜村 南山 ほどの 保戸野 8582-8590,8592-8597,8604 103 153

阿南町 和合 ほどのいり ホドノイリ 2449

阿南町 和合 ほどのいり ほどの入 2453

泰阜村 南山 ほどのうえ 保戸野上 8582-8590 103 153

泰阜村 南山 ほどのうしろ 保戸野後 8610 103 156

阿智村 伍和 ほどのくぼ 程ノ久保 ７１００～７１０９

阿南町 和合 ほどのくぼ ほどの久保 2932～2933

大鹿村 鹿塩 ほどのくぼ 程ノ久保 2339－

喬木村 大和知 ほどのくぼ ホドノ久保 11599-11600

大鹿村 大河原 ほとのしょう ホトノ庄 5274，5281－

阿智村 智里 ほどばざわ 程葉沢 １６０３～１６０４

阿南町 和合 ほどばた ほど畑 1927～1928

阿南町 和合 ほのくりさわ ホノクリ沢 2062

天龍村 神原 ほふきのくぼ ホフキノ久保 5126-5128 131 298

阿南町 和合 ぼぼくりさわ ボヽクリ沢 2060～2061

阿智村 伍和 ほほだ ホヽ田 ２２０３～



447

高森町 牛牧 ほめどおり ホメ通リ 1207 ５－１２ 107

天龍村 平岡 ほやかがり ホヤカガリ 1915 9 72

阿南町 大下条 ほら 　洞 259～261

阿南町 富草 ほら 洞 1313～1316，1336～1341

阿南町 富草 ほら ほら 1917

阿南町 大下条 ほら ホラ 219

阿南町 大下条 ほら ホラ 1656

阿南町 大下条 ほら ホラ畑 375～376

阿南町 大下条 ほら ホラ 49～51

阿南町 富草 ほら ほら 5974～5977

阿南町 富草 ほら 洞 7144，7159～7162

阿南町 大下条 ほら 洞 736～737

大鹿村 大河原 ほら 洞 4151～4154

大鹿村 大河原 ほら 洞 4151～4154

下條村 睦沢 ほら 洞 １０１２５

下條村 睦沢 ほら 洞 １０１７４～１０１７７，１０１８０～１０１８１

下條村 陽皐 ほら 洞 ３０７４～３０８０，３１６７～３１７５

下條村 陽皐 ほら 洞 ３４０８，　３４２９，３４３６

下條村 睦沢 ほら 洞 ６６５３～６６５６

下條村 陽皐 ほら 洞 ７００８～７０１４

下條村 睦沢 ほら 洞 ７７８９～７７９０，８８８７～８８９２，８９０４

喬木村 大和知 ほら 洞 11746ﾉ2-11749

高森町 山吹 ほら 洞 １０７－１１２，１６６－１６８，１７５－２４２ ９－１０ 107

高森町 山吹 ほら ホラ １７１ノ１－１７１ﾉ４，5256－5260 ９－１０ 107

豊丘村 河野 ほら 洞 ４３６４－ 五－4 52

豊丘村 神稲 ほら 洞 ５４２７－ 五－2 52

根羽村 新井 ほら 洞 672，380

松川町 元大島 ほら 洞 ４６１９－４６８０ 36 124

泰阜村 鍬不取 ほら 洞 2789 38 94

泰阜村 南山 ほら 洞 6650-6651,6667-6672,6674 56,72 94

泰阜村 南山 ほら ほら 6718 - -

泰阜村 南山 ほら 洞 7957-7959 74 94

阿南町 富草 ほらうしろ 洞後 7356

阿智村 清内路 ほらがい ホラガイ １４２９～１４４１

阿南町 和合 ほらかいと 洞開土 2893

高森町 牛牧 ほらがしら 洞頭 ３８１－３８２，３８３ ６－１３ 107

豊丘村 神稲 ほらがしら 洞頭
１０５９１－１０５９２，１０５９９－１０６００，１０６０４－１０６１
６

五－3 105

下條村 睦沢 ほらがたに 洞ヶ谷 ７４４９

阿智村 清内路 ほらくち 洞口 １８１～１９４

阿智村 駒場 ほらぐち 洞口 １３２５，１４４５～

阿智村 智里 ほらぐち 洞口 ２１８～

阿智村 浪合 ほらぐち 洞口 ３５２～

阿智村 浪合 ほらぐち 洞口 ９７９～
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阿南町 富草 ほらぐち 洞口 2263

下條村 睦沢 ほらぐち 洞口 ３３３１～３３３６，３４２７～３４３０

喬木村 富田 ほらぐち 洞口 12395-12396 1 27

喬木村 氏乗 ほらぐち 洞口 10380-10381

豊丘村 神稲 ほらぐち ホラ口 ５５４７－５５４８ 　五－6 111

根羽村 小川 ほらぐち 洞口 3896～3902，4202

根羽村 中野 ほらぐち 洞口 4437

泰阜村 南山 ほらぐち 洞口 7020 59 153

阿智村 智里 ほらげ ホラゲ ４７５１，４８７４～

喬木村 伊久間 ほらざか 洞坂尻
16450-16451,16453-16454,16486-16509，16511-
16512,17341

喬木村 伊久間 ほらざかじり 洞坂尻
15486-15488,15496,16477,16479,16519-16520,16525-
16526

天龍村 平岡 ほらさわ 洞沢
1209-1216,1220-1222,1299-1304,1384-1386,1413，1419-
1421，1431-1438

60 38

下條村 睦沢 ほらさわいり 洞沢入 ７９０２～７９０３，７９４７～７９４８

阿智村 智里 ほらじり 洞尻 ４３４５～４３４６

天龍村 神原 ほらじり 洞尻 1910-1911 167 215

阿南町 富草 ほらた 洞田 3978～3999

阿南町 富草 ほらた 洞田 7217

阿南町 富草 ほらた 洞田 6443～6445

阿智村 春日 ほらだ 洞田 １３１７ロ～１４３０，１４５１～１４９９，１５１７ロ１～２

阿智村 伍和 ほらだ 洞田 ８３５～８３７

阿南町 大下条 ほらだ 洞田 1807，　1809

阿南町 大下条 ほらだ 洞田 3903～3907

下條村 陽皐 ほらだ 洞田 １９５６～１９５８

豊丘村 河野 ほらだ 洞田 ４１４３－４１４５ 五－4 147

根羽村 新井 ほらだ 洞田 675～676，686

泰阜村 黒見 ほらだ ホラ田 4236 33 92

阿智村 伍和 ほらどころ 洞所 １～２，４～８

大鹿村 大河原 ほらのと 洞ノ渡 364～370

大鹿村 大河原 ほらのと 洞の戸 5465－

阿南町 大下条 ほらばた ホラ畑 311

豊丘村 河野 ほらばた 洞畑 ５３１－５３３ 二－4 71

豊丘村 河野 ほらばやし 洞林 ４０９１－４０９８，３９２９－３９３６ 五－1 147

高森町 出原 ほらひかげ ホラヒカゲ ２７３－２７９ ９－１０ 107

松川町 上片桐 ほらふか 洞深 ４４０イ、４４５，４４７イ 4 124

高森町 牛牧 ほらわやまばた ホラワ山畑 19 ６－１２ 107

阿智村 駒場 ほり 堀 ６３５，６５０～６５３

下條村 陽皐 ほり 堀

高森町 牛牧 ほり ホリ 103 ６－１３ 107

高森町 牛牧 ほり 堀 １０１－１０２，１０５，２１８５－２１８６，２５７５ ６－１２ 107

高森町 上市田 ほり 堀 ２９６－２９９ ６－１２ 107

天龍村 神原 ほり 堀 4847 132 293

豊丘村 神稲 ほり ほり １５７１－１５８１，１１３７５ 二－6 87
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松川町 生田 ほり ホリ ２91－２９2，295 48 55

松川町 元大島 ほり 堀 １６，２４９－２５０，５８４，３５５４－３５６１
37，39

47
55

松川町 元大島 ほり ホリ ４１８７－４１８８ 46 55

喬木村 伊久間 ほりがいと 堀垣外
16894-16896,16908-16921,16936-16938，
16940,17020,17022-17025,17028-17030，17034-
17044,17046-17055,17329

松川町 大島 ほりがいと 堀垣外 １２６６－１２６９ 18 28

天龍村 神原 ほりがわら 堀川原 4850，4852-4856 132 293

阿南町 和合 ほりきがほら ほりきが洞 808

阿南町 富草 ほりきり 堀切 851～855

阿南町 和合 ほりきり ホリ切 2217

阿南町 大下条 ほりきり ホリキリ 1474～1475

阿南町 和合 ほりきり 堀切 1754～1755

阿南町 大下条 ほりきり ホリキリ 2891～2859

阿南町 富草 ほりきり ほり切 4631　4635

阿南町 富草 ほりきり 堀切 4640～4641

下條村 睦沢 ほりきり 堀切 ４９１２～４９１３

天龍村 神原 ほりきり 堀切 309 57 147

天龍村 神原 ほりきり ホリ切 6303-6304 79 147

松川町 生田 ほりきり 堀切 １３９６，１３９８－１４０３，１５３９－１５４４，１５５１－１５５５ 62 125

天龍村 神原 ほりぎり
ホリキリ（郷
戸ヒラノ内）

236 57 ,58 147

松川町 生田 ほりきりひかげ 堀切日影 １５４５－１５５０ 62 125

松川町 生田 ほりきりひなた 堀切日向 １３９３－１３９４ 62 125

天龍村 神原 ほりぎりりょうむき
堀切両向（大
久名平ノ内）

410-411 58 160

豊丘村 神稲 ほりこしざわ 堀越沢 ３０１４－３０２４ 五－5 121

阿南町 和合 ほりこだ 堀小だ 1104

天龍村 神原 ほりさわ ホリ沢 555-557 57 166

喬木村 富田 ほりじり 堀尻 13147-13155 2 27

高森町 山吹 ほりじり ホリジリ
４５８２－４５８３，４６０１，４６０６－４６０７，４６１２－４６１
９，４６２３－４６２４

１１－８ 107

高森町 山吹 ほりじり 堀尻 ５３８４－５３８５ 107

豊丘村 神稲 ほりじり 堀尻 ７１３４－７１３７，７１５３－７１５５，１１９３１ 二－7 44

下條村 睦沢 ほりた 堀田 １０１６８

阿南町 富草 ほりだ ほり田 844～850

豊丘村 神稲 ほりたて 堀立 ９７７６－９７７８ 五－2 51

泰阜村 高町 ほりぬきぼら 堀抜洞 832-835 16 35

高森町 牛牧 ほりのうえ ホリノ上 2417 ６－１２ 107

阿智村 春日 ほりのうち 堀ノ内 ５１２，５５２～５５３

阿南町 富草 ほりのうち 堀ノ内 8405～8406

阿南町 富草 ほりのうち ほりの内 8438～8441

阿智村 駒場 ほりのき 堀木 １６９５～

下條村 睦沢 ほりのた？ 洞ノ田 ６９～７１

松川町 元大島 ほりのはた 堀ノ端 ５８６ 46 125
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泰阜村 南山 ほりのもと 堀ノ本 7719-7720 75 153

天龍村 平岡 ほりはた 堀畑 102-103,105,126-128,134-135,138-139,147-148 27 11

阿智村 駒場 ほりばた 堀端 ４８５～

高森町 上市田 ほりばた 堀ハタ 159 ６－１２ 107

天龍村 神原 ほりばた ホリバタ 471473 57 11

天龍村 神原 ほりばた
ホリバタ（中
組平内）

777 109 ,123 11

根羽村 中野 ほりばた 堀端 4262～4263

松川町 元大島 ほりばた 堀端 ２４１－２４３ 55 125

阿南町 大下条 ほりまわし 堀廻シ 1431～1434，1436～1449

高森町 牛牧 ほりわき ホリワキ
２３４８－２３４９，２３５１－２３５９，２３６１－２３６３，２３６
７，２４１０－２４１４

６－１２ 107

高森町 牛牧 ほりわき 堀ワキ ２４１５－２４１６ ６－１２ 107

阿智村 伍和 ぼんがいと 盆垣外 ２５５～２５７

阿南町 大下条 ぼんげんもり 権現森 1121～1122

天龍村 神原 ほんざわありづか 本沢アリ塚 5727-5728 77 310

天龍村 神原 ほんざわいり 本沢入 4348 162 ,163 283

天龍村 神原 ほんざわたきがわ 本沢瀧川 5853 78 314

阿智村 清内路 ほんざわやま 本沢山 872～

阿南町 富草 ほんじ ほんじ 6840

阿南町 富草 ぼんじ ぼんじ 6884～6889

阿南町 大下条 ほんじょう 本城 1099

下條村 陽皐 ほんじょう 本城
７０９２～７０９７，７０９９～７１０８，７１１０～７１１２，７１１６
～７１３８，７１４２～７１５２

高森町 山吹 ほんじょう 本城 ５５４３－５５４９，５５５５－５５５７、５５７７ １１－７ 107

高森町 吉田 ほんじょう 本城 ２０２４，２３８７－２３８８ ９－１１ 107

豊丘村 神稲 ほんじょう 本城 ８３６７，８３５９－８３６２，８３６４－８３６６

下條村 陽皐 ほんじょう？ 本城 ７１５４～７１５７

阿南町 大下条 ほんじょうきたむき 本城北向 1100

阿南町 旦開 ほんだ 本田 916～922

高森町 山吹 ほんだ 本田 ３６００－３６０３ ９－８ 108

豊丘村 河野 ほんだ 本田 ３６３－３６６ 二－4 174

阿智村 智里 ほんだに 本谷 ３９２８～

阿智村 浪合 ほんづくり？ 本作リ １１２８ホ１～１１２８ト２

大鹿村 鹿塩 ほんだに 本谷 4347－

喬木村 大島 ほんだに 本谷 9794-9795

天龍村 平岡 ほんたになかね 本谷中根 2125 113 ,114 81

阿智村 伍和 ぼんち 盆地 １８８４～１８８６，１８８９～１８９１

喬木村 伊久間 ほんでん 本田 15429-15430 ほんだ

阿南町 富草 ほんど ほんど 6817～6819

豊丘村 神稲 ぼんのう？ ぼんのふ ２０１６－２０２０ 二－6 87

豊丘村 神稲 ぼんのくぼ ボンノ久保 １０９９０－１０９９６ 五－3 174

阿智村 智里 ほんはしば？ 本橋場 ２５９～２６１，２６３～２６５

豊丘村 神稲 ほんばた 本畑
８２２３－８２５１，８２５４－８２６４，８２６６－８２７２，８２７５
－８３０６

二－5 22

平谷村 ムク沢 ほんばた 本畑 ６０７，６０９－６１１，８７９－８８４
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豊丘村 神稲 ほんばら 本原
８３０７－８３４１，８３４３－８３５５，８３５７－８３６６，８３６８
－８３７９，８３８１－８４３６

二－5 22

喬木村 富田 ぼんばら 凡原 12192-12195 1 28

阿智村 春日 ほんぼら 本洞 ２０７５～２０７８

阿智村 駒場 ほんぼら 本洞 ２１９６～２１９７

阿南町 大下条 ほんぼら 本洞 2570～2573

下條村 睦沢 ほんぼら 本洞 ５２９２

喬木村 大島 ほんぼら 本ぼら 9788-9791,9796-9798

天龍村 神原 ほんぼら 本洞 1218 95 194

天龍村 神原 ほんぼら 本洞 4481,4484-4486,4510-4512 147 ,162 194

豊丘村 河野 ほんぼら 本洞 ７４５７－７４６０ 五－4 150

阿南町 大下条 ほんぼらかいどうばた 本洞街道バタ 2574

阿南町 大下条 ほんぼらさわだ 本洞澤田 2569

阿南町 大下条 ほんぼらみちした 本洞道下 2575

根羽村 町 ほんまつした 本松下 2081

松川町 生田 ほんやまくまぐら 本山熊倉 １６７５ 49 125

平谷村 ムク沢 まい 前 ２３，１８８，　９６７

平谷村 ムク沢 まい マイ １２６５－

平谷村 ムク沢 まい 前

豊丘村 神稲 まいさか 舞坂 １１８９７－１１８９９ 二－5 35

阿南町 大下条 まいた マイ田 190～191

高森町 出原 まいた マイタ 98 ８－９ 108

高森町 牛牧 まいた マイ田 247 ６－１３ 108

天龍村 神原 まいた 前田 5522　，5582 104 116

阿南町 富草 まいだ 前田 523

阿南町 大下条 まいだ 前田 2014～2021,2032～2033,2035～2038

阿南町 大下条 まいだ マイ田 475～476

阿南町 大下条 まいだ マイダ 583～586

高森町 牛牧 まいだ マイダ 1390 ５－１３ 108

天龍村 神原 まいだ 前田 2126，　2144 168 116

天龍村 神原 まいだ 前田 3878 106 117

天龍村 神原 まいだ 前田 4754 146 116

天龍村 神原 まいだ 前田
6048-6049，6051，6068-6069，6074-6075，6077-6078，
6205

31 116

平谷村 合川 まいだ 前田 ５２－５４

松川町 生田 まいだ 前田 ３６５１－３６５６ 30 26

阿南町 大下条 まいだじり マイダジリ 2034

泰阜村 明島 まいとや 前トヤ 5122-5134 36 79

松川町 大島 まいのかいと 前垣外 １３１６－１３３３，１３３７－１３４４，１３５９ 18 26

松川町 生田 まいのひらひなた 前平日向 ２９５４，２９５８－２９５９ 31 26

松川町 元大島 まいのひらみちした 前平道下 ２９４８ 31 26

阿南町 大下条 まいはた マイ畑 639

高森町 出原 まいはた マイハタ 102 ８－９ 108

高森町 山吹 まいはた マイ畑 5303，　6056 １２－８ 108
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天龍村 神原 まいはた 前畑 2077，2082，2084-2087  221

天龍村 神原 まいはた 前畑 2105，2113，　2115 168 221

天龍村 神原 まいはた 前畑
6047，6050，6064-6067，6070-6073，6076，6079，6088，
6095，6242-6243，6268-6269

31 221

天龍村 神原 まいばた 前畑 2127-2128，2140，2155-2160，2174，2177 168 221

天龍村 神原 まいばた 前畑 3047,3053-3054,3069 137 221

天龍村 神原 まいばた 前畑 3652,3664,3666,3671,3677，3685，3688，3703，3708 , 3718 106 221

天龍村 神原 まいばた 前畑
3721，3725，3761-3763，3876-3877，3898，3900，3927，
3930-3932，3949-3950，3962,3979-3980,3983,3991-
3994,3999

92 221

天龍村 神原 まいばた 前畑 4024，4036-4037，4061，4062，4078，4087-4088，4292 105 221

天龍村 神原 まいばた 前畑
4689，4698-4699，4716-4717，4759，4777，4811，4816，
4839，4845，4862，4868，4883，4919-4920,4925，4933-
4934，4962

132 ,146 221

天龍村 神原 まいばやし 前林 4061 105 130

天龍村 神原 まいばやし 前林 6267 80 130

高森町 山吹 まいひら マイヒラ 5252－5254，５６１１－５６１２，５６２６－５６２７，５６３０ １１－８ 108

松川町 生田 まいひら 前平 ２９４６－２９４７，５１１２－５１１４ 31 26

阿智村 浪合 まえ 前 ４０ロ

阿智村 浪合 まえ 前 ４５７～４５７ロ２

阿南町 大下条 まえ 前 974～975

下條村 陽皐 まえ 前 １７８４～１７８６，２０４４，２０６９～２０７０

天龍村 神原 まえ 前 83

天龍村 神原 まえ 前 1235 95 195

天龍村 神原 まえ 前 5523 104 195

天龍村 平岡 まえ 前 724 4 117

阿智村 智里 まえいしはらざか 前石原坂 ５０８４イ

泰阜村 南山 まえおおばた 前大畑 7857 74 153

阿南町 富草 まえがいと 前垣外 7143

阿南町 大下条 まえがいと 前垣外 3820～3822

天龍村 平岡 まえがいと 前垣外 1634-1635,1640-1642,1669-1674,1676-1679，1685-1687 70 57

大鹿村 鹿塩 まえがしら？ 前頭 2528～2529

大鹿村 鹿塩 まえがしら？ 前頭 2528～2529

天龍村 神原 まえかわ 前川 1231 95 195

阿智村 春日 まえかわどおり 前川通 ２６３３～２６３５，２６５７，２６６２

阿智村 春日
まえかわどおりみずく
ち

前川通水口 ２６５９～２６６１

松川町 元大島 まえかわら 前川原
２１４３－２１９９，２２００－２３１２，２３１８ノ３，２３１８ノ６－
２３２０，２３２１ノ４、２３２２ノ５、２３２４ノ５

29，38 55

松川町 元大島 まえかわら 前河原
２３１８ノ１－２，２３１８ノ４－５，２３２１ノ１－３，２３２２ノ１
－４，２３２３－２３２４ノ４，２３２５－２３３９

38 55

喬木村 富田 まえこしお 前小塩 14879-14893 １，４ 28

豊丘村 神稲 まえさか 前坂 １１８８７－１１８８８？ 二－4 23

豊丘村 神稲 まえさかやまのかみ 前坂山神 １１８８６－ 二－5 32

阿智村 春日 まえざわ 前沢 ３１３９～３１５１，３１６２

阿南町 大下条 まえざわ 前沢 2577，2700，2706～2707

下條村 陽皐 まえざわ 前沢
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豊丘村 神稲 まえざわ 前沢
９２９－９３８，９７１－９７８，１００７－１０１１，１１８７７－１
１８８４，８１６８－８２２３，１１８８４－１１８８５

松川町 生田 まえざわ 前沢 ８９７５，９００９ 125

天龍村 神原 まえざわばたそと 前沢畑外 1150 70 192

松川町 生田 まえざわひかげ 前沢日影 ７２０７－７２１８ 125

松川町 生田 まえざわひなた 前沢日向 ７１９４－７２０６ 125

阿智村 春日 まえだ 前田 １６５５～１６５６

阿智村 春日 まえだ 前田 １７５～１７６

阿智村 春日 まえだ 前田 ２６９１，２６９５～２７０６

阿智村 春日 まえだ 前田 ５０１～５０６

阿智村 駒場 まえだ 前田 １４２６，１４２８～１４３０

阿智村 伍和 まえだ 前田
６１３１～６１３２，６１５３～６１５５，６１７４～６１７５，６１９
７，６２１６，６４０１～６４０２，６４１０～６４１１

阿智村 伍和 まえだ 前田 ６６２６～６６２９

阿智村 伍和 まえだ 前田 ６９～７０，２４９

阿智村 智里 まえだ 前田 ４３４７，４３４８，４３５１～４３５３，４３５９～４３６０

阿智村 智里 まえだ 前田 ９２～９８，１０５～１１３，２６８～２７０，３６２～３６４

阿智村 浪合 まえだ 前田 ３９～１３８

阿智村 浪合 まえだ 前田 ４５２イ～５１５イ

阿南町 富草 まえだ 前田 738～740

阿南町 富草 まえだ 前田 893～897

阿南町 富草 まえだ 前田 3037～3039

阿南町 富草 まえだ 前田 6755

阿南町 大下条 まえだ 前田
1431，1506，1794，1797，1801～1802，1925～1927，1931
～1941，1943

阿南町 和合 まえだ 前田 1945～1946

阿南町 大下条 まえだ 前田 2009～2011ﾉ3，2012～2013ﾉ2

阿南町 大下条 まえだ 前田 2752，2754～2756

阿南町 富草 まえだ 前田 4588～4593

阿南町 大下条 まえだ 前田 460，462～463，480

阿南町 大下条 まえだ 前田 561～567，1650

阿南町 大下条 まえだ 前田
570～571，575，624～625，630～636，654～655，963，
965，969

阿南町 富草 まえだ 前田 6247～6249，6366～6368

阿南町 富草 まえだ 前田 7147～7151，7183～7187，7403

阿南町 富草 まえだ 前田 7631～7636

阿南町 富草 まえだ 前田 7657～7658，7662～7664

阿南町 富草 まえだ 前田 8345～8347

阿南町 富草 まえだ 前田 8683～8689

阿南町 富草 まえだ 前田 9164～9173，9208～9211

阿南町 和合 まえだ 前田 919～921

阿南町 富草 まえだ 前田 9258～9261

下條村 陽皐 まえだ 前田 ２７６３

下條村 睦沢 まえだ 前田
１３６～１３９，４７４，４７７，５０７，５２３，１３７３～１３７５，
１３７９，１３９３～１３９５，１３９８，１４４３～１４５０

下條村 陽皐 まえだ 前田 １７６２～１７６６
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下條村 睦沢 まえだ 前田 １７８５～１７９０，１７９３～１７９７，２１４２，２１５１～２１５８

下條村 睦沢 まえだ 前田
３０７７～３０７８，３０８６，３０９０，３０９６～３０９７，３０９９
～３１００，３１０９～３１１０，３５７９

下條村 陽皐 まえだ 前田
３３１５，３３３６～３３３８，３３９７～３３９８，３７３８，３９４２
～３９４４，３９５０～３９５２，３９５８～３９５９，３９７２～３９
７３

下條村 陽皐 まえだ 前田
３４３～３４６，４８１～４８２，４８４，８２８，９０４，９０６～９０
８， ９５４？

下條村 陽皐 まえだ 前田
４０５１，４０５６，４０６６，４０７０，４０７２，４０７６，４１８６～
４１８８，４１９０～４１９１，４２４９～４２５０，４３０８

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

下條村 陽皐 まえだ 前田
５３８～５４３，５５０～５６０，８３１，８３９～８４２，８４５～８４
９，９８２～９３６

下條村 睦沢 まえだ 前田

５４０７，５５２３～５５２４，５５２６，５５４３，５５４５～５５５
２，５８４６，５８６６～５８８０６１９３～６１９４，６１９６，６２４
８，６２５３～６２５４，６２６１～６２６２，６２６６，６２６９，６２
９１～６２９２，６２７４，６２８３，６３７１，６３７６，６３８７～６
３９０

下條村 睦沢 まえだ 前田 ５５５４，５８８８～５８９０，６０７７

下條村 陽皐 まえだ 前田
６２２５～６２２７，６２６８～６２７０，６２９２～６２９３，６２９６
～６２９８

下條村 睦沢 まえだ 前田
６３９４，６３９８，６３８９，６４１３，６４１７，６４２０～６４２２，
６４４２～６４４６，６４５３～６４５５，６４６１，６６２５～６６２
７，６６８４，６６８６～６６８８

下條村 睦沢 まえだ 前田

６６９６，６７６０，６７８２～６７８４，６８００～６８１０，６８８６
～６８８７，６９３３，７２１０～７２１２，７２３２～７２３４，７２７
４，７３１６～７３１９，７３２７，７３５２～７３５５，７３５９，７３
６３～７３６４，７３７２，７３９４，７３７６，７４３３，７４８７，７４
３８，７４４７，７４５３～７４５６，６７７１，６７７４，６８９５，６９
２３，７４２１～７４２３

下條村 陽皐 まえだ 前田 ７２０６～７２０７，７２０９

下條村 睦沢 まえだ 前田 ７５～７８

下條村 睦沢 まえだ 前田 ８７２２～８７２３，９２９４～９２９８

下條村 睦沢 まえだ 前田
９９５７，９９７５，９９８０～９９８２，１０１４０～１０１４２，１０
１５０

下條村 睦沢 まえだ 前田

喬木村 富田 まえだ 前田 12738-12744 1 28

喬木村 小川 まえだ 前田 5844-5845,5847,5894

喬木村 小川 まえだ 前田 7030-7031,7048

喬木村 氏乗 まえだ 前田 9975-9976,10226

喬木村 大和知 まえだ 前田 11659-11662,11686-11687

高森町 出原 まえだ 前田 ３２０－３２５，３５５ ９－９ 108

高森町 牛牧 まえだ 前田

６２－６３，６５，８１－８２，２４４，３８２，３８４－３８６，４３９
－４４３，４７０，７９２，８６６－８６８，１０５６－１０５７，１０９
６，１２３５，１８００，１８６９－１８７０，２０７８－２０７９，２２
８９－２２９０，２３０７，２４３９－２４４１

５－１１ 108

高森町 山吹 まえだ 前田
２５２８、３００７－３００９，3857－3864，3910－3913，4745
－4757，4836－4848，5623，5650，5670－5671

７－７ 108

天龍村 神原 まえだ 前田 32366 13 116

天龍村 神原 まえだ 前田 626 ,644 68 116

天龍村 神原 まえだ 前田 906-908,910-911,915-917 81 116

天龍村 神原 まえだ 前田 5668-5671，5680-5681，5710 90 116

天龍村 平岡 まえだ 前田 144,479,561,564-565 35 ,47 116
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豊丘村 河野 まえだ 前田
６１３９，４０５，４１１－４１４，４１６－４１８，５８０－５８２，８
０４，８０７，４８９５－４９１３，４９１８，５２１６－５２３６，５２
３９－５２４１

二－2 76

豊丘村 神稲 まえだ 前田

７２９３－７２９９，７３０７－７３０８，６８０１，６８０９－６８１
９，６８２１－６８２２，６８２６，６８３８－６８４１，２７１８－２７
２０，６７６８，６７８７，３７８９，６７９５－６８００，１０００１－
１０００２，８０２８－８０３０，９９７３－９９８０，９９９９－１００
００，１００４８－１００５６，１０６５６－１０６７３

二－5 28

根羽村 万場瀬 まえだ 前田 1555～1560，1575

根羽村 黒地 まえだ 前田 2319～2326

根羽村 萸野 まえだ 前田 2917～2918

根羽村 小川 まえだ 前田 3777～3778

根羽村 取手 まえだ 前田 4718

松川町 生田 まえだ 前田
３３，７７０－７７２，７７９－７９０，１８９７，２３０７－２３１２，
２９１３－２９１９，２９３６－２９３７，５４２９－５４３３

30，55 17

松川町 元大島 まえだ 前田
３０４，３３５，４１５，４４４，１２５７，１３１５－１３１６，１７７４
－１７７５，１８３３－１８３５，２５９２－２５９３

38，55 17

松川町 大島 まえだ 前田 １０１８，１０２８ 13，18 17

泰阜村 明島 まえだ 前田 5135 36 22

泰阜村 打沢 まえだ 前田 2416 22 22

泰阜村 唐笠 まえだ 前田 3966,4099,4101-4103,4144 12,14 22

泰阜村 金野 まえだ 前田 67-68 6,16 22

泰阜村 黒見 まえだ 前田 4513 31,33 22

泰阜村 田野口 まえだ 前田 5370-5373 33,34 22

泰阜村 平島田 まえだ 前田 3356-3358 39 22

泰阜村 万場 まえだ 前田 3688,3692,3694,3696-3697,3699-3700 37 22

泰阜村 南山 まえだ 前田
6169,6602,6605-
6606,6821,6953,7657,7661,7712,7810,7856,8326-
8327,8341-8345,８３４８－8350,8365,8533-8534

70,72,74 22

阿南町 富草 まえだ？ 前田？ 7605～7607

高森町 山吹 まえだいら 前平
2598，2743，2747，3047，6019，５１７６－５１８３，５２６５－
５２６８

７－７ 108

阿南町 大下条 まえだうえ 前田上 1661

天龍村 神原 まえだうえ 前田上 33-34 13 116

天龍村 神原 まえだうえ 前田上 905

阿南町 富草 まえだうえのきり 前田上ノ切 8781～8782

阿智村 春日 まえだおち 前田落 ２６９２～２６９４

豊丘村 神稲 まえだがいと 前田垣外 ７３２５－

阿南町 大下条 まえだした 前田下 964

下條村 陽皐 まえだした 前田下 ３９４７～３９４９

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

下條村 睦沢 まえだしたのきり 前田下ノ切 １４５５～１４５８

阿南町 大下条 まえたじり 前田（畑）尻 2305

高森町 牛牧 まえだじり 前田尻 2442 ５－１２ 108

阿智村 春日 まえだどおり 前田通 ３１８８，３１９１，３２２７～３２３０，３２３６，３２３８～３２４２

阿南町 富草 まえだなかのきり 前田中ノ切 8802～8803

阿南町 富草 まえだのくち 前田ノ口 9250～9254

下條村 陽皐 まえだぼら 前田洞 ５６１

阿南町 大下条 まえだみちした 前田道下 466～467
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泰阜村 平島田 まえだみちした 前田道下 3359,3361-3362 39 114

泰阜村 南山 まえだみちした 前田道下 7848 74 153

下條村 睦沢 まえだむこうやま 前田向山 ２３０６

泰阜村 万場 まえだやま 前田山 3693,3695,3700,3732 18,34 40

泰阜村 南山 まえだよこ 前田横 7847 74 154

天龍村 神原 まえどおり 前通 1194 82 193

豊丘村 神稲 まえのさわ 前ノ沢 ６１７２，６５１６－６５１８ 五－5 115

根羽村 小戸名 まえのた 前ノ田 3247，3291

天龍村 神原 まえのとおりばた 前ﾉ通畑 1195 82 194

根羽村 小戸名 まえのはた 前ノ畑 3248，3337ｲ

下條村 睦沢 まえのまえ 前ノ前

阿智村 浪合 まえのみち 前ノ道 ９７８～９８９

阿智村 伍和 まえはた 前畑 ７３，２４８～

阿智村 智里 まえはた 前畑 ４２７１～

阿南町 富草 まえはた 前畑 3164～3165

高森町 出原 まえはた マヱハタ ３３０－３３１，３５５ ９－９ 108

根羽村 中野 まえはた 前畑 4352

阿智村 春日 まえばた 前畑 １２６８～

阿智村 春日 まえばた 前畑 １６５８～

阿智村 春日 まえばた 前畑 ５０９～５１０

阿智村 智里 まえばた 前畑 １１８～１２２

阿智村 浪合 まえばた 前畑 ３３４～４１０

阿智村 浪合 まえばた 前畑 ３８～２６５

阿智村 浪合 まえばた 前畑 ４５０～５０３

阿智村 浪合 まえばた 前畑 ７５５ノ１～７５８ロ

阿智村 浪合 まえばた 前畑 ９０７ハ～９１０

阿南町 大下条 まえばた 前畑 673

阿南町 富草 まえばた 前畑 6342

阿南町 和合 まえばた 前畑
140，524～526，661，2087～2089，2093，2107，2120，
2140～2141

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

阿南町 大下条 まえばた 前畑 1731，1826～1828，1837～1838，1924，2047，2237～2238

阿南町 大下条 まえばた 前畑 3287，　3365

阿南町 大下条 まえばた 前畑 3819，3890，3901～3902

阿南町 大下条 まえばた 前畑 468～490

阿南町 富草 まえばた 前畑 7406～7410

阿南町 富草 まえばた 前畑 7629～7630

阿南町 富草 まえばた 前畑 7684～7685

阿南町 大下条 まえばた 前畑 960，　970

下條村 睦沢 まえばた 前畑 １３９０

下條村 睦沢 まえばた 前畑 ３０９４，３１１８～３１１９，３５７１～３５７２

下條村 睦沢 まえばた 前畑 ５５５２，６２３０～６２３２

下條村 陽皐 まえばた 前畑 ７１５８，７１７０～７１７６
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喬木村 小川 まえばた 前畑
7911-7912,7993-7996,7924-7925,7966-7967，7972，7975-
7982,8005-8007,8025,8031-8036

高森町 出原 まえばた 前畑 189 ８－９ 108

高森町 牛牧 まえばた 前バタ 256 ６－１３ 108

高森町 牛牧 まえばた 前畑 ６７，２２５－２２６，１１６６，１６２６，１７９９，２１３５，２４５７ ４－１２ 108

高森町 山吹 まえばた 前畑 3124，3870，3948－3949，5281，６０６１，６０９７－６０９８ １０－８ 108

天龍村 神原 まえばた 前畑 39

天龍村 神原 まえばた 前畑 72 ,81 ,82 ,102 ,103

天龍村 神原 まえばた 前畑 277，290，333，365，377-378，504 44 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 535-537,567 69 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 624，643，665，711-712 68 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 834,840,854,900,928-930 81 58

天龍村 神原 まえばた 前畑
1069,1079,1087,1117-
1118,1124,1138,1140,1143,1176,1232,1234,1236,1303,1311

81 ,82 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 1312，1341，1347，1374-1375，1383-1390 124 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 3215,3218-3219,3235,3256-3257,3261-3263,3275-3276 80 ,81 58

天龍村 神原 まえばた 前畑 5501，5505-5506，5581 104 158

天龍村 神原 まえばた 前畑 5610,5673,5675-5679 90 58

天龍村 平岡 まえばた 前畑 1649 70 58

天龍村 平岡 まえばた 前畑
108,111,130,170,186-187,218-219,264，269，304-305，
323-324，372-374，477，480-481，615，725,734,763-
764,771-774,789-790,810,817,837,855,873-875,901

6 ,47 58

天龍村 平岡 まえばた 前畑 608-609 35 58

天龍村 平岡 まえばた 前畑 768，813，822-823，956 3 ,4 58

豊丘村 河野 まえばた 前畑
３４４２，３４４８，５８３，７４０－７４１，７８９－７９７，８３３，
８３８－８３９，８４２－８４３，４２１１，４２１５－４２１６，４９１
４－４９１８，７３９８－７４００，７４２５

二－2 148

豊丘村 神稲 まえばた 前畑 ２７１３－２７１７ 五－4 174

根羽村 町 まえばた マエバタ 2104～2111，2122

根羽村 小川 まえばた 前畑 4041

根羽村 横畑 まえばた 前畑 4585

根羽村 高橋 まえばた 前畑 4971～4974，5013

松川町 元大島 まえばた 前畑 66，１１０，２５９１，２６６０ 55 27

松川町 大島 まえばた 前畑 １０１２ 18 27

泰阜村 南山 まえばた 前畑 7526-7527,7587-7588,7811,7887-7888 74 154

天龍村 神原 まえばたうえ 前畑上 568 68 166

天龍村 神原 まえばたうえ 前畑上 1196 82 166

阿智村 智里 まえはたくだり 前畑下リ ４３０４，４３０６～４３０７

阿南町 大下条 まえばたした 前畑下 163

天龍村 神原 まえばたした 前畑下 376 57 120

天龍村 神原 まえばたした 前畑下 833 81 120

天龍村 平岡 まえばたした 前畑下 332　,334 47 120

天龍村 平岡 まえばたした 前畑下 792-795 23 120

天龍村 平岡 まえばたなかぎり 前畑中切 791 23 129

天龍村 神原 まえばたみちうえ 前畑道上 538 69 165

天龍村 神原 まえばたみちした 前畑道下 379541 57 157
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天龍村 神原 まえばたみちした 前畑道下 1391 124 157

天龍村 神原 まえばたみちよこ 前畑道横 71

天龍村 神原 まえばたみちよこ 前畑道横 1070 82 189

天龍村 神原 まえばたよこ 前畑横 1176 82 193

天龍村 神原 まえばやし 前林 24,94-95,267-268,282,286,439,491 44 130

天龍村 神原 まえばやし 前林 94 ,95

天龍村 神原 まえばやし 前林 499 69 130

天龍村 神原 まえばやし 前林 598 57 130

天龍村 神原 まえばやし 前林 1295-1296，1298 124 130

天龍村 神原 まえばやし 前林 1393，1516-1517 124 130

天龍村 神原 まえばやし 前林 3598 106 130

天龍村 平岡 まえばやし 前林 817　,876 22 ,34 130

泰阜村 南山 まえばやし 前林 7743-7745, 7922-7927 74,75 154

阿智村 春日 まえはら 前原
２８９９，２９０２～２９０３，２９２１，２９２６～２９２９，２９３
４，２９４３ロ，２９９１～２９９３

阿智村 春日 まえはら 前原 ５０７～５０８

阿智村 浪合 まえはら 前原 １１７６ロ１～１１８３

高森町 山吹 まえひら 前ヒラ ３６６６－３６７５ １０－７ 109

松川町 大島 まえひら 前牧 １０４１ 18 25

阿南町 富草 まえぼら 前洞 2493～2515，2520～2527

天龍村 神原 まえみちした 前道下 577-582 68 167

天龍村 神原 まえみちした 前道下 909 167

天龍村 神原 まえみちした 前道下 1071 82? 167

阿智村 智里 まえみやあちじんじゃ 前宮阿智神社４８９～

阿智村 智里 まえみややま 前宮山 ４８８，４９０～

喬木村 富田 まえもんだ 前門田 14611-14612

高森町 出原 まえもんだ 前門田 １８０－１８３ ９－９ 109

豊丘村 河野 まえやざわ 前矢沢 ９８１－ 二－4 74

阿南町 富草 まえやま 前山 1113

天龍村 神原 まえやま 前山 897 82 182

泰阜村 南山 まがき 真垣 6356,6427-6428,6550-6552,6554-6555 70 154

高森町 上市田 まがさわ 間ヶ沢 １－４２，５２－７６ ６－１２ 33

高森町 下市田 まがさわ 間ヶ沢 1－34，4449－4509 ６－１３ 33

阿智村 駒場 まがり マガリ １００７～１００８

天龍村 平岡 まがりがた
曲形（宇連山
ノ内）

947 13 133

豊丘村 河野 まがりくぼ マガリクホ ４４６５－

喬木村 伊久間 まがりざか 曲坂 16242-16243,16255-16257,16259,17342

天龍村 神原 まがりはた 曲畑 1097，　1119 82 190

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

大鹿村 鹿塩 まき まき 3678～3685

大鹿村 鹿塩 まき まき 3678～3685

松川町 元大島 まき 牧 ２５５０，２５６３，２５９９，２６０１－２６０２ 29 52

泰阜村 明島 まき マキ 4769 35 78
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泰阜村 明島 まき まき 4777 35 78

阿智村 智里 まきがしま 牧ヶ島 ３０９０～３０９１，３０９４～３０９５，３０９７～３１００

豊丘村 神稲 まきがじょう 巻ヶ城 ２３１４－２３１６ 五－2 57

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

下條村 睦沢 まきがほら 槙ヶ洞 １６３１～１６４０，１６４８～１６５０

松川町 元大島 まきがわら 牧河原
２５４２－２５４３，２６００，２６０３－２６１２，２６１８－２６２
２，２６２４－２６２７，２６３１，２６３３－２６３６

29 52

松川町 元大島 まきがわら 牧川原 ２６１７ 29 52

大鹿村 鹿塩 まきさわ まき沢 4180～4182，4189～4190

大鹿村 鹿塩 まきさわ まき沢 4180～4182，4189～4190

阿智村 智里 まきだち マキダチ ３４１１～３４１２

喬木村 氏乗 まきだち 槇立 11405-11406

平谷村 合川 まきだち マキダチ ６７－６９

平谷村 ムク沢 まきたち？ 槙立 ６６－６７

喬木村 氏乗 まきだちむかいがわら 槇立向川原 11399-11400

喬木村 氏乗 まきたて 牧立 11451ﾉ2-11453

泰阜村 明島 まきだて 牧立 4761-4768,4770-4774,4776,4778,4780,4799,4801-4805 35 79

喬木村 阿島 まきつぼ 蒔坪 1-4,83-256

大鹿村 大河原 まきの 牧野 4438～4439

天龍村 神原 まきのうえ
マキノ上（ヒヨ
沢ﾖﾘ竜川ﾉ
内）

972 82 ,95 184

高森町 上市田 まきのうち 牧ノ内 ５１５－５４１，５４４－５５２ ７－１２ 109

阿智村 伍和 まきのき 槇ノ木
３７４３～３７４９，３７５２，３７５４～３７６７，３７９４～３７９
５，３９８９～３８０４，３７９７～３８０４

泰阜村 明島 まきのくぼ 槇ノ久保 5141-5142 35，36 79

阿南町 富草 まきのさわ 槇之澤 1253～1256

阿南町 富草 まきのさわ 槇之沢 1853～1860

天龍村 神原 まきのさわ マキノ沢（倉ﾉ平ﾋﾗﾉ内）1432-1433 124 202

天龍村 神原 まきのさわ マキノ沢 1466 123 ,.124 202

天龍村 神原 まきのさわみちした マキノ沢道下 1463 124 204

阿智村 智里 まきのたいら 牧ノ平 ２２５１～２２５５

阿智村 浪合 まきのたいら 槇ノ平 ９３５ノ１～９４３イ１

天龍村 平岡 まきのたいら マキノ平 1748 83 63

天龍村 神原 まきのね マキノ根 4489 147 ,162 285

大鹿村 大河原 まきのの 牧野々 1339～1351

下條村 睦沢 まきのはら 槙ノ原 １６４９ノ３４？

阿智村 春日 まきのもと 槇本 １９３５～１９５０

下條村 陽皐 まきのもと 槙ノ本 ６０９４

下條村 陽皐 まきのもと 牧ノ本 ６１０４

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

泰阜村 打沢 まきのもと マキノモト 1899-1903 21，22 52

阿智村 春日 まきはた 牧畑 ８８３～９４６，９６５～１０３４，１０５４～１０７８，１１１９～１１２９

喬木村 大島 まきばた 牧畑 9125-9198,9202,9209-9224
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阿智村 伍和 まきばやし 槇林 ４３３６～４３３８，４６０９～４６１７，４６２７～４６２９

阿南町 旦開 まきばやし まき林 237

阿南町 旦開 まきばやし 槙林 229～236，238～239，242～272

天龍村 神原 まきばやし 槇林 59

豊丘村 河野 まきばやし 槇林 ３０２２－３０３１ 二－2 158

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

天龍村 神原 まきぼつ まきぼつ 2537　,2546 ,2548 177 232

喬木村 小川 まきめ マキメ 7804

大鹿村 大河原 まきやすみ マキ休ミ 4531～4532，4535

高森町 牛牧 まきわりせり マキワリセリ 2833 109

阿南町 大下条 まくいわ 幕岩 3395

泰阜村 南山 まくいわ 幕岩 7327-7329,7343 63,64 154

阿南町 大下条 まぐさ マグサ 1127～1128

豊丘村 河野 まぐさくろ？ 秣クロ ３７４９－

喬木村 氏乗 まぐさごや 馬草小屋 11199

豊丘村 神稲 まぐさざわ 馬草沢 五－2 50

喬木村 富田 まくさだ 馬草田 12410-12414 4 28

阿南町 和合 まくした まく下 321

喬木村 小川 まくのうち 幕ノ内
7434-7437,7441-7443,7447-7486,7489-7490，7494-7495，
7499-7501,7503

喬木村 小川 まくのうちさかうえ 幕ノ内坂上 7444-7445

喬木村 小川
まくのうちせいすけづ
くり

幕ノ内清助
作り

7487-7488,7502

泰阜村 南山 まくも まくも（マクモ）6438,6532-6535,6556 70,72 154

泰阜村 南山 まくも 巻茂 6723,6733, 72 154

阿智村 浪合 まげし 曲師 １４２ロ

根羽村 田島 まごいちばやし 孫市林 234

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

阿南町 大下条 まこいわ マコイワ 196～197，200～203

阿南町 大下条 まこいわ マコ岩 3393～3394

天龍村 平岡 まこいわ マコ岩 243 62 21

阿智村 清内路 まごいわ マコイワ ２６２３～２６５７

阿南町 大下条 まこいわうえ マコ岩上 1567

阿南町 大下条 まごきちばた マゴキチバタ 687～690

阿南町 大下条 まこさがいと マコサカイト 1357～1360

大鹿村 鹿塩 まごしおばた 孫塩畑 2344－

阿南町 大下条 まこした マコ下 1572

阿南町 大下条 まこした マコシタ 353，　382, 1095

天龍村 神原 まこした マコ下 4115 105 275

天龍村 神原 まこしたばやし マコ下林 5528-5529 104 306

高森町 出原 まごじつくり マゴジツクリ １６３－１６４ ８－９ 109

阿南町 富草 まごぞうばた 孫三畑 6369～6371，6376

泰阜村 南山 まごたろう 孫太郎 8608-8609, 8719-8723 103 154

天龍村 神原 まごべえとちやま 孫平エ栃山 1852 167 213
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喬木村 伊久間 まこもだ 真菰田 15,495,155,601,556,200,000

阿智村 伍和 まごろく 孫六 ５０３５～

阿智村 清内路 まごろくざわ 孫六沢 ２５１９～２６２２，２６５９～２６６４

阿智村 清内路 まごろくざわわたし 孫六沢渡 ２７２１～２７３５

阿智村 清内路
まごろくさわわたしむ
こう

孫六沢渡向 ２７４３～２７４４

天龍村 神原 まごろくじま 孫六島 6152-6153 55 325

天龍村 神原 まごろくづくり 孫六作リ 6161-6162 56 ,68 326

阿南町 大下条 まごろくはた 孫六畑 125～128

阿智村 伍和 まごろくみち 孫六道 ５３６７～５３８０

阿智村 智里 まさごや マサゴヤ ３５５１～３５５８

根羽村 小川 まさのたいら 正ノ平 3765～3772，3902

喬木村 氏乗 まさはり まさハリ 11203 　

松川町 大島 まざわいり 間沢入 ４４，1253－1327 56，61 125

豊丘村 河野 まざわだ 間沢田 ４３５３－４３５５

高森町 山吹 ましの 増野 ７７６１－７７７３，８１０７－８２４９ 109

高森町 山吹 ましのはら 増野原 ６３９４－６３９５，６４６８－６６４３ ７－４ 109

高森町 山吹 ましのはら 増の原 ６７６２－６７６９，６７９５－６８００ 109

高森町 山吹 ましのはら 増乃原 ７８８１－８１０６ 109

松川町 大島 ましま 間島 ６８７ノ２ 13 125

松川町 大島 まじま 眞島 ５９３－６０５，６６５－６９８，７７３，７７６ 13 125

喬木村 小川 ますがころび 升かコロビ 8955,8957-8959,8965-8969

阿智村 智里 ますがさわ 増ヶ沢 ４３９７～４４４４，５１６４～５１６５

阿南町 大下条 ますかど マスカド 381～385？

豊丘村 神稲 ますくぼ 桝久保 ９７２５，９７２８－９７５０

根羽村 中野 ますどめ マスドメ 4416ｲ

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

下條村 陽皐 ますば 枡場 ４６９０～４６９１

泰阜村 黒見 ますばた マス畑 4264-4265 14,33 29

根羽村 万場瀬 ますぶち 升淵 1376～1377，1428

根羽村 万場瀬 ますぶちうらだ 升淵浦田 1400～1404

根羽村 万場瀬 ますぶちなかしま 升淵中島 1392

下條村 陽皐 ますや 枡屋 ７１５９

泰阜村 南山 ますや 枡屋 8649 90 154

松川町 生田 ませ 馬瀬 ２２９３ 30 39

大鹿村 大河原 まぜ 間瀬 306～328

泰阜村 南山 ませかた マセカタ 7454 60 154

天龍村 神原 ませかど マセカド 5215 118 302

豊丘村 河野 ませくち マセクチ ２５３９－２５４５ 二－2 159

阿智村 伍和 ませぐち マセグチ １３１１，１３１４～１３１６

阿智村 伍和 ませぐち 満勢口 ３，９～１２

阿智村 智里 ませぐち マセ口 ２５９３～２５９４

阿南町 富草 ませぐち ませ口 589～590，619

阿南町 富草 ませぐち マセ口 593～596
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阿南町 富草 ませぐち ませ口 1610～1614

阿南町 大下条 ませぐち マセ口 1190～1192

阿南町 大下条 ませぐち マセ口 2914～2915

阿南町 大下条 ませぐち マセグチ 3356～3357，3358

大鹿村 鹿塩 ませぐち マセ口 2301－

下條村 陽皐 ませぐち マセクチ １０１１～１０１２

下條村 陽皐 ませぐち マセ口 １５５１～１５５４

下條村 陽皐 ませぐち マセグチ ４３２４，４３２６，　４３５０

下條村 睦沢 ませぐち 間瀬口 ５１５３～５１５４

下條村 睦沢 ませぐち 馬瀬口 ７０４～７０７

下條村 睦沢 ませぐち マセ口 ７１４～７１５

下條村 睦沢 ませぐち 馬背口 ７１６～７１７

喬木村 加加須 ませぐち マセ口
5705,5709-5710,5727-5730,5735-5742,5743-5745,5764-
5765

喬木村 加加須 ませぐち ませ口 5748-5750,5751-5752

高森町 出原 ませぐち マセグチ １６５－１７０ ８－９ 109

高森町 吉田 ませぐち マセ口 １１８９－１１９１ ８－１１ 109

松川町 生田 ませぐち 馬瀬口 ２２８５－２２９３，２９４２ 30 39

泰阜村 金野 ませぐち ませ口 71-75,702 6,16 13

泰阜村 高町 ませぐち マセ口 1013-1016 19 13

泰阜村 南山 ませぐち マセグチ 8828 93 13

大鹿村 大河原 まぜたのうえ 間瀬田ノ上 5220－

阿智村 清内路 ませのさわ マセノ沢 ２２３３～２２７８，２２８３～２３１０

阿智村 清内路 ませのさわうえのだん
マセノ沢上ノ
段

２２７９～２２８２

松川町 生田 ませのたいら 馬瀬平 ２５２６－２５３６ 23 39

松川町 生田 ませのたお ませのたを ７０１１－７０３０ 53 39

松川町 生田 ませのたお マセノタヲ ７１６１，７１６８－７１７３ 39

阿南町 大下条 ませのもと マセノ本 47

阿南町 大下条 ませのもと マセノ本 135

阿南町 大下条 ませのもと マセノモト 694，696～697

天龍村 神原 ませのもと ませの本 2377-2378 167 228

天龍村 平岡 ませば マセバ 1935-1936 96 29

天龍村 平岡 ませば マセバ 372375 37 29

天龍村 平岡 ませば 萬セ場 2437-2438 169 29

泰阜村 金野 ませば ませば 286 12 34

松川町 生田 ませひかげ 馬瀬日影 ２５２３－２５２４ 23 39

泰阜村 打沢 まだ 間田 2587,2590-2594,2597-2609,2612-2618 41 61

泰阜村 打沢 まだ マダ 2635-2637 25，41 61

下條村 睦沢 またいばた 又井畑 ６７２９，６９４８～６９５７

泰阜村 万場 またえもん 又右エ門 3888-3889,3892-3896,3901-3904 18,34 39

泰阜村 打沢 またぎ 又木 2709-2714 41 67

泰阜村 怒田 またぎ 又木 2881,2882,2895-2902 38 67

高森町 牛牧 またぎだ マタギダ １４０７，　１４１１ ５－１３ 110
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泰阜村 金野 またごろう 又五郎 624-628,630-632,638 7,16 15

阿智村 智里 またごろうばた 又五郎畑 １３０～１３１

阿南町 大下条 またごろうばやし 又五郎林 1802～1803

阿南町 大下条 またごろうみちうえ 又五郎道上 1804

大鹿村 鹿塩 またしばた 又四畑 1164～1165

大鹿村 鹿塩 またしばた 又四畑 1164～1165

天龍村 神原 またしろうづくり 又四郎作リ 4503,4514　,4525 146 285

下條村 睦沢 またせ 又瀬 ５２４～５３５，１３２０～１３２４

天龍村 平岡 またせ 又瀬 330-334 26 28

下條村 陽皐 まただ 又田 ５６８～５７９，５８６～５９２

阿南町 富草 またたび マタヽビ 9194～9197

豊丘村 河野 またはちだ 又八田 ３０７－３０８ 二－4 82

阿南町 和合 またひちなかせんごく 亦七中千石 204

泰阜村 黒見 またほら 又洞 4384 30 44

下條村 睦沢 またぼら 又洞
８６４０，８６４２，８６４５～８６５３，８６５５～８６５８，８６６０
～８６７６，８６８３～８６８５

泰阜村 高町 またぼら 又洞 1029 19 44

根羽村 小川 またろくだ 又六田 4104～4108

阿智村 浪合 まち 町 １０３０ロ２～１３５５ロ

阿南町 旦開 まち 町 1431～1441，2028～2050，2442～2454

豊丘村 神稲 まち 町
６８０３－６８０６，６８０８，６８２３－６８２５，６８２７，６８２９
－６８３５，６８４７，６８５３－６８６２

二－5 27

根羽村 町 まち 町 1949～1957，2013

松川町 元大島 まち 町
６９，７８－７９，８４，１０１－１０３，１０５，１０７，１１５－１１
７，１５６－１５８，１６３，２１３－２１７，２２４，２２６

55 126

阿智村 駒場 まちうら 町裏

１０９４，１１０１～１１０４，１１０６～１１０７，１１０９～１１１
８，１１２１，１１２４～１１３９，１１５０～１１５１，１１５９，１２
１４～１２１７，１２２２～１２２９，１２３４～１２３８，１２４４，１
２４６～１２４７，１２４９～１２５０，１２５３～１２５９，１２６２
～１２６３，１２６９～１２７２，１２７６～１２７７，１２８７～１２
８８，１２９１～１２９２，１３１１～１３１２

阿智村 浪合 まちうら 町裏 １２５７ロ～１２６０ロ

豊丘村 神稲 まちうら 町裏 ６８４８－６８４９ 二－5 28

松川町 元大島 まちうら 町浦
８０，８２－８３，１５３－１５４，１５９－１６２，１６４－１８０，１
８２，２１１－２１２，２１９－２２３，２２５

55 126

阿南町 富草 まちがこや まちか小屋 2348

阿智村 浪合 まちがしら 町頭 １０４１～１０６５ロ

阿南町 和合 まちかた まち方 2226

阿南町 和合 まちかた マチ方 2227

天龍村 神原 まちかわら マチ川原 1455，1458-1461 124 203

豊丘村 神稲 まちくぼ 町久保 ５２１９－５２３１ 五－2 53

天龍村 平岡 まちごや マチゴヤ 234 62 19

大鹿村 鹿塩 まちざわ 待沢 4099－

下條村 陽皐 まちした 町下 ５４６，８９１～９００，９１０

阿智村 浪合 まちじり 町尻 ９９６～

阿智村 駒場 まちなか 町中 １２４３～

阿智村 浪合 まちなか 町中 １００１～１００２

松川町 上片桐 まちなみ 町並 １８９６－１９４４，４９４３－４９５６？ 10 9
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松川町 元大島 まちなみ 町並
８１，８５，８８－９０，９２，９４－９５，１０６，１１８－１１９，１
２５－１２７，２１８

55 9

阿智村 春日 まちはり 町張 ２３９９，２４０２～２４０３，２４３２ノ１

下條村 睦沢 まちはり 町張 ２８６４～２８６６，２８７８～２８８２

高森町 牛牧 まちはり 町張 １０６２－１０６３ ５－１２ 86

高森町 山吹 まちはり 町ハリ 3015 ９－７ 86

高森町 山吹 まちはり 町張 ２５２３－２５２４，２５３１－２５３４ ７－７ 86

高森町 山吹 まちはり 町ハリ ５６３８－５６４７ １１－８ 86

豊丘村 河野 まちはり 町張 二－4 53，76

豊丘村 河野 まちはり マチハリ ９８９３－

豊丘村 神稲 まちはり 町張 五－2 76

松川町 生田 まちはり 町張 ７０１－７０３ 48 126

阿智村 春日 まちばり 町張 ２０６７～２０６９，２０７２～２０７３

喬木村 小川 まちばり 町はり 6766

喬木村 伊久間 まちばり 町張 16167-16168,16172-16174

高森町 出原 まちばり マチバリ ３１２－３１３，２７１－２７２ ８－９ 86

高森町 牛牧 まちばり 町バリ 1366 ５－１３ 86

高森町 牛牧 まちばり マチバリ １３６３－１３６４，１４０９－１４１０ ５－１３ 86

高森町 山吹 まちばり 町バリ 6009 １２－８ 86

阿智村 春日 まちはりいえのした 町張家下 ２４０４～２４０８，２４３２

喬木村 富田 まちや 町屋 12299

松川町 上片桐 まちや 町屋
１８８９－１８９５，１９４６－１９５７，１９８３－１９９８，２００１
－２０２５，４９５６？，５０２８－５０３４，５０３７

10 9

松川町 上片桐 まちや 町谷 ２２５７－２３１２ 15 9

豊丘村 神稲 まちやしき 町屋敷 ６８０７－ 二－5 27

松川町 上片桐 まちやはら 町屋原 １４９２－１５４２，１５４４－１５４７ 10 9

根羽村 小戸名 まつい 松井 3272

豊丘村 神稲 まつお 松尾 １１３１５－１１３３０，１３３３－１３４９ 五－3 95

阿智村 智里 まつおえもんかりやま
松右エ門カリ
山

３７０９～３７１０

下條村 陽皐 まつおかや 松岡屋

豊丘村 神稲 まつおじり 松尾尻 １１３３３－

豊丘村 神稲 まつおだいら 松尾平 １１３５１－１１３５５ 五－3 95

阿南町 富草 まつかけど 松掛戸 4369～4371

阿南町 大下条 まつがだいら 松ヶ平 1160～1162，1164～1165

豊丘村 神稲 まつかど 松門 １００３８－１００４４，１０２３６ 五－3 174

阿南町 和合 まつがね マツガ子 2779～2780

天龍村 平岡 まつがひら 松が平 2100-2101,2103-2104 111 78

阿南町 旦開 まつがほら 松ヶ洞 3729

下條村 睦沢 まつがほら 松ヶ洞 ４４９２～４４９３，４４９５～４９９９

豊丘村 神稲 まつがほら 松ヶ洞 １１９１９－

泰阜村 金野 まつがほら 松ｹ洞 358，357 6 9

根羽村 田島 まつがみね 松ヶ峯 98

下條村 睦沢 まつかわ 松川 １０２１５

下條村 睦沢 まつかわ 松川
１８６７～１８７９，１８８３，１８８５，１８８７，１８９８，１９１９
～１９２７，１９２９～１９３１
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松川町 元大島 まつかわ 松川
１７７８－１７８０，２６８９－２６９３，２７１０－２７４２，２７４４
－２８２０，２８４２，２８６５，２８８２，２８８８－２８９３，２９０
２－２９０６

20 34

松川町 上片桐 まつかわ 松川
３１４５ロ－３１４８，３１５０－３１５５，３１７１，３１７３－３１８
１，４０２０－４０３４，４０３６－４０３９，４０４１－４０４３、
4124，４６５３－４６６０

14 34

下條村 睦沢 まつかわおおびら 松川大平 １８８０？，　１８８２

松川町 上片桐 まつかわばら 松川原
１８２６－１８２８，１９５８－１９６６，１９６９－１９７１，１９７３
－１９８２，５０２６－５０２７，５０３５－５０３６

9，13 9

松川町 上片桐 まつかわみなみ 松川南 5024 126

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

豊丘村 河野 まつきざわ 松木沢 ６８１５－６８３１ 五－4 135

豊丘村 神稲 まつきだ 松木田 １０１２－１０２１ 二－4 83

松川町 元大島 まつきだ 松木田 １５４６－１５４９ 38 126

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

阿南町 大下条 まつくぼ 松久保 2334～2335，2337～2353，2359～2365

阿南町 大下条 まつくぼ マツクボ 63，66～73，84～91

阿南町 富草 まつくぼ 松久保 7102～7103、7121～7124，7128～7135

阿南町 富草 まつくぼ 松久保 9725～9726

喬木村 加加須 まつくぼ 松久保 5583-5596

豊丘村 神稲 まつくぼ 松久保
７０１２，７０１６－７０２２，１００３６，１０１１５－１０１２４，１
０１０７－１０１１２，１００９１－１０１００，１００２９

二－7 46

阿南町 大下条 まつくぼきたぼら 松久保北洞 2336

阿南町 大下条 まつくら 松倉 3718～3756，3774～3777，3781～3784，3850

天龍村 平岡 まつくら 松倉 2179 11 85

泰阜村 明島 まつくら 松倉 5307-5310,5312-5315 36，51 79

阿南町 和合 まつざか 松坂 2084，　2143

天龍村 平岡 まつざき 松崎 276-288 36 25

阿智村 清内路 まつざわ 松沢 ８７６～９１２

阿智村 清内路 まつざわせいごぼら 松沢清五洞 ９１３～９３２

阿智村 清内路 まつざわやま 松沢山 ８７３～８７５

阿智村 浪合 まつざわやま 松沢山 １７イ

阿智村 春日 まつした 松下
２４９４～２４９９，２５０４～２５１１，２５６０，２７４７，３００１
～３００３

阿南町 和合 まつした 松下 1703

阿南町 大下条 まつした マツシタ 2164

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

喬木村 小川 まつした 松下 6071-6074

喬木村 小川 まつした 松下
7882,7894,7896,7899-7903,7907-7908，7918-7923，7926-
7927

天龍村 神原 まつした 松下 4896-4904，4906-4907，5118 131 ,146 69

天龍村 平岡 まつした 松下 1857-1859 96 70

泰阜村 明島 まつした 松下 5109-5111 36，51 71

泰阜村 黒見 まつした 松下 4403 30 71

泰阜村 平野 まつした 松下 4613 32 71

泰阜村 南山 まつした 松下 9066-9076 - -

喬木村 小川 まつしたむかい 松下向 7633,7635,7638-7639

天龍村 平岡 まつしま 松島 109,131,143,169,188,216,243,263､271,309,322,338,370 47 115
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泰阜村 打沢 まつしま マツシマ 2549,2557-2561 41 83

泰阜村 打沢 まつしま 松島 2553,2689 41 83

平谷村 ムク沢 まつじやしき 松治屋敷 １２３－１２８，１５２２

豊丘村 神稲 まつだ 松田 ５６８４－５６８６，５７５１－５７５４，６１２１ 五－5 121

天龍村 神原 まつちはら
マツチ原（倉
ﾉ平ﾋﾗﾉ内）

1431 139 202

天龍村 神原 まつちはら マツチハラ 1456 124 202

泰阜村 打沢 まつつか マツツカ 2393 25 63

泰阜村 打沢 まつづか マツヅカ 2401-2403,2405,2408 25 63

阿智村 伍和 まつつるね 松ツルネ ７５３６～７５３８

下條村 陽皐 まつなぎ 松ナギ ４２３９～４２４７

阿南町 旦開 まつね 松根 3728

阿南町 和合 まつね 松根 2300，2304～2305

天龍村 神原 まつね 松根 132 32 136

天龍村 神原 まつね 松根 316 44 ,57 153

天龍村 神原 まつね 松根 830 81 153

天龍村 神原 まつね 松根 4468 132 153

豊丘村 神稲 まつのいり 松ノ入 １０９４１－１０９４６ 五－3 98

阿智村 清内路 まつのき 松ノ木 ３０６６～３０６９

高森町 山吹 まつのきさか 松ノ木坂 ３３４２－３３４８、３４１１－３４１２ ９－８ 110

高森町 吉田 まつのきだ マツノキダ ９６０－９６６，９９８－１０１２ ７－１０ 110

根羽村 小戸名 まつのきだいら 松ノ木平 3280

松川町 生田 まつのきだいら 松ノ木平 ７１０９－７１１４，７３５５－７３８２ 126

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

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

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

下條村 陽皐 まつのこしやま 松ノ越山 ７００

泰阜村 南山 まつのした 松ノ下 8673-8675,8680-8689 90 155

大鹿村 鹿塩 まつのた 松の田 2292，2294～2295

大鹿村 鹿塩 まつのた 松ノ田 1593～1594，1602～1608，1613

泰阜村 南山 まつのたいら 松ノ平 8656-8666,8668,8673-8675,8680-8689 90 155

大鹿村 大河原 まつのたかさまつ 柗ノ田傘柗 5032－

大鹿村 大河原 まつのたながぞうれ
柗ノ田長ゾヲ
レ

5041～5042

大鹿村 大河原 まつのたながとおり 柗田長通リ 5034－

阿南町 大下条 まつのば 松ノ場 2027

天龍村 神原 まつのまえ
松ﾉ前（倉ﾉ平
ﾋﾗﾉ内）

1440 123 203

阿南町 大下条 まつのもと 松ノ本 707，　709

阿南町 和合 まつば まつば 1496，　1539

阿南町 大下条 まつば マツバ 1922～1930

阿南町 大下条 まつば マツバ 505，507，509～518

阿南町 富草 まつば 松葉 6820～6821

売木村 中央 まつば 松場 １２７７～１３１２、１３１５～１３２７，１３４６～１３６４
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下條村 陽皐 まつば 松場 ９６０

下條村 睦沢 まつば 松葉 ５５７～５５８

下條村 陽皐 まつば 松葉 ６２８８～６２９１

喬木村 富田 まつば 松葉 13559-13563 1 28

喬木村 大和知 まつば 松葉 11819

高森町 吉田 まつば マツバ １３５９－１３６６ ９－１１ 110

高森町 吉田 まつば マツハ １４２５－１４３７ ９－１１ 110

豊丘村 神稲 まつば 松葉
１００３７，７６０１－７６１０，７５４８，７５５５，７５５７－７５７
１，１００４６，７５９２－７５９７，７５９９－７６００，１００４７，
１０００７－１０００８，１００３０，１００３３－１００３５

二－7 44

松川町 元大島 まつば 松葉 ２５６５，２５６７ 39 126

泰阜村 稻伏戸 まつば 松葉 1457 20 41

泰阜村 打沢 まつば マツバ 2418 22 41

泰阜村 左京 まつば 松葉 5836-5839 53 41

泰阜村 田野口 まつば 松葉 5394-5396 33,34 41

泰阜村 南山 まつば 松葉 6692,7860,8949,8957-8963 74,93 41

阿南町 大下条 まつばうえ マツバ上 1909

泰阜村 打沢 まつばうえのきれ マツバ上ノ切 2417 22 41

天龍村 平岡 まつばがいと 松葉垣外 1692-1694 70 42

天龍村 平岡 まつばがひら 松葉ガヒラ 1477 ７３，８５ 42

阿南町 富草 まつばくぼ 松葉久保 940

阿南町 大下条 まつばくぼ マツバクボ 1095～1096

喬木村 大和知 まつばくぼ 松葉久保 11813-11818

豊丘村 神稲 まつばくぼ 松葉窪 １０４０１－１０４０２ 五－3 174

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

泰阜村 高町 まつばざか 松葉坂 1011-1012,1055-1056 19 41

泰阜村 打沢 まつばしたのきれ マツバ下ノ切 2419 22 41

阿南町 富草 まつばだ 松葉田 6813

阿南町 富草 まつばだ 松葉田 7618～7619

豊丘村 河野 まつばだ 松葉田 ８２１－８２４，５２９４－５３０５ 五－5 129

泰阜村 南山 まつばだ 松葉田 6941,6943-6945,7188-7189 72 155

阿南町 和合 まつはね 松ハ根 1535，　1538

下條村 睦沢 まつばのした 松葉下 ５５３，５５６，５７５～５７８

阿南町 富草 まつばやし 松林 931～938

下條村 陽皐 まつばやし 松林 １６０７～１６１１，１６１２ロ

下條村 睦沢 まつばやし 松林
７３７５～７３７６，７３８２～７３８９，７３９１～７３９９，７４０４
～７４０８

天龍村 神原 まつばやし 柗林 1335 123 200

根羽村 中野 まつばやし 松林 4431

泰阜村 左京 まつばやし 松林 5618-5620 53 105

阿智村 浪合 まつばら 松原 １０８６イ～１１０６

阿南町 富草 まつばら 松原 5138～5143

喬木村 小川 まつばら 松原 7223-7228,7234-7235,7239-7246,7253-7256

高森町 山吹 まつばら 松原 ２９４２－２９５３，4325－4329 ８－８ 110

泰阜村 稻伏戸 まつばら 松原 1421 20 37
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泰阜村 黒見 まつばら 松原 4276-4278 17 37

阿南町 大下条 まつばらせ 松原瀬 1016

阿南町 富草 まつはらだ 松原田 8559～8595

阿南町 富草 まつはらだうえのきり 松原田上ノ切 8600～8602

阿南町 富草 まつはらだしたのきり 松原田下ノ切 8597～8599

高森町 吉田 まつはり 松ハリ ３９８－３９９ ９－１２ 110

高森町 吉田 まつばり マツバリ ４３５－４４７ ９－１２ 110

泰阜村 高町 まつはんざき 松半﨑 895-900 15 32

天龍村 神原 まつひら 松平 3644,3823-3827,3829-3830 106 267

天龍村 神原 まつほそぐち 丸細口 3510 136 261

阿南町 富草 まつぼら 松洞 7350

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

阿南町 富草 まつぼら 松洞 6967～6971，6967～6971

阿南町 富草 まつぼら 松洞
9554，9609，9612～9632，9642～9656，9658～9659，9666
～9670，9711～9712，9723～9724

根羽村 萸野 まつぼら 松洞 3146ｲ

泰阜村 鍬不取 まつぼら 松洞 2845-2847 38 95

泰阜村 怒田 まつぼらした 松洞下 2917 38 95

泰阜村 平野 まつまえばた 松前畑 4622 32 115

阿智村 伍和 まつもと 松本
１４～２７，１２３～１２６，１３３～１３４，１３６～１３９，１４５
～１４７

阿智村 智里 まつもと 松本 １５２１～１５４１，１６０６～１６３６

高森町 大島山 まつもと 松本 ８４５－８４７，８８２－８８４，８８９－８９０ ６－１０ 110

大鹿村 鹿塩 まつもり 松森 2468，2470～2471

喬木村 富田 まつや 松屋 13638

高森町 牛牧 まつや 松屋 １８７１，　１８７９ ５－１１ 110

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

天龍村 神原 まつやすみした
松休下（大久
名平ノ内）

432 70 161

泰阜村 南山 まつやすみど 松休戸 7932-7933 92 155

天龍村 神原 マツヤスミドコロ
松休所（天竜
川向ﾉ内）

1026 70 187

阿智村 清内路 まつやま 松山 １２２３～１２３８，１３２２～１３２７

阿南町 和合 まつやま 松山 1455

阿南町 大下条 まつやま 松山 1592～1595

下條村 陽皐 まつやま 松山 ４６１６

下條村 睦沢 まつやま 松山 ９００４～９０２４，９０９５，９２１７

喬木村 小川 まつやま 松山 9091-9095,9112

喬木村 大島 まつやま 松山 9420-9437,9452,9419

天龍村 神原 まつやま 松山 542 69 103

天龍村 平岡 まつやま 柗山 2523 155 103

松川町 生田 まつやま 柗山 ３６６０－３６６４ 126

松川町 生田 まつやま 松山
３６７０，３６７２ー３７００，３７０４－３７０６，３７１８－３７３
２，３７３５－３７３８，３７４１，3762-3764

43，52 126

泰阜村 打沢 まつやま 松山 2145,2183-2184 22，25 70

松川町 生田 まつやまいえのまえ 松山家の前 ３６７１ 43 126



469

喬木村 大島 まつやまさかがしら 松山坂頭 9443-9447

松川町 元大島 まつやまひかげ 松山日影 ３７０１－３７０３，３７０９，３７３４ 43 126

天龍村 神原 まつやまみちあい 松山道相 503 69 164

天龍村 神原 まつやまみちした 松山道下 501-502 69 164

大鹿村 大河原 まつよけ 松除 46～54

大鹿村 大河原 まつよけのうえ 松除ノ上 4269－

大鹿村 大河原 まつよけばやしのあと 松除林ノ跡 4271－

阿智村 伍和 まつよし 松由 ６１６９～６１７２

天龍村 神原 まつよし 松吉 1098 82 190

阿南町 和合 まつりがみ まつり神 736

大鹿村 鹿塩 まつりがみ 祭神 2394－

大鹿村 鹿塩 まつりがみ 祭神 1169～1170

豊丘村 神稲 まと 的 ９４７７－９４７８ 五－2 48

松川町 元大島 まと 的 ４１０２－４１１８ 54 113

阿南町 大下条 まとう マトウ 131～136，234～235，281，283

阿南町 大下条 まとう マトウ 2576，2571ﾛ，2580～2581

喬木村 富田 まとう 間洞 12637 1 28

喬木村 加加須 まとう マトウ 5548-5549

高森町 山吹 まとう マトウ ５８２７，５８３２，５８３８－５８４１ １２－８ 111

喬木村 富田 まとういえした 間洞家下 12647-12650 1 28

喬木村 富田 まとういえのうえ 間洞家ノ上 12634-12636 1 28

阿南町 大下条 まとうさわばた マトウ澤バタ 2577ﾊ，　2579ﾛ

阿南町 大下条 まとうした マトウ下 166～167，224

天龍村 神原 まとうぜ マトウゼ 903 ,934 81 182

豊丘村 神稲 まとうた マトウタ 五－2 50

阿南町 大下条 まとうむかいだ まとう向田 282

天龍村 平岡 まとうれ 満トウレ 2525 155 103

天龍村 神原 まとおさめば マト納場 4104 105 274

下條村 陽皐 まとごや 的小屋

豊丘村 河野 まとさか 的坂 ６４８９，６４９１－６４９３，６４９５－６４９６，６４９９－６５０１ 五－4 115

豊丘村 神稲 まとざか マト坂 ５５７６，５６２９－５６３０ 五－5 115

泰阜村 打沢 まとざか 的坂 2351-2355 25 63

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

阿智村 浪合 まとば 的場 １２６０イ１～１２６０イ２

阿南町 富草 まとば 的場 1574～1575，1581～1585

阿南町 和合 まとば 的バ 888

阿南町 富草 まとば 的場 6397

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

阿南町 大下条 まとば 的場 700～702，724～739

阿南町 和合 まとば まとば 887～888

売木村 旭 まとば 的場 ７２７～７４５

下條村 睦沢 まとば 的場 ９５１２
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下條村 睦沢 まとば 的場

喬木村 小川 まとば 的場 6075-6077,6088

喬木村 小川 まとば 的場 7606-7607,7615-7632,7883-7884

天龍村 平岡 まとば 的場 2311ｲ 139 93

豊丘村 神稲 まとば 的場 １５８６－１５９７，１５９９，２３４５ 二－6 57

松川町 元大島 まとば 的場 ６９１－６９８ 55 113

阿南町 富草 まとばごひゃくめ 的場五百目 1977～1981

阿南町 旦開 まとばのまえ マトバノ前 882

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

阿智村 駒場 まないた 真名板 ２２１６～２２１７

泰阜村 南山 まないた マナイタ 7371 45,58,61 155

阿智村 駒場 まないたくら 真名板倉 ２２２９～

大鹿村 大河原 まないたくら 俎板倉 84－

大鹿村 大河原 まないたくら 俎板倉 4308－

泰阜村 南山 まなこだ 眼田 6456 70 155

高森町 山吹 まねがいと 馬根垣外 ５７９１－５８００，５８２２－５８２５，５８２８－５８３１ １２－８ 111

高森町 山吹 まねがいと マネガイト ５８３３－５８３７ １２－８ 111

高森町 山吹 まねがいと 間根垣外 ５８４３－５８６７ １２－８ 111

松川町 生田 まねがいり マネガ入リ ７１１９－７１４４ 127

高森町 山吹 まねこし マネコシ 4239 １０－９ 111

喬木村 小川 まねたけこし ま祢竹越 8320-8323

高森町 出原 まねのこし マ子ノコシ ２５０－２５１ ８－９ 111

豊丘村 神稲 まねのした マネノ下 ３８９－３９３ 二－3 9

豊丘村 神稲 まねのした ま年の下 ３８５－３８７ 二－3 9

阿南町 富草 まのせ マノセ 8629～8630

下條村 陽皐 まのせひかげ マノセ日かげ ４７６５

阿智村 浪合 まはしりば？ 馬走リ場 ８３７～１１５５ハ２

平谷村 合川 まひ マヒ

阿南町 和合 まふちあがり まふちあがり 1038

阿南町 富草 まました まヽ下 4594～4597，4560～4606

高森町 山吹 まました 侭下 ６１１６－６１１７，６１１９，６３４２－６３４４，６３４７－６３５２ １２－９ 111

松川町 元大島 まました 間々下 ７５５－７５８，７７３－７７４ 54 127

泰阜村 南山 まました 侭下 8873-8875 93 155

泰阜村 南山 まました マヽ下 6559-6560 72 155

泰阜村 南山 まました 間々下 6097 52,55 155

阿南町 富草 まみさわ 馬見澤 977～978，1001～1003

豊丘村 河野 まむしくぼ マムシクボ ４４６５－ 五－4 145

泰阜村 稻伏戸 まむしざわ マムシ沢 1193-1202 9，23 18

高森町 牛牧 まめいだ 豆井田 １８１２－１８２０，１８２２－１８２３，１８２６，１８３０－１８３１ ５－１１ 14

高森町 牛牧 まめいだえげつじ 豆井田エゲ辻1827 ５－１２ 14

高森町 牛牧 まめいだえげつじ 豆井田エケ辻１８２８－１８２９ ５－１２ 14

高森町 牛牧 まめいだげたつじ 豆井田ゲタ辻 1839 16
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阿南町 大下条 まめかけ マメカケ 329～330

天龍村 神原 まめくど 豆クド 2801 166 235

平谷村 ムク沢 まめぐり 豆栗 ２９５－２９６，２９８－３１９，３２１－３２２，１５４０

平谷村 ムク沢 まめぐり 豆グリ ２９７－

阿南町 大下条 まめこぼし マメコボシ 75，　142，144

阿南町 大下条 まめこぼしした マメコボシ下 185

阿南町 和合 まめそれ マメソレ 89～91

大鹿村 大河原 まめだな 豆棚 4407－

大鹿村 大河原 まめとち 豆トチ 4403～4405，4408～4414

天龍村 神原 まめとち 豆杤 723 108 170

天龍村 平岡 まめとち 豆トチ 1552 59 55

大鹿村 大河原 まめどち 豆ドチ 5013－

天龍村 神原 まめどち 豆ドチ 650 81 170

根羽村 小戸名 まめはたのむこう 大豆畑ノ向 3337

天龍村 神原 まやした マヤ下 5532-5534 104 307

根羽村 向黒地 まやのいり マヤノ入 2787，2803

松川町 元大島 まりた マリ田 ４５５２－４５５３ 37 127

阿南町 大下条 まるがいと 丸垣外 1418

天龍村 平岡 まるがいと 丸垣外 151-152 27 13

豊丘村 河野 まるがいと 丸垣外 ７３９－ 二－4 77

阿智村 伍和 まるぐるみ 丸グルミ ７３８２～７３８６

阿南町 富草 まるせまし 丸畝増 6668

阿智村 伍和 まるせまち 丸畝町 ６１２９～

阿南町 富草 まるせまち 丸瀬町 549～550

豊丘村 河野 まるせまち 丸畝町 ３５８，４００ 二－4 70

松川町 元大島 まるせまち 丸畝町 ３６４，４１８ 47，55 127

松川町 元大島 まるせまち 丸勢町 ６５６ 46 127

天龍村 神原 まるぜり 丸ゼリ 354 57 157

天龍村 神原 まるぜり 丸ゼリ 1467 123 157

阿南町 和合 まるそれ 丸それ 2827～28258，2833～2834，2837～2840

阿南町 和合 まるぞれ 丸ゾレ 2843

阿南町 和合 まるぞれ 丸ぞれ 2835～2836，2841～2842

阿智村 智里 まるた 丸田 ４０６～

喬木村 小川 まるた 丸田 6720

天龍村 平岡 まるた 丸田 563

豊丘村 河野 まるた 丸田 ７１１２－７１１７，７１３７－７１３８ 五－4 134

喬木村 富田 まるたまち 丸田町 12401-12406 1 28

天龍村 神原 まるちょう 丸チョウ 815-817 94 178

下條村 睦沢 まるつむり？ 丸ムツリ？ ８１９１，８１９４，８１９６，　８２２１

阿南町 大下条 まるね マルネ 540～544

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

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

下條村 睦沢 まるね 丸根 ７９６３～７９９０，７９９４～７９９７，８０００，８７３８
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下條村 睦沢 まるね 丸根

天龍村 神原 まるね 丸根 31 13 136

阿南町 大下条 まるねばた 丸袮畑 951

阿南町 大下条 まるねばた 丸ネ畑 982～985

天龍村 神原 まるの 丸野 5824-5838 79 313

天龍村 神原 まるのみち 丸ノ道 6320 92 329

阿南町 和合 まるはた 丸畑 690～692

阿南町 富草 まるはた 丸畑 7508～7512

大鹿村 大河原 まるはた 大西ノ分丸畑 4333－

根羽村 中野 まるはた 丸畑 4362

泰阜村 打沢 まるはた 丸畑 2651 37，41 84

泰阜村 南山 まるはた 丸畑 6102-6103,6125-6126,6131-6132,6162 52,70 84

阿南町 大下条 まるばた 丸畑 952

阿南町 大下条 まるばた 丸畑 2492

阿南町 富草 まるばた 丸畑 8094～8096，8128～8134

阿南町 富草 まるばた 丸畑 8205～8214

下條村 睦沢 まるばた 丸畑
１９３２～１９３６，１９４２，１９４５～１９４６，１９４８～１９５
１，１９５５～１９５６

下條村 睦沢 まるばた 丸畑 ６１７５～６１８７，６１９０

高森町 牛牧 まるばた 丸バタ 2555 ６－１１ 111

天龍村 神原 まるばた 丸畑 1886，1892-1895，1898，1906-1907 167 61

天龍村 神原 まるばた 丸畑 791-794 94 61

天龍村 神原 まるばた 丸畑 1120-1121 82 61

天龍村 神原 まるばた 丸畑 4229-4230 135 61

天龍村 神原 まるばた 丸畑 5851 61

天龍村 平岡 まるばた 丸畑 1733 83 61

天龍村 平岡 まるばた 丸畑 2288　,2634 139 61

天龍村 平岡 まるばた 丸畑 2434 169 ,170 61

根羽村 老平 まるばた 丸畑 3674～3676

泰阜村 鍬不取 まるばた 丸畑 2806-2808 38 84

阿南町 和合 まるばた？ 九畑 1801

泰阜村 南山 まるばたうしろかわて 丸畑後川手 6134-6136 52 155

下條村 睦沢 まるばたした 丸畑下 １９４３

下條村 睦沢 まるばたにば 丸畑荷場 １９４４

阿智村 春日 まるはたやま 丸畑山 ２１８６～２１８７

阿南町 大下条 まるばやし マル林 1102，1108～1111

大鹿村 鹿塩 まるばやし 丸林 1549－1550

大鹿村 鹿塩 まるばやし 丸林 1832－

天龍村 神原 まるばやし 丸林 2563 177 32

天龍村 神原 まるばやし 丸林 44  32

天龍村 神原 まるばやし 丸林 69ﾉ1 ,69ﾉ3

天龍村 神原 まるばやし 丸林 3433 80 ,93 33

天龍村 平岡 まるばやし 丸林 2312-2315 139 32

天龍村 平岡 まるばやし 丸林 517-518 37 32
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松川町 元大島 まるばやし 丸林 ４２３５－４２３７，４４４６－４４４７ 36 127

天龍村 神原 まるばやしやま 丸林山 3442 80 256

天龍村 神原 まるほそ 丸細 3509 136 261

阿南町 富草 まるみさわ？ まるみ澤 795

阿智村 伍和 まるみや 丸宮 ６４７８～６４８９ノ１

下條村 陽皐 まるもり 丸森 ４８８９～４９０９

下條村 睦沢 まるもり 丸森 ７３０１～７３０２

下條村 睦沢 まるもり 丸森 ７５９６～７５９７

阿南町 富草 まるや 丸屋 493～495

下條村 睦沢 まるや 丸屋 ３０９５

下條村 睦沢 まるや 丸屋 ３２９４

下條村 陽皐 まるや 丸屋 ６０８０，　６０８２，６０８５

喬木村 富田 まるや 丸屋 12355-12357 1 29

阿智村 清内路 まるやま 丸山 １１２６～１１５４，１１６１～１１６２

阿智村 清内路 まるやま 丸山 ３０４０～３０４７

阿智村 智里 まるやま 丸山 １１０４～１１０５，１１３８～１１４３

阿智村 智里 まるやま 丸山 ３８６５～３８７３，４６０８～４６１１

阿南町 富草 まるやま 丸山 597～603

阿南町 富草 まるやま 丸山 1101

阿南町 富草 まるやま 丸山 1441～1443

阿南町 和合 まるやま 丸山 2465

阿南町 大下条 まるやま 丸山 3101

阿南町 大下条 まるやま 丸山 3939

阿南町 富草 まるやま 丸山 6055

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

阿南町 大下条 まるやま 丸山 2117～2120

阿南町 旦開 まるやま 丸山 2553，2555～2558

阿南町 大下条 まるやま 丸山 440，504～509，522

阿南町 富草 まるやま 丸山 6145～6146

阿南町 富草 まるやま 丸山 6841～6842

大鹿村 大河原 まるやま 丸山 4971－

下條村 陽皐 まるやま 丸山 ６３０１，　６３０４

下條村 睦沢 まるやま 丸山 ９９１１～９９１２，９９１５，９９１７

喬木村 富田 まるやま 丸山 12354,12878,12913-12918 １，２ 29

喬木村 小川 まるやま 丸山 6017-6019,6103-6105

喬木村 小川 まるやま 丸山 7394

喬木村 小川 まるやま 丸山 7826

喬木村 小川 まるやま 丸山 8385,8644-8645,9036-9038

喬木村 大和知 まるやま 丸山 11613-11616

高森町 牛牧 まるやま 丸山 １９２０－１９２１，２８４５－２８５０ ５－１１ 111

高森町 山吹 まるやま 丸山
４３０－４３５，１０３２－１０３７，１１３７－１２０１，１２０５－
１２２８

９－９ 111

天龍村 神原 まるやま 丸山 2675-2679,2682-2683,2691,2706 176 ,185 8

天龍村 平岡 まるやま 丸山 79-80 28 8
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豊丘村 河野 まるやま 丸山 ３０３２－３０８４，４０６９－４０７１ 五－2 149

豊丘村 神稲 まるやま 丸山
１６９９－１７２１，１１５７５－１１５８２，９４１０－９４１２，９４
４２－９４５５，９４５８－９４６４，９４７３－９４７６

五－3 48，88

根羽村 新井 まるやま 丸山 733～741

根羽村 檜原 まるやま 丸山 1373

松川町 上片桐 まるやま 丸山 １３０９ 9 127

松川町 元大島 まるやま 丸山 ５９２，１１２０－１１２１ 47 127

泰阜村 明島 まるやま 丸山 5064 36 33

泰阜村 打沢 まるやま 丸山 2628-2634,2640-2641 41 33

泰阜村 金野 まるやま 丸山 79-81 6,16 33

泰阜村 黒見 まるやま 丸山 4512 33,35 33

泰阜村 左京 まるやま 丸山 5686,5750-5751,5942-5943,5947,6005 53 33

泰阜村 南山 まるやま 丸山 7029,7275,7638-7639 72,74 33

阿智村 伍和 まるやまいのした 丸山井下 ４３７３～

阿智村 清内路 まるやまうら 丸山浦 １１０４～１１２５

根羽村 新井 まるやまおがわうえ 丸山小川上 744

根羽村 新井 まるやまおざわうえ 丸山小沢上 742～743，746

松川町 上片桐 まるやまこし 丸山腰 １３０６－１３０８，１３１１ 9 8

阿南町 和合 まるやまざか 丸山坂 1293

下條村 睦沢 まるやまさがしはた 丸山サカシ畑 ９９１９，　９９２７

大鹿村 大河原 まるやまのうえ 丸山ノ上 4970～4971

根羽村 田島 まるやまのこし 丸山腰 403～405

根羽村 新井 まるやまのこし 丸山腰 724～725，732

根羽村 新井
まるやまのこしはすが
くぼ

丸山腰蓮ヶ
久保

726

松川町 上片桐 まるやまばやし 丸山林 １３１０ 9 127

阿智村 伍和 まるやまぼっき 丸山ボッキ ６０３９～

大鹿村 鹿塩
まるやまよりびょうぶ
づくり

丸山ヨリ屛風
作リ

1371－

泰阜村 南山 まわしろ まわしろ 8208-8212,8260-8261 89 156

松川町 生田 まわりくぼ 廻り久保 ８４４２－８４５３？ 63 127

下條村 陽皐 まわりじま 廻島 ５３１８，５４６６～５４８１，５４８８ロ

下條村 陽皐 まわりじま 廻島 ６３８８～６４０３

阿南町 富草 まわりば 廻リ場 867～868

泰阜村 黒見 まわりばた 廻リ畑 4436 30 93

阿智村 浪合 まわりめ 回リ目 １０８２～

阿南町 和合 まんくろ まんくろ 2847～2848

泰阜村 南山 まんごかわど 万古川渡 8745 106 156

喬木村 富田 まんごや 萬古屋 12605 1 29

阿智村 智里 まんざいがくやま 万才楽山 ４９６～

阿智村 伍和 まんじしんでん 万治新田 ２０７２～２０７３

天龍村 神原 まんした マンシタ 4895 131 294

阿南町 大下条 まんじょう 万上 1960

阿南町 大下条 まんじょう マンジョウ 1974～1977

大鹿村 鹿塩 まんじょう 万塩 358～394，404～410，412～417，419，514～561
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大鹿村 鹿塩 まんじょう 万塩 358～394，404～410，412～417，419，514～561

天龍村 神原 まんじょう 萬城 7-15 13 134

天龍村 平岡 まんじょう 萬城 955,959-966 6 134

阿南町 大下条 まんじょうあげみ マンジョウアゲミ1965～1969

阿南町 大下条 まんじょうさわばた 万上沢バタ 1959

阿智村 伍和 まんすぐら 万ス倉 ６２０９～

天龍村 平岡 まんぜ 萬瀬 379-384 47 121

天龍村 平岡 まんぜひかげやま 万瀬日陰山 387,396,398-421 46 ,47 121

天龍村 平岡 まんぜみちうえ
万瀬道上（万
瀬日陰山ノ
内）

389-392 47 121

天龍村 平岡 まんぜみちうえした
万瀬道上下
（万瀬日陰山
ﾉ内）

393-395 36 ,47 121

天龍村 平岡 まんせみちした
万瀬道下（万
瀬日陰山ノ
内）

388 47 121

下條村 陽皐 まんぞうつか 万蔵塚 ３５７８～３５８３

大鹿村 大河原 まんだいら？ 満平 3611～3682

天龍村 神原 まんでんじま マンデン島 5957 54 ,55 320

天龍村 神原 まんば 万場 5480 90 305

豊丘村 神稲 まんば 万場 １１０９１－１１０９３，１１０９８－１１１０７ 五－3 97

根羽村 万場瀬 まんばせ 万場瀬 1542，1665

大鹿村 大河原 まんぺい 満平 5206～5207

泰阜村 金野 みいとせのたに 三年のたに 134-137 6,15 11

天龍村 神原 みいらずばた ミイラズ畑 4237-4238 135 279

松川町 生田 みうちさわ 身打沢 ３６３９－３６４８ 43，52 128

泰阜村 左京 みうちばた 身打畑 5459,5461-5465,5703 39 105

泰阜村 南山 みかづき 三日月 7801 74 156

松川町 元大島 みかづきぼり 三ヶ月堀 235，２５１ 55 128

下條村 陽皐 みかり？ 三刈

豊丘村 河野 みくにだいら 三国平 二－2 160

豊丘村 河野 みくにだいら 美国平 二－2 160

下條村 睦沢 みくにや 三国屋 ６７５９

豊丘村 河野 みくやま 三久山 ５０４－ 二－4 72

松川町 生田 みこた 神子田 ３２８９－３２９２，４９１８－４９３０ 43 128

下條村 睦沢 みこだ？ 実子田 ２１４７

天龍村 平岡 みさがた
ミサガタ（黒
石高久立谷ﾉ
内）

665-667 15 ,24 127

天龍村 平岡 みさぐり ミサグリ 211,215-218 ２７，３８ 17

泰阜村 南山 みさの 美佐野 7779,7784,7826,7828 74 111

泰阜村 怒田 みさのばた ミサノ畑 2928-2929 57 111

高森町 下市田 みさやま 御射山 ２４９２－２５９３ ７－１３ 111

天龍村 神原 みさやま ミサ山 3189,　3192 81 116

天龍村 平岡 みさやま 美佐山 124-126,266 47 116
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松川町 上片桐 みさやま 御射山 ３５０４－３５０５ 16 22

下條村 陽皐 みさやましゃ 御射山社

豊丘村 河野 みしま 三嶋 ４４８－４５４ 二－2 1

豊丘村 河野 みしまおき 三島沖
７７３６－７７５６，７７８０－７７８１，７７８３－７７８９，８８７１
－８８７７，９３７６－９３８２，９４０１－９５００

二－1 1

豊丘村 河野 みしまおき 三嶋沖
８８８２－８８９０，８９２５－８９２７，８９２９，８９３６－８９３
７，９１５９－９１７６，９１８１－９１８２，９１９９－９２２６，９２
２９－９２３２

二－2 1

豊丘村 河野 みしました 三島下 ７７００－７７３５ 二－2 1

豊丘村 河野 みしまばた 三嶋畑 ３８９－３９２ 二－2 1

豊丘村 河野 みしままえ 三嶋前 ４４２－４４４ 二－2 1

豊丘村 河野 みしままえはば 三島前羽場 ４４５－ 二－2 1

阿南町 大下条 みしまやま 三島山 2080～2082

豊丘村 河野 みしまやまおき 三島山沖 ７７８２－ 　 　

喬木村 小川 みしょうだ み升田 6841

阿智村 浪合 みしらず 身不知 ５７８ロ～５８３ロ

下條村 陽皐 みじりばた 見尻畑 ３４９４～３４９５

天龍村 平岡 みずあがり 水上リ 1745 83 62

阿南町 和合 みずうえ 水上 672

松川町 元大島 みずうえ 水上
９５０－９５３，９５５－９５６，９５８－９６５，９７４－９８５，９８
７，９９３－１００２，１０４１－１０４５

46 6

天龍村 平岡 みずがさわ 水ｹ沢 2212 110 ,124 89

阿智村 浪合 みずかみ 水上 １０５７～１１２２ホ２

下條村 睦沢 みずかみ 水上 ９９３３～９９３４

松川町 上片桐 みずかみ 水上
１１６２－１１８５，１１９１，１２０３－１2７４，１２７９－１２９
６，１３００－１３０５

6 6

阿智村 浪合 みずかみうえのだん 水上上ノ段 １０５７ロ～１０６９

下條村 睦沢 みずかみだ 水上田 ９９４５～９９５０，９９５２

阿智村 伍和 みずくち 水口 １３５１～１３６１，１３６３～１３６９

阿南町 富草 みずくち 水口 4644～4645

高森町 牛牧 みずくち 水口
２４４９－２4５０，２４５３－２４５６，２４６４－２４６７，２４８３
－２４８５，２４８７－２４８８

５－１１ 111

高森町 山吹 みずくち 水口 ２４１１－２４１５ ７－７ 111

天龍村 神原 みずくち
水口（郷戸ヒ
ラノ内）

173 44 141

豊丘村 河野 みずくち 水口 ８２５－８２６ 二－4 　

泰阜村 高町 みずくち 水口 1090-1091 8,19 16

阿南町 大下条 みずぐち 水口 1866

天龍村 神原 みずぐち 水口 2536 177 232

天龍村 平岡 みずぐち 水口 2328　,2404　,2519 154 94

泰阜村 打沢 みずぐち 水口 2410,2529 22，25 16

阿智村 伍和 みずぐちだ 水口田 ６２３４～６２３５

高森町 牛牧 みずくちはた 水口ハタ 2556 ６－１１ 112

高森町 牛牧 みずくちはら 水口原
２４４７，２４６８－２４６９，２４８９，２４９３，２４９６－２４９
７，２４９９－２５０２

６－１１ 112

高森町 牛牧 みずくちばら 水口バラ
２４７５－２４７６，２４８０－２４８２，２４８６，２４９０－２４９
１，２４９４

６－１１ 112

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

天龍村 神原 みずくぼ 水久保（郷戸ヒラノ内）174 33 ,44 141
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天龍村 神原 みずくみど 水汲戸
2852-2854,2862-2863,2865-2866,2869-2870,2873-
2875,2877-2883 ,2887-2891 ,2959

50 ,151
,165

241

下條村 睦沢 みずくみば 水汲場 ２３４４，　２３７１

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

阿智村 春日 みずぐるま 水車 ２７３８～

天龍村 神原 みずくんと ミヅクント 5969 67 ,68 320

大鹿村 大河原 みずさわ 水沢 4440～4442

大鹿村 大河原 みずさわ 水沢 4903～4904

大鹿村 大河原 みずさわひかげ 水沢日蔭 4443－

高森町 牛牧 みずじり 水ジリ 1177 ５－１２ 112

松川町 元大島 みずじり 水尻 42 54 128

泰阜村 南山 みずたに 水谷 6793-6794 72 156

下條村 睦沢 みずつきばた？ 水付畑

下條村 睦沢 みずと？ 水斗 ８７４５

泰阜村 南山 みずとおりだ 水通田 7850 74 156

阿智村 伍和 みずなし 水なし ２５２７～２５３２

阿智村 伍和 みずなし 水ナシ ４０５～４０６

阿智村 伍和 みずなし 水無 ４１１～４１３

大鹿村 大河原 みずなし 水無し 5139～5142

喬木村 富田 みずなし 水梨 14673-14696 4 29

喬木村 大和知 みずなし 水ナシ 11881-11884

喬木村 富田 みずなしうら 無水うら 12430-12454 4 30

喬木村 富田 みずなしぼら 水無洞 12522-12543 1 30

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

阿南町 大下条 みずのいり 水ノ入 2044，　2061

下條村 睦沢 みずのいり 水ノ入 ４２９～４３２，４３８，４４３，４４５～４４８

下條村 睦沢 みずのいり 水ノ入 ９２７１～９２７２，９２７５

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

阿南町 大下条 みずのくち 水ノ口 339

阿南町 大下条 みずのくち 水ノ口 1170

阿南町 大下条 みずのくち 水ノ口 1851，　1876

天龍村 平岡 みずのくち 水ノ口 202 ２７，３８ 16

泰阜村 南山 みずのくち 水ノ口 7928 74 16

喬木村 伊久間 みずのした 水ノ下 16646-16647,16654-16684,16688-16694，16697-16702

泰阜村 南山 みずのみば 水呑場 8244 91 156

阿南町 富草 みずのみばそと 水呑場外 2547～2549

天龍村 神原 みずのもと 水ノ本 2963　,2979 151 246

泰阜村 南山 みずのもと 水ノ本 7289 76 156

豊丘村 河野 みずはしり 水走 ４１５－ 二－4 69

阿南町 大下条 みずほった 水堀田 203～219

松川町 元大島 みすみだ 三角田 291 55 128

下條村 睦沢 みずむこう 水向 ７２１８～７２２０，７２２７，７２２９

喬木村 小川 みずもと 水基 6215

阿南町 富草 みずわり 水割 285
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下條村 睦沢 みずわり 水割 ６２５２

喬木村 富田 みせ 見世 12300-12301 　

阿南町 大下条 みせまちだ みせまち田 2748

阿南町 富草 みせまちだ ミセマチ田 8523，8541～8544

高森町 山吹 みせまちだ ミセ町田 5348 112

阿智村 伍和 みぞいだ 溝井田 ５８６６～５８９３

阿南町 大下条 みぞうだ みぞう田 2721

下條村 陽皐 みぞうだ 溝田 １０１３～１０１４

豊丘村 神稲 みぞかいと 溝開土 ９８２－１０００，１００１－１００６ 五－4 83

阿智村 春日 みぞがいと 溝垣外 ２７２７～２７２８

阿南町 大下条 みぞがいと 溝垣外 2665～2670，2681～2692

阿南町 富草 みぞがいと ミゾ垣外 9230～9239

阿智村 智里 みぞがいり 溝ヶ入 ４７１～４７９

松川町 生田 みぞかみ 溝上 ４３９，５０８－５１０，６４０ 39 128

豊丘村 河野 みぞぎし 溝岸 ５８０４－５８０６ 二－2 135

天龍村 神原 みそくたばた ミソクタ畑 3474 121 259

下條村 陽皐 みぞくち 溝口 ４６８５

喬木村 大和知 みぞぐち 溝口 12003-12007

豊丘村 河野 みぞぐちした 溝口下 ８１５１－８１５５，８１５７－８１７７，８１８１－８１９０ 二－2 158

豊丘村 河野 みぞぐちまえ 溝口前 ２７０１－２７０６，２７０８－２７２２，２６８５－２７００ 五－2 159

豊丘村 神稲 みぞさわ 溝沢
５１５６，５１６２－５１６５，５３１８－５３２０，５３２２－５３２
４，５３２７，５３２９－５３３３，５３４１－５３５２，５３５４，５３
５７

二－4 50

松川町 生田 みぞさわ 溝沢 ３５９９，３６１０－３６１１，３６１８－３６３０，３６３３－３６３８ 43 128

松川町 生田 みぞさわいえのうえ 溝沢家ノ上 ３６００ 43 128

松川町 生田 みぞさわひかげ 溝沢日影 ３２９５－３２９６，４８８０－４８９１ 43 128

松川町 生田 みぞさわひなた 溝沢日向 ３６１２－３６１７ 43 128

松川町 生田 みぞさわみちうえ 溝沢道上 ３６３１－３６３２ 43 128

天龍村 平岡 みそさんじょう ミソ三升 219 ３８，４９ 18

喬木村 加加須 みそした ミソ下 5674

高森町 牛牧 みそした ミソシタ 2109 ５－１２ 112

高森町 牛牧 みそじた ミソジタ 2107 112

阿智村 伍和 みぞした 溝下 １１０８～１１１８

大鹿村 鹿塩 みぞした 溝下 4076～4084

大鹿村 鹿塩 みぞした 溝下 4076～4084

喬木村 加加須 みぞした みぞ下 5229-5234

喬木村 加加須 みぞした 溝下 5283

喬木村 氏乗 みぞした 溝下 9951

高森町 牛牧 みぞした ミゾシタ 2108 ５－１２ 112

豊丘村 神稲 みぞした 溝下 ７３４－７５２ 二－4 83

泰阜村 鍬不取 みぞした ミソ下 2771-2773 38 95

松川町 元大島 みぞぞい 溝添

１１００－１１０１，１１２６－１１３０，１１８２－１１８３，１２２１
－１２２５，１３９１－１３９３，２３５４－２３５９，４２０６－４２
０８，４５１９－４５２１，４５３８，４５４５－４５４６，４５８３－４
５８９，４５９６－４５９７

38，46 128



479

豊丘村 神稲 みぞぞえまつくぼ 溝添松久保 ７０１４－７０１５ 二－5 46

豊丘村 神稲 みぞた 溝田 ２０７５－２０８３

松川町 元大島 みぞた 溝田 ２３４０，２３４４－２３４７，２３５０ 38 129

泰阜村 打沢 みぞた 溝田 2388-2389 22，25 56

豊丘村 河野 みぞだ 溝田 ４３５２－ 五－4 145

豊丘村 河野 みぞたしり 溝田尻 ５６４１－

豊丘村 河野 みぞたにしだいら 溝田西平 ５６５５－５６６１，５６８３，５６８６－５６８８ 五－4 130

豊丘村 河野 みぞたひがしだいら 溝田東平 ５６８４－５６８５ 五－4 131

豊丘村 河野 みぞたほら 溝田洞 ５６５４，５６６２－５６８２，５６９０－５６９１ 五－4 130

豊丘村 河野 みぞたほらいり 溝田洞入 ５６８９－

泰阜村 打沢 みぞたみずくち 溝田水口 2390-2391 25 56

大鹿村 大河原 みそづくり 三十作リ 5176－

泰阜村 稻伏戸 みぞのいり 溝ノ入 1355-1361 20，22 50

泰阜村 打沢 みぞのいり 溝ノ入 2177 22 50

喬木村 富田 みぞのした 溝下 12370-12380 1 30

天龍村 神原 みぞのたわ ミゾノタワ 505 ,513 ,533 69 81

天龍村 平岡 みぞのたわ 溝ノたわ 2131 126 ,141 81

泰阜村 唐笠 みぞのまえ 溝ノ前 4045-4049,4053-4054 14 26

泰阜村 鍬不取 みそばた ミソ畑 2769-2770 38 95

豊丘村 神稲 みぞはた 溝畑 ３８８０－３８８４，３８９５－３９００ 二－5 15

下條村 陽皐 みぞばた 溝端 ２８９２

下條村 陽皐 みぞばた 溝端 ２４３～２４５

豊丘村 神稲 みぞばた 溝ばた ３８９２－ 二－5 15

松川町 元大島 みぞばた 溝畑 91 55 129

松川町 元大島 みぞばた 溝端
９３，９８，１００，１０４，１０８，１１２，１２０－１２１，１３３－１
３５，１４８０，１４８２

38，55 129

泰阜村 左京 みぞばた ミゾ端 5736 53 105

阿智村 春日 みぞぼら 溝洞 １６０８～１６１３

下條村 陽皐 みぞま 溝間 ３０３０～３０３７

阿智村 駒場 みぞまたぎ 溝マタギ ４２１～４２２

泰阜村 南山 みそむき みそむき 8202-8203 89 156

下條村 陽皐 みそもり 三十森 ５３８３

泰阜村 門島 みぞよけ 溝ヨケ 4634-4637 31，32 88

泰阜村 南山 みそらし みそらし 6784-6787 72 156

泰阜村 南山 みそればた ミソレ畑 7299 76 156

豊丘村 河野 みだ 見田 ５５２－

泰阜村 南山 みだ 弥陀 8955 93 156

阿南町 富草 みた？ 實田 9454～9456，9460～9493，9498～9519

阿南町 富草 みた？ みた？ 9536～9548，9557～9560

下條村 陽皐 みたび？ ミタヒ ５４０８～５４０９，５４１９

下條村 陽皐 みたび？ 三タビ ５６１４～５６１８，５６２１～５６２３

阿智村 駒場 みたらし ミタラシ ７３６ロ

天龍村 平岡 みたらし ミタラシ 2679 171 111

阿智村 智里 みたる 三樽 １９５３～１９７５
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阿智村 駒場 みだればし 乱橋 ４２６～

阿南町 富草 みちあい 道合 1221，1232～1238，1243～1252

阿南町 大下条 みちあい 道アイ 2027

阿南町 大下条 みちあい 道合 1066～1068

阿南町 大下条 みちあい 道合 2213～2214

下條村 睦沢 みちあい 道合 １０２～１０８

下條村 陽皐 みちあい 道合 ２４６６～２４７１

喬木村 大島 みちあい 道合 9317-9325

天龍村 神原 みちあい 道合 3058-3059 137 248

天龍村 神原 みちあい 道合 3869 106 270

泰阜村 左京 みちあい 道合 5831-5835 53 105

高森町 牛牧 みちあわい 道アハイ ９２０－９２１ ４－１３ 112

阿南町 富草 みちいん？？ 道いん 1422～1425

阿智村 駒場 みちうえ 道上 １３５～

阿智村 智里 みちうえ 道上 １０～

阿智村 浪合 みちうえ 道上 ３５５～３５７

阿智村 浪合 みちうえ 道上 ４１～１８８

阿智村 浪合 みちうえ 道上 ７１９～７２５

阿智村 浪合 みちうえ 道上 ７６２～８２１ハ

阿智村 浪合 みちうえ 道上 ９５０～

阿南町 富草 みちうえ 道上 170

阿南町 富草 みちうえ 道上 1406

阿南町 大下条 みちうえ 道上 1864

阿南町 大下条 みちうえ 道上 3152

阿南町 富草 みちうえ 道上 4684

阿南町 大下条 みちうえ 道上 1734～1735，2070～2071

阿南町 大下条 みちうえ 道上 2366，　2582

阿南町 大下条 みちうえ 道上 246～247

阿南町 大下条 みちうえ 道上 49～50

阿南町 富草 みちうえ 道上 5050～5052

阿南町 和合 みちうえ 道上
９８３，１２５２，１２５３，１４４０，１４４４～1446，1481，
1736，1739，1740，1780～1782，1794

阿南町 和合 みちうえ 道上

下條村 陽皐 みちうえ 道上 ３７８１

下條村 陽皐 みちうえ 道上 ４１７９

下條村 陽皐 みちうえ 道上 ２１３５～２１３７，２１３９～２１４６

下條村 睦沢 みちうえ 道上 ２３００？

下條村 陽皐 みちうえ 道上 ３０３９～３０４０

下條村 陽皐 みちうえ 道上 ５９０３～５９０５

喬木村 小川 みちうえ 道上 7433

高森町 出原 みちうえ ミチ上 ２０９－２１３ ８－９ 112

高森町 出原 みちうえ 道上 ４３９－４４１ ８－９ 112

高森町 牛牧 みちうえ ミチウエ ２０８５－２０８７ ５－１２ 112

高森町 山吹 みちうえ 道上 １０９９－１１２０，1129－1136 ９－９ 112
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天龍村 神原 みちうえ 道上 87

天龍村 神原 みちうえ 道上 359，386-387，456，｣463，469-470 57 117

天龍村 神原 みちうえ 道上 669 ,672 ,674 ,678 ,709 95 117

天龍村 神原 みちうえ 道上 867 ,874 81 117

天龍村 神原 みちうえ 道上
1130-1132，1239-1240，1242-1245，1338-1340，1356-
1357

82 117

天龍村 神原 みちうえ 道上 3656-3657，3693，3731-3733，3886 106 117

天龍村 神原 みちうえ 道上 4106 105 117

天龍村 神原 みちうえ 道上 4840-4841 132 117

天龍村 平岡 みちうえ 道上
181-183,200,303,310-314,344,377-378，471，476，496-
497，502-503，617

47 117

天龍村 平岡 みちうえ 道上 472 35 117

天龍村 平岡 みちうえ 道上 632-635,737-740,742-743 14 ,22 117

天龍村 平岡 みちうえ 道上 786-788,806-808,812,814,820,824 3 ,34 117

豊丘村 河野 みちうえ 道上 ２２０－２２１，２２９，２８３－２８４ 二－4 81

根羽村 新井 みちうえ 道上 645，1038イ

根羽村 檜原 みちうえ 道上 1240～1245

根羽村 黒地 みちうえ 道上 2288～2300，2427ﾉ2

根羽村 向黒地 みちうえ 道上 2697～2706

根羽村 萸野 みちうえ 道上 2994～2995，2998

根羽村 老平 みちうえ 道上 3576，3604

根羽村 老平 みちうえ 道上 3666，4150ﾛ

根羽村 中野 みちうえ 道上 4247～4254，4472

平谷村 合川 みちうえ 道上

平谷村 ムク沢 みちうえ 道上 ４１，４８，６３－６５，２８４－２９０，２９２，２９４，２９６，３０６

松川町 大島 みちうえ 道上

２９９－３０９，３１２－３１３，３１５－３２８，３３１－３５７，３５
９，３６２－３９４，３９６，５５０－５５４，５５６－５５７，５５９，
５６１，５６４－５９２，６０６－６０７，６１３－６４３，６４６－６５
１

13，14 18

松川町 元大島 みちうえ 道上 ３６４３－３６５５ 37 18

泰阜村 黒見 みちうえ 道上 4205,4357 17 36

泰阜村 怒田 みちうえ 道上 2999 41 36

泰阜村 南山 みちうえした 道上下 7889 74 157

阿智村 浪合 みちうえたらやしき 道上タラ屋敷 ４６～４８

天龍村 神原 みちうえながばた 道上長畑 667-668 81 171

天龍村 神原 みちかいと 道開土 4932 146 295

阿智村 浪合 みちぎし 道岸 ２８８ノ１～２８８ノ２

天龍村 平岡 みちきた 道北 767 14 128

豊丘村 神稲 みちきた 道北 １１８３１－

松川町 上片桐 みちきた 道北 ３９４０－３９７０，３９８９－４０１０ 15 21

阿智村 浪合 みちぎわ 道ギワ ３６３～

松川町 生田 みちくぼ 道久保 ７８５０－７８５２ 58 129

阿智村 春日 みちした 道下 ２２５９～２２７９

阿智村 智里 みちした 道下 １１～

阿智村 智里 みちした 道下 ２８２８イ，２８２９～２８３０
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阿智村 浪合 みちした 道下 ４９～１２５

阿南町 富草 みちした 道下 703

阿南町 富草 みちした 道下 1429

阿南町 富草 みちした 道下 1713～1716

阿南町 富草 みちした 道下 3721～3722

阿南町 大下条 みちした ミチシタ 184

阿南町 大下条 みちした ミチ下 193

阿南町 大下条 みちした ミチシタ 556

阿南町 大下条 みちした 道下 641

阿南町 富草 みちした 道下 8556

阿南町 大下条 みちした 道下 1817，　1946，1853，1947

阿南町 大下条 みちした 道下 1866～1867

阿南町 大下条 みちした ミチシタ 2212,　2220

阿南町 大下条 みちした 道下 3117～3133

阿南町 和合 みちした 道下
491，560～561，604，639～640，642，932，1410，1483，
1677，1741，1826，1993，2817

阿南町 富草 みちした 道下 5596～5598

阿南町 富草 みちした 道下 5809～5812，5836～5838，5858，5872～5874

阿南町 和合 みちした 道下

阿南町 和合 みちした 道下

下條村 陽皐 みちした 道下 ３７４６

下條村 陽皐 みちした 道下 ２１５５～２１６０

下條村 睦沢 みちした 道下
７７６０，７７７９～７７８０，７８４０，７９１８，８３６１～８３６
２，９３１６～９３１９，９３２１～９３２３

下條村 睦沢 みちした 道下

喬木村 富田 みちした 道下 12162-12168 1 30

喬木村 小川 みちした 道下 6220-6221

喬木村 小川 みちした 道下 7415-7419

喬木村 小川 みちした 道下 8503,8506-8507

喬木村 氏乗 みちした 道下 9935-9937,10008-10016

高森町 出原 みちした ミチ下 ３４１，３５２－３５３ ８－９ 112

高森町 出原 みちした 道下 ６５－６８，１２６ ８－９ 112

高森町 牛牧 みちした 道下
３９１－３９３，４２５－４２７，４２９－４３０，４３６－４３７，９１
８，1263－1264

５－１２ 112

高森町 山吹 みちした 道下 ５３２７，５４１８－５４２０，5572－5573，5613，5789 １１－８ 112

天龍村 神原 みちした 道下 3051　,3198 137 14

天龍村 神原 みちした 道下 269，361，369，388-389，391-394，454-455，458-459 44 ,57 14

天龍村 神原 みちした 道下 464-466,523-526,539-540,567,573 57 14

天龍村 神原 みちした 道下 670-671,673,679 94 14

天龍村 神原 みちした 道下 1072　,1300,1377 82 14

天龍村 神原 みちした 道下 3217,3277,　3562 81 14

天龍村 神原 みちした 道下
3743-3744，3746，3860，3870-3875，3904，3928，3984-
3985，3987，3990

92 ,106 14

天龍村 神原 みちした 道下 4709-4712 131 ,146 14

天龍村 神原 みちした 道下 4864 131 14

天龍村 神原 みちした 道下 5524-5527，5535-5537，5571-5580 104 14
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天龍村 神原 みちした 道下 6231-6239 80 14

天龍村 平岡 みちした 道下 162 27 14

天龍村 平岡 みちした 道下 2332　,2468　,2517 154 94

天龍村 平岡 みちした 道下
220-221,224-225,239,302,306-309,345-346,395-396，482-
483，553-554，744，819，891-892，856

47 14

天龍村 平岡 みちした 道下 841-842 3 ,6 ,34 14

豊丘村 神稲 みちした 満千下 ３５８４－３５８５

根羽村 檜原 みちした 道下 1212～1221，1227

根羽村 黒地 みちした 道下 2315～2318，2368

根羽村 萸野 みちした 道下 2821～2822，2984

根羽村 老平 みちした 道下 3660～3664，4098

根羽村 横畑 みちした 道下 4573～4582，4706

平谷村 合川 みちした 道下 ４７，４９－５０，１４８－１５３，２７７－２７８，２９１，２９３

平谷村 合川 みちした ミチシタ ５０－

松川町 生田 みちした 道下 ８５６１－８５６５ 63 129

松川町 大島 みちした 道下 ２７８０ 129

泰阜村 左京 みちした 道下 5738 53 36

泰阜村 南山 みちした 道下 7786,7864,7866 74 36

根羽村 田島 みちしたおおぬま 道下大沼 289

根羽村 取手 みちしたかわのうえ 道下川ノ上 4738

喬木村 小川 みちしたまくのうち 道下幕ノ内 7491-7492

喬木村 小川 みちぞい 道添 6726,6975-6977

喬木村 小川 みちぞい 道添 7885-7886,7897-7898

松川町 元大島 みちぞい 道添
４８，１１１，１３６－１３７，６０５，６６５，７１５，１１２０－１１
２１，１５６４－１５７２

28，46
55

50

松川町 生田 みちぞい 道添 ８１６１－８１６７，８１７０ 50

喬木村 富田 みちぞえ 道添 13777-13779 3 30

喬木村 小川 みちぞえ 道添 6979　,6986

高森町 牛牧 みちぞえ ミチソヱ ２１１４，２１１５－２１１６ ５－１２ 112

豊丘村 河野 みちぞえ 道添 二－2 71

豊丘村 神稲 みちぞえ 道添 １７２２－１７３３，１９３０－１９３３，１９４６－１９５１ 二－4 71

松川町 上片桐 みちぞえ 道添 ３１５８－３１６０，３９７１－３９８２ 14，15 50

松川町 元大島 みちぞえ 道そへ ２０１４ 29 50

喬木村 小川 みちぞえじんでん 道添神田 6978

天龍村 平岡 みちにし 道西 328 47 120

根羽村 中野 みちのいりおちね 道ノ入落根 4438

阿南町 和合 みちのうえ 道の上 1246

喬木村 氏乗 みちのうえ 道ノ上 10031-10034

喬木村 伊久間 みちのうえ 道ノ上 16363-16364,16365,16373-16384

高森町 出原 みちのうえ ミチノウエ １３２－１３４ ８－９ 112

高森町 牛牧 みちのうえ 道ノ上 １２６１－１２６２，２２５２－２２５４ ６－１２ 112

豊丘村 神稲 みちのうえ 道ノ上 ４７１８，４８２０ 五－4 90

根羽村 田島 みちのうえ 道上 228～230，365

根羽村 小戸名 みちのうえ 道ノ上 3217ｲ，3296
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根羽村 横畑 みちのうえ 道ノ上 4559～4563，4707

根羽村 取手 みちのうえ 道ノ上 4717，4806

根羽村 一之瀬 みちのうえ 道ノ上 4816～4818，4863

泰阜村 稻伏戸 みちのうえ 道ノ上 1528-1529 41 36

根羽村 新井 みちのうえうらはた 道上浦畑 1007～1009

根羽村 横畑 みちのうえかじや 道ノ上鍜冶屋 4513～4515

豊丘村 神稲 みちのした 道ノ下 ４６３４－４６４１，４７７２－４７７３，６４２５，６４２７ 二－6 174

根羽村 新井 みちのした 道下 649～660，853

根羽村 小戸名 みちのした 道ノ下 3221，3329－

根羽村 中野 みちのした 道ノ下 4215～4218，4492

根羽村 取手 みちのした 道ノ下 4737，4797

根羽村 一之瀬 みちのした 道下 4860～4865，4901

根羽村 高橋 みちのした 道下 5020～5022，5039

根羽村 中野 みちのしたかさぎり 道ノ下加佐切 4219

根羽村 中野 みちのしたかさだ 道ノ下加佐田 4223～4224

根羽村 新井 みちのしたなぎさわ 道下ナギ沢 837～839

天龍村 平岡 みちのま 道間 367-368 47 120

高森町 牛牧 みちのよこ ミチノヨコ 264 113

高森町 牛牧 みちばく ミチバタ ２５８－２５９ ６－１３ 113

天龍村 神原 みちはた 道畑 851 81 180

阿智村 浪合 みちばた 道端 ２７０～

阿南町 富草 みちばた 道ばた 2090

阿南町 大下条 みちばた 道バタ 2219

阿南町 富草 みちばた 道端 8570～8575

下條村 陽皐 みちばた 道端 ２１３２～２１３４

喬木村 富田 みちばた 道畑 14766 4 30

喬木村 富田 みちばた 道端 12226-12247 1 30

喬木村 小川 みちばた 道端 8583

喬木村 氏乗 みちばた 道端 10064

高森町 出原 みちばた 道バタ １０３－１０５ ８－９ 113

高森町 牛牧 みちばた 道バタ 18 ６－１２ 113

高森町 上市田 みちばた 道ばた ６４４－６４６ ６－１２ 113

高森町 上市田 みちばた 道バタ ７２７－７２９ 113

天龍村 神原 みちばた 道端 5590 90 307

根羽村 横畑 みちばた 道端 4542～4543

根羽村 取手 みちばた 道端 4754，4777

根羽村 一之瀬 みちばた 道端 4908

松川町 元大島 みちばた 道端 １４３４，２４８８，２５５９，４４６２ 37，39　47 47

松川町 元大島 みちばた 道ばた １８３７，１９３７，２５０７ 28 47

泰阜村 南山 みちばた 道端 7785 74 157

天龍村 平岡 みちひがし 道東 723

天龍村 平岡 みちま 道間 777　,871 14 120

天龍村 神原 みちまたぎ 道マタギ 2343 179 228
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松川町 元大島 みちむこ 道むこ ２５５５－２５５８ 39 129

天龍村 神原 みちやま 道山 4017 105 273

高森町 牛牧 みちよこ 道ヨコ 257 ６－１３ 113

天龍村 神原 みちよこ 道横 35 13 136

天龍村 神原 みちよこ 道横 832 81 136

天龍村 神原 みちよこした 道横下 36

阿智村 浪合 みちわき 道脇 １７５～

高森町 牛牧 みちわき ミチワキ 119 ６－１３ 113

天龍村 神原 みちわき 道脇 3939 106 271

天龍村 神原 みちわき 道脇 4097-4098 105 271

根羽村 万場瀬 みつあいぼら 三ツ合い洞 1503～1506

下條村 陽皐 みつい 三ツ居 ５４１１

阿南町 富草 みついし 三ツ石 1268，1309～１３10，1323～1324

松川町 生田 みつがま 三ツ釜
４７０７，６８０８－６８６０，６８６２－６８６４，６８７１－６８７
８，７５２９

52 129

豊丘村 河野 みつぎはら 三次原
１２８９－１３１０，１３１２－１３５９，１３７０－１４０４，１４０９
－１４１０，１４１２－１４４０

二－4 63

豊丘村 河野 みつぎはらひかげ 三次原日影 １３６０，１３６８－１３６９ 五－1 64

豊丘村 河野 みつぎはらやまのかみ三次原山の神１４０８－ 五－1 64

阿智村 春日 みつくちばた 三ツ口畑 ３２８～３３１

阿智村 駒場 みつけはた 見付畑 １９６４～

天龍村 平岡 みつこやど ミツコヤド 233 ４９，６２ 19

大鹿村 大河原 みつざわ 三ツ沢 4160～4176

大鹿村 大河原 みつざわ 三ツ沢 5429～5439

下條村 陽皐 みつざわ 三ツ澤 ５９７９

天龍村 神原 みつざわ 三ツ沢 2727,2732,　2735 165 ,175 43

天龍村 平岡 みつざわ ミツ沢 1480 ８５，９８ 43

泰阜村 打沢 みつざわ 三ツ沢 2247 23，24 50

泰阜村 打沢 みつざわ 三ツ澤 2255-2264 20，25 50

阿智村 浪合 みつざわぐち 三ツ沢口 ２５０～３０１

阿智村 浪合 みつざわぐちくちうえ 三ツ沢口上 ２９７～３００

高森町 牛牧 みつそえ ミツソヘ ２１１４ロ ５－１２ 113

阿南町 富草 みつだ 三ツ田 1030～1034

阿南町 富草 みつだ 三ツ田 2271～2272

阿南町 大下条 みつだ 三ツ田 748

阿南町 大下条 みつだ 三ツ田 1362～1371，1381～1383

阿南町 富草 みつだ 三ツ田 7229～7230

下條村 睦沢 みつだ 三ツ田 ５２１～５２２

下條村 睦沢 みつだ 三ツ田 ６８８１～６８８２，６８９０

下條村 陽皐 みつだ 三ツ田 ７２５３～７２５５

喬木村 富田 みつだ 三ツ田 12946-12948 30

高森町 牛牧 みつだ 三ツ田 １０７０，１０７３－１０７５ ４－１２ 113

高森町 山吹 みつだ ミツ田 3151 ８－８ 113

泰阜村 打沢 みつだ 三ッ田 1868-1872 22 37
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泰阜村 黒見 みつだ 三ツ田 4296 17 36

泰阜村 南山 みつだ 三ツ田 6769 72 37

根羽村 小戸名 みつだいら 三平 3344～3347

阿南町 富草 みつたやま 三ッ田山 947

泰阜村 黒見 みつつち 三ツ土 4180,4233-4235,4237,4245-4246,4251,4245-4246,4251 17 29

下條村 睦沢 みつほった 三ツ堀田 ８１１９，８１２１，８１２２，８３５４～８３５８，８３６０

根羽村 老平 みつぼら 三洞 3509～3527

松川町 大島 みつまた 三俣 ８３４－８３５ 18 29

阿智村 伍和 みつもと 満本 ６６２５～

松川町 生田 みつもり 三ツ森 ２９４２－２９４４ 30 129

高森町 上市田 みつや ミツヤ ３１４－３１８ ６－１２ 113

喬木村 富田 みつわり 三ツ割 12343-12344 1 30

天龍村 神原 みとう 見遠 6098 31 321

阿智村 智里 みどう 御堂
４４９９～４５０１，４５０６，４５０８，４５１０，４５２１～４５２
３，４９３５～４９３６，４９４０～４９４２，４９４４

阿智村 智里 みどうじ 御堂寺 ４９１１～４９１３

松川町 元大島 みどうのき みとうのき ２４０２－２４０５，２４１４ 39 129

松川町 元大島 みどうのき 御堂ノ木 ２４０８ 39 129

松川町 元大島 みどうのき 御堂のき ２４０９－２４１３ 39 129

下條村 睦沢 みどうばら 御堂原 ３２７０～３２７３，３２７８

阿智村 春日 みとおりだ 三通田 １９１１～１９１９

阿智村 春日 みとおりだ 三通田 ２４７１～２４７９

高森町 吉田 みとりだ ミトリ田 １７８５－１７８６ 113

下條村 睦沢 みとりや 見鳥屋 ６６６４

松川町 上片桐 みなくち 水口 ２６０９－２６１５ 10 9

阿智村 智里 みなみ 南 ９９５～１００６，１０２３～１０２７，１０３１～１０３４

阿南町 大下条 みなみ 南 2319

阿南町 旦開 みなみ 南 718～724

喬木村 大和知 みなみ 南 11688

高森町 山吹 みなみ 南 2506，　5276 ７－７ 113

高森町 山吹 みなみ ミナミ ３８７１－３８７２，３８９４－３８９５ １０－８ 113

天龍村 神原 みなみ 南 2120 168 15

天龍村 神原 みなみ 南 1144-1145 82 15

天龍村 平岡 みなみ 南 1682 60 15

天龍村 平岡 みなみ 南 191 27 15

天龍村 平岡 みなみ 南 2284-2285 139 15

天龍村 平岡 みなみ 南
1223-1224,1240,1244-1245,1275-1278，1281-1282，1287-
1288，1305-1344

６０，６１ 15

豊丘村 神稲 みなみ 南
１０７６５，１０７７５－１０８００，１０７６７－１０７７２，１０８０
４，１０８６５－１０８６６，１０８１５，１０８２１，１０９９７－１０
９９８

五－3 102

平谷村 合川 みなみ 南 １０５７－

松川町 元大島 みなみ 南 １２５３，４２４０，４２４２ 38，46 22

阿南町 旦開 みなみ？まつ 南？松 1159～1162，1165～1167

阿南町 富草 みなみあけみ？ 南あけみ 540～543
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豊丘村 神稲 みなみいけのだいら 南池ノ平 ２１６６－２２００，２２５１ 二－6 85

豊丘村 神稲 みなみいり 南入
７４０１－７４１９，７４２３－７４２９，７４５０－７４６１，７３７３
－７３８２，７３９４－７４００，１２１７５－１２１７９，１２１８１
－１２２０９，１２３３３

二－5 40

泰阜村 高町 みなみうえ 南上 1008, 19 44

高森町 山吹 みなみうら 南ウラ 2483 113

天龍村 平岡 みなみおおくぼ 南大久保 1744 83 62

高森町 牛牧 みなみおち 南落 647 ５－１３ 113

高森町 山吹 みなみおち 南落 ４０４３－４０４５ １０－９ 113

阿南町 大下条 みなみかいと 南開土 1978ﾉ1

阿南町 旦開 みなみかいど 南開土 725～732，784～803

阿南町 大下条 みなみがいと 南垣外 703～711

高森町 大島山 みなみがいと 南垣外
２７６－２８７，２８９－２９２，３０２－３０３，３０５－３０６、３１
１，３１３－３１６，３２２，３２４－３２７，３３２－３４０，３５１－
３５２，３５５－３５７，３６０－３６１

６－１１ 114

天龍村 平岡 みなみがいと 南垣外 1680-1681,1695-1698 ６０，７０ 13

天龍村 平岡 みなみがいと 南垣外 145,156-157 27 13

天龍村 平岡 みなみがいと 南垣外
1187-1188,1225-1226,1234-1239,1246-1247，1275-1280，
1283-1286，1289-1296

４８，６０ 13

松川町 上片桐 みなみがいと 南垣外
４１１３－４１２３，４１２５－４１４５，４１５７－４１６６，４１６９
－４２２５

21 21

松川町 上片桐 みなみがいと 南垣外 4797 22 21

松川町 元大島 みなみがいと 南垣外 １５２１－１５２４，１５２７－１５３６ 38 21

泰阜村 高町 みなみがいと 南垣外 956,979,981,1005-1007,1010,1021-1022,1024,1053 8,19 43

泰阜村 南山 みなみがいと 南垣外 6758,6858,6868,7272,8522 72,90 43

泰阜村 黒見 みなみがくぼ 南ｹ窪 4467-4469 32,33 44

根羽村 檜原 みなみがさわ 南ヶ沢 1374

阿智村 智里 みなみがだいら 南ヶ平 ９９～１０３

阿智村 智里 みなみがはら 南ヶ原 ２３～

豊丘村 河野 みなみかめまつ 南亀松 １０５４－ 二－4 60

喬木村 富田 みなみかわら 南河原 14500-14501,14506-14515,15057-15060 30

松川町 大島 みなみくぼ 南久保
２０６３－２０６５，２０７２，２０８０，２０８３，２０９６－２０９
８，２０１０，２１００ノ３－４，２１２１－２１２９，２１５７－２１６
２，２１６４－２１９９，２２０４－２２０７，２２１３

19 33

松川町 大島 みなみくぼ 南久ボ
２０６２，２０６６－２０６７，２０７３－２０７９，２０８１－２０８
２，２１００ノ１～２，2163

19 33

松川町 大島 みなみくわ 南桒
１４５８－１４８３，１４８６－１４８９ノ１，１４８９ロ－１４９９，１
５００ノ２－３，１５０１－１５０５ノ１，１５０６，１５０８－１５１
４，１５１６－１５３７，１５３９－１５５０，１５５２－１５６９

18 25

松川町 生田 みなみくわ 南桑
１４８４－１４８５，１４８９ノ２，１５００ノ１，１５００ロ，１５０５ノ
３，１５０７，１５１５，１５３８，１５５１

18 25

喬木村 小川 みなみごうしざわ 南ごうし澤 8410,8415,8417,8420,8424-8425

高森町 山吹 みなみこえだ 南越田 ２８７１－２８９５ ８－８ 114

阿南町 大下条 みなみさｙぐし 南シャグシ 2487ノ2～2488

松川町 生田 みなみざか 南坂 ３５－４１ 56 130

松川町 生田 みなみさかした 南坂下 ４２－４３ 56 130

松川町 生田 みなみさかみちうえ 南坂道上 １２６－１２８ 56 130

阿智村 智里 みなみさわ 南沢 ２３６５～２３８０

阿南町 大下条 みなみさわ 南澤
1997～1998，2015～2016，2033～2036，2043，2049～
2054，2260～2269
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阿南町 大下条 みなみさわ 南沢 3878～3879

阿南町 富草 みなみさわ 南澤 5154～5158

阿南町 大下条 みなみさわ 南沢 664，844～852，1084

高森町 下市田 みなみさわ 南沢 ７３－１５２，４２２８－４２４４ ７－１４ 114

天龍村 神原 みなみさわ 南沢 1518 137 124

天龍村 平岡 みなみさわ 南沢 513 35 124

豊丘村 神稲 みなみさわ 南沢

５８５２－５８５４，５９１３－５９２１，５９２９－５９３０，５９４８
－５９５０，５９９３－５９９５，６１６６－６１６７，１１００４－１
１０２２，１１０２５，１１０２７，１１０２９－１１０４２，１１０８２，
１１０９４－１１０９７，１１４０２

五－3 94

松川町 生田 みなみさわ 南沢 ７７３３－７７４５，７７５０－７７８２ 58 21

松川町 上片桐 みなみさわ 南澤
３５４１－３５５０，３５５５－３５５９，３５６５－３５７３，３５８３
－３５９５，３７６７－３７７０

15，16 21

松川町 元大島 みなみさわ 南沢 ４１２１ 54 21

泰阜村 南山 みなみさわ 南沢 8382,8652-8654,8996-8997 90 44

喬木村 富田 みなみざわ 南澤 14771-14775 4 31

泰阜村 南山 みなみざわ 南澤 8047 74 44

下條村 陽皐 みなみさわいぐちうえ 南沢井口上 ４９４３，　４９４０

下條村 陽皐 みなみさわいした 南沢井下 ４９５６～４９６０

下條村 陽皐 みなみさわいすじうえ 南沢井筋上

天龍村 神原 みなみさわだいら 南沢平 3043 137 247

天龍村 神原
みなみさわだいらみち
した

南沢平道下 3044 137 247

大鹿村 大河原 みなみさわど 南沢渡 4474－

大鹿村 大河原 みなみさわど 南沢渡 4474－

松川町 生田 みなみさわひかげ 南沢日影 ７８７８ 58 21

阿南町 大下条 みなみさわむこうだ 南澤向田 2270～2276

天龍村 神原 みなみさわやま 南沢山 3027-3029,3034-3037,3041-3042 137 247

阿南町 富草 みなみさんとうめん 南三斗免 552

泰阜村 高町 みなみした 南下 1020,1028 19 44

高森町 吉田 みなみじょう 南城 １３８１－１３８２，１４０６－１４０８ ９－１１ 60

豊丘村 神稲 みなみじょう 南城
１１９３３－１１９３９，１１９６２－１１９６７，１１９７０，１１９７
４－１１９７９，１１９８６－１１９８７，１１９２６，１１９３５－１１
９３６，１１９６８－１１９６９，１１９７５，１１９７９－１１９８６

二－7 43

高森町 出原 みなみた ミナミタ ９９，　２２６ ８－９ 114

喬木村 小川 みなみだ 南田 8170

高森町 出原 みなみだ 南田 95 ８－９ 114

高森町 牛牧 みなみだ 南田 １４１４－１４１７，１４２１ 5-13 114

高森町 山吹 みなみだ 南田 9－13，17－59，５２７７－５２７８、５３４３，５３４７，５３５１ ８－１０ 114

高森町 吉田 みなみだ 南田 １４３－１５３ ７－１１ 114

豊丘村 神稲 みなみだ 南田
２０２１－２０２３，２０２５－２０５９，２０６９－２０７０，２０７
２，２０７４

二－6 88

松川町 生田 みなみだ 南田 ６０６０－６０８８ 51 30

松川町 大島 みなみだ 南田 ８１，８５－１０１ 19 30

松川町 元大島 みなみだ 南田 １２６８－１２６９，１２２７－１２２８，１２３３ 38，47 30

豊丘村 河野 みなみだいもん 南大門 ７６０－ 二－4 77

豊丘村 河野 みなみだいら 南平 ６７７９－６７８２ 五－4 121
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豊丘村 神稲 みなみだいら 南平
２８２３－２９０７，３００９，５８６５－５８７６，５８７８，５８８１
－５８８２

五－5 120

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

豊丘村 神稲 みなみどう 南堂 ６９０１－ 二－5 174

阿南町 旦開 みなみとうげ 南峠 3719

喬木村 伊久間 みなみながさかした 南長坂下 16695,16703,16723-16727,16731-16732，16767-16769

松川町 上片桐 みなみなかやま 南中山 ６６７０ー６６８５ 52 131

下條村 陽皐 みなみのさわ 南ノ沢 ４８８８

喬木村 大和知 みなみのわで 南ノ上手 11693-11700

喬木村 小川 みなみはた 南畑 7653-7656,7662,7665

高森町 牛牧 みなみはた 南ハタ 1633 ５－１２ 114

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

高森町 牛牧 みなみばた 南バタ 2306 114

天龍村 神原 みなみばた 南畑 852-853 81 180

天龍村 神原 みなみばた 南畑 1136-1137，1301 82 180

天龍村 神原 みなみばた 南畑 6041 31 180

天龍村 平岡 みなみばた 南畑 778　,870 14 128

豊丘村 神稲 みなみばた 南畑 ４３５９－４３６６，４３８１－４３８６，２６９３－２６９５ 二－6 91

泰阜村 唐笠 みなみばた 南畑 4023-4025 14 25

豊丘村 神稲 みなみばちざわ 南場知沢 ９６４２－９６５０ 五－3 106

高森町 山吹 みなみはば 南羽場 ４７２１，４７５８－４７６４，5684－5686 １１－８ 96

豊丘村 神稲 みなみはば 南羽場 ８４４１－８４４２，８３９７－８４００，８４０３－８４０４，８４３４ 二－7 23，43

豊丘村 神稲 みなみはば 南ハバ
８３９４，８３９６，８４０１－８４０２，８４１６－８４１７，８４３５
－８４４０，８４４３－８４５３

松川町 上片桐 みなみはば 南羽場 ４７４２－４７４８，４７５７－４７７８，４７８８－４７９９ 22 35

松川町 元大島 みなみはばた 南羽場田 ７２９ 55 35

高森町 吉田 みなみはやし 南ハヤシ ４７２－４７３ ８－１０ 114

天龍村 神原 みなみばやし 南林 4142　,4149 105 130

天龍村 平岡 みなみばやし 南林 815-816 34 130

豊丘村 神稲 みなみばやし 南林 ３１－３５，４４－５０，５２－７２ 二－3 6

松川町 元大島 みなみばやし 南林 ２０７２－２０７３，２０８４ 28 48

高森町 出原 みなみはら 南原 ２７－５３，５９－６３，７２－７５，５５ ８－１０ 114

高森町 牛牧 みなみはら 南原 ８４３－８４４ ４－１３ 114

高森町 山吹 みなみはら 南原 ５４２３ロ，５４３２－５４５７ 114

高森町 吉田 みなみはら ミナミハラ １７８－２２４，２２５－２５１，２５４－２９２ ７－１１ 114

高森町 吉田 みなみはら 南原 ４０７－４１５ ８－１２ 114

豊丘村 神稲 みなみはら 南原 １１４０１，１１４０３－１１４２０，１１４５１ 五－3 94

松川町 生田 みなみはら 南原 １１４０ 40 9

松川町 上片桐 みなみばら 南原 １８６４－１８８８ 14 9

泰阜村 南山 みなみばら 南原 6894-6896,6910-6912,6915 72 44

阿南町 大下条 みなみはらかいと 南原垣土 649，　658

阿南町 大下条 みなみはらかいと 南原 659～661，663

高森町 牛牧 みなみはんのきざわ 南榛木沢 870 ４－１３ 114

下條村 陽皐 みなみはんば 南半場 ７２１９～７２２０，７２２５～７２３３
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高森町 山吹 みなみはんば 南ハンハ 2698 ７－７ 115

泰阜村 南山 みなみはんば 南半場 8655 90 44

高森町 牛牧 みなみひえだ 南冷田 848 ４－１３ 115

高森町 牛牧 みなみひら 南平 ４８０，　６８０ ５－１３ 114

高森町 牛牧 みなみひら 南ヒラ ６７７－６７９，６８１，６８３，１３３４ ５－１３ 114

松川町 元大島 みなみひら 南ひら １５９７－１６０１ 28 130

松川町 元大島 みなみひら 南平 １６１４ 28 130

高森町 吉田 みなみひろにわ 南ヒロニハ １０８９－１０９３ ８－１１ 115

豊丘村 河野 みなみほら 南洞 ３９４０－３９４３ 五－4 143

松川町 生田 みなみほら 南洞
５９６３，６１５８－６１６６，６１６８，６２６２－６２６５，６２７０
－６２７１

42，51 130

阿南町 富草 みなみぼら 南洞 2407～2422，2425～2432，2568～2569

高森町 牛牧 みなみまえだ 南前田 １１７６，１１７８，１６２９－１６３２，１６４０，１６４４，１６４７ ５－１２ 115

松川町 元大島 みなみまえばた 南前畑 65 55 130

天龍村 神原 みなみまた 南又 4322，4336-4337 133 282

阿南町 富草 みなみみち 南道 536

松川町 上片桐 みなみむき 南向 ４０３６ 46 130

阿南町 大下条 みなみやま 南山 1992

大鹿村 大河原 みなみやま 南山 5493～5530

大鹿村 大河原 みなみやま 南山 4093～4097

大鹿村 鹿塩 みなみやま 南山 235～249

大鹿村 鹿塩 みなみやま 南山 1801～1829？

天龍村 平岡 みなみやま 南山 2387 154 97

高森町 山吹 みなみわり 南割 ７２２２－７２５９ ７－６ 115

大鹿村 鹿塩 みなやま ミナ山 665～ 688,1596～ 1601,1725～ 1765,1773～ 1800

泰阜村 南山 みならし ミナラシ 6792 72 157

阿智村 智里 みね 峰
４５４１～４５４２，４５５６～４５５７，４５９１～４５９２，４６０５
～４６０７

大鹿村 大河原 みね 峯 4888，4893～4895，4897～4898

豊丘村 神稲 みね 嶺 ５８１１－５８１２ 五－5 121

泰阜村 打沢 みね 峯 2562-2567,2569,2573-2574,2583 25，41 67

大鹿村 大河原 みねがいと 峯垣外 2208，2215～2225

大鹿村 大河原 みねがいと 峯垣外 4790－

喬木村 富田 みねがいと 峯垣外 14190-14191 31

喬木村 加加須 みねがいと 峯垣外 5574-5582,5597-5604

阿南町 富草 みねがばやし 峯ヶ林 685

大鹿村 大河原 みねざか 峯坂 5298～5306，5349～5351

泰阜村 打沢 みねざか ミネ坂 2550-2552 41 67

大鹿村 大河原 みねさかみなみびら 峯坂南平 3355～3386，3519～3522

大鹿村 大河原 みねざかみなみひら 峯坂南平 3182～3185

豊丘村 神稲 みねした 峯下 ２０５－２１６ 二－3 11

喬木村 富田 みねのかいと 峯ノ垣外 13697-13699 4 31

下條村 睦沢 みねのさか 峰ノ坂 ９８９８～９９１０，９９１６

豊丘村 神稲 みねのした 峯ノ下 １４２２－１４２９ 二－3 11
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泰阜村 金野 みねのたわ 峯のたわ 138-139 - -

泰阜村 唐笠 みねのとや 峯の鳥屋 4123 14 88

阿南町 富草 みねのはやし 峯の林 768～769

阿南町 和合 みねばた 峰畑 1616～1639

阿南町 和合 みねはたつじ みねはたつじ

平谷村 合川 みのすけ 美之助 １１４，　１１６

平谷村 合川 みのすけ 巳之助 １１５－

平谷村 合川 みのすけ 美の助 １１５，　１１７

喬木村 大島 みのせ 三ノセ 9792-9793

阿南町 富草 みのや 美濃屋 3729

下條村 睦沢 みはか 三墓 ９５６３～９５７０，９５７２～９６３４，９６６１

泰阜村 南山 みはらし 見晴 9034-9040 12,70 22

豊丘村 神稲 みぶさわがわ 壬生沢川
７３２３－７３２４，７３２６－７３２８，７３３８－７３４５，７３５２
－７３５４，７３５６－７３５８，９１５４－９１６３

二－7 38

喬木村 富田 みほや 三保屋 12318-12320 1 31

豊丘村 河野 みほら 深洞 ３９７８－

松川町 上片桐 みまた 神又 ３４１４－３４１５，３４１７－３４３５ 11 16

天龍村 神原 みまたび ミマタビ 5098-5100，5122-5123 131 297

松川町 生田 みまたみちきた 神又道北 3416 11 16

根羽村 黒地 みまわり 見廻リ 2407～2419，2445

根羽村 黒地 みまわり 見廻 2430～2444，2497

下條村 陽皐 みみがはた 耳ヶ畑
１２５９，１２６１～１２６３，１２６５～１２６６，１２７１～１２７
２，１２８３～１２８５，１３０２～１３０７

阿南町 大下条 みみずく？ 木兎 1303～1302，1407

平谷村 合川 みや 宮 ２３３－

喬木村 富田 みやいり 宮入 13161-13191 2 31

阿南町 大下条 みやうえ 宮上 2720，2797～2798，3310～3314

阿智村 清内路 みやうえのたいら 宮上ノ平 ５４～６１

天龍村 神原 みやうじ
ミヤウジ（中
組平内）

739755 108 174

天龍村 神原 みやうじ ミヤウシ 6187 68 ,80 327

下條村 睦沢 みやうしろ 宮後 ６６３７

豊丘村 神稲 みやうしろ 宮後 ６３７５－

大鹿村 大河原 みやうら 宮浦 3390－

喬木村 小川 みやお 宮尾 8011-8013

豊丘村 神稲 みやがくぼ 宮ヶ久保 ５６０１，６３６６－６３６７ 五－5 118

松川町 生田 みやがせ 宮ヶ瀬 １１３３，１１３５－１１３７，１９０５ 29 54

松川町 元大島 みやがせ 宮ヶ瀬 ２１７１－２１７２ 29 54

松川町 生田 みやがだいら 宮ヶ平 ７４１３－７４５１ 54

阿智村 浪合 みやがはら 宮ヶ原 ５３６イ～５８２イ２

豊丘村 河野 みやがほら 宮ヶ洞 ７５２７－７５２８ 五－7 175

松川町 生田 みやがほら 宮ヶ洞 ６８６５－６８７０，６８９１－６９２０，７４５９－７４６０ 52 54

平谷村 合川 みやくち ミヤクチ ４６３－

平谷村 合川 みやぐち 宮口 ４６１－４６２，１４５５－１４６３

阿南町 富草 みやご？ 宮後 4890～4899，4903～4905
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平谷村 ムク沢 みやごえ？ 宮越 ３３０－

高森町 山吹 みやこし 宮越 4822－4826，５０４６－５０５３ １１－７ 115

豊丘村 神稲 みやこし 宮越 ２００１－２００２

平谷村 合川 みやこし 宮腰 ２３１－

下條村 睦沢 みやごし 宮腰 ６７７６～６７８１

平谷村 合川 みやごし 宮ゴシ ２２７－２３０

泰阜村 高町 みやごし 宮越 1082-1083,1093-1095 19 14

下條村 睦沢 みやざ 宮沢 ６３９５～６３９６，６４０８，６４１２，６４１５

喬木村 富田 みやさか 宮坂 12762-12784､12333 1 31

喬木村 小川 みやさか 宮坂 8068

松川町 元大島 みやさか 宮坂 １４３０－１４３１，１４３３，１５９３－１５９６ 28 54

阿南町 和合 みやざわ 宮沢 50～63，67～69，1398～1401，1974～1983，2294

阿南町 和合 みやざわ 宮沢

大鹿村 大河原 みやざわ 宮沢 3351～3354，3523～3595

大鹿村 大河原 みやざわ 宮沢 3814～3817

喬木村 阿島 みやざわ 宮沢 3734-3753,3755-3911

喬木村 大島 みやざわ 宮沢 9232-9249

天龍村 神原 みやざわ 宮沢 5139-5141 116 ,131 38

豊丘村 神稲 みやざわ 宮沢 １９５２－１９５７，１９５９－１９６１ 二－6 88

松川町 生田 みやざわ 宮沢 １９７６，2８３－２９０，６７９－６８０ 48，49 130

泰阜村 打沢 みやざわ 宮沢 2086-2087 22 58

泰阜村 南山 みやざわ 宮澤 7603-7613 74 58

喬木村 大島 みやざわぐち 宮沢口 9225-9231

阿南町 和合 みやざわしもだいら 宮沢下平 46～48

大鹿村 大河原 みやざわはたじり 宮沢畑尻 5200－

大鹿村 大河原 みやざわひかげ 宮沢日影 4226～4227

大鹿村 大河原 みやざわひかげ 宮沢日蔭 5232～5234

松川町 生田 みやざわひかげ 宮沢日影 １１８３－１１９０ 48 130

松川町 生田 みやざわひなた 宮沢日向 １１７２－１１８２ 48 130

阿南町 和合 みやざわむかい 宮沢向 75

天龍村 神原 みやざわめやうしいわ 宮沢メヤウシ岩5133 116 299

阿南町 和合 みやざわやまのかみさわ宮沢山神沢 17

阿南町 大下条 みやじ ミヤジ 456，570～574

豊丘村 神稲 みやじ 宮路 ７７６２，７７６４－７７６７ 二－5 32

阿南町 大下条 みやじがいと ミヤジガイト 454～454

阿智村 伍和 みやした 宮下 ４５４７～４５４８

阿智村 伍和 みやした 宮下 ４６５９イ

阿智村 浪合 みやした 宮下 ４４８イ１

阿南町 大下条 みやした 宮下 2390

阿南町 大下条 みやした 宮下 1914～1916，1918～1922

阿南町 大下条 みやした 宮下 2055～2063

阿南町 富草 みやした 宮下 5734～5743，5776～5777

喬木村 小川 みやした 宮下 8026,8122,8160,8162-8163,8186
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豊丘村 河野 みやした 宮下 ５３３８－５３４５，５４１９－５４４９，５４５５－５４５８ 五－4 129

根羽村 小戸名 みやした 宮下 3208～3210ﾛ，3212ｲ

松川町 大島 みやした 宮下 ８９３ 13 16

松川町 生田 みやした 宮下 １０３１－１０３３，１０３６－１０３７，６９２１－６９４９ 52 16

松川町 上片桐 みやした 宮下 ３３２１，３３２８－３４０４ 11 16

泰阜村 打沢 みやした 宮下 1697,2011 22 14

泰阜村 柿野 みやした 宮下 3528-3535,3537-3539 37 14

泰阜村 黒見 みやした 宮下 4495 33,35 14

泰阜村 高町 みやした 宮下 1058,1092 8,19 14

喬木村 大和知 みやしたがいと 宮下垣外 11987-11988

下條村 睦沢 みやしたさいのかみ 宮下才ノ神 ８４４４

喬木村 小川 みやしたじすけづくり 宮下治助作り 6324

大鹿村 鹿塩 みやじま 宮島 3835～3847，3850～3851

大鹿村 鹿塩 みやじま 宮島 4220～4224

泰阜村 南山 みやしまかわら 宮島川原 9001 92 157

松川町 大島 みやぞえ 宮添 ２８４－２９８，３９７－３９８ 14 23

阿南町 富草 みやつるね 宮つる袮 5864，5868～5870

喬木村 小川 みやつるね 宮釣根 5848-5850,5854-5855,5857-5863,5864

泰阜村 南山 みやでぐち 宮出口 7585 74 157

阿南町 大下条 みやのあと 宮後 2549～2550

泰阜村 高町 みやのあと 宮ノ後 1104-1106,1121-1123 7,19 9

阿智村 伍和 みやのいり 宮ノ入 ６４９３～６４９７，６４９９，６５０１～６５１３，６５１５～６５２０

喬木村 富田 みやのいり 宮入 15036-15039 2 12

豊丘村 神稲 みやのいり 宮ノ入
７４７３－７４９８，７５４０－７５４４，１１９６１，１２１５５－１２
１７０

二－7 44

根羽村 小戸名 みやのいり 宮ノ入 3201ｲ～3233ﾛ

根羽村 小川 みやのいり 宮ノ入 3938～3939ｲ

根羽村 取手 みやのいり 宮ノ入 4779～4783，4788

泰阜村 打沢 みやのいり 宮ノ入 2479-2485,2487,2518,2526-2527,2531-2534 25 67

阿智村 伍和 みやのいりいした 宮ノ入井下 ６５１４～

阿智村 伍和 みやのいりだ 宮ノ入田 ６５２１～６５３７

阿智村 伍和 みやのいりとうげ 宮ノ入峠 ６４８９ノ２～６４９２

阿智村 伍和 みやのいりやまぎわ 宮ノ入山際 ６５３８～

阿智村 智里 みやのうえ 宮ノ上 １６４～

阿南町 富草 みやのうえ 宮ノ上 1342～1343

阿南町 大下条 みやのうえ ミヤノ上 2075

阿南町 大下条 みやのうえ ミヤノ上 228～238，270～272

阿南町 富草 みやのうえ 宮ノ上 7998，　8038

大鹿村 大河原 みやのうえ 宮ノ上 2213～2214，2226～2244

喬木村 加加須 みやのうえ 宮ノ上 5484ﾉ1

高森町 出原 みやのうえ 宮ノ上 ３６０－３６６，４４２，４５２－４５３ ７－８ 115

高森町 牛牧 みやのうえ 宮ノ上 １７５９，１７８２－１７８４，２１０１ ５－１２ 115

高森町 山吹 みやのうえ 宮ノ上 6018 １２－８ 115
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天龍村 平岡 みやのうえ 宮ノ上 1714 71 60

豊丘村 河野 みやのうえ 宮ノ上 ６１３０－ 五－4 175

豊丘村 神稲 みやのうえ 宮ノ上 ７５４９－７５５０，２００３－２００６ 二－6 44，88

松川町 生田 みやのうえ 宮の上 ２３９－２５８，２６０，１２１１－１２２１ 48 23

松川町 生田 みやのうえ 宮ノ上 ４２８０－４２８２ 44 23

松川町 大島 みやのうえ 宮ノ上 １０４０ 13 23

松川町 元大島 みやのうえ 宮ノ上
１６６８－１６７０，１６７５－１７０１，１７０５－１７０６，１７９７
－１８０１，４２７２－４２７５

13，28
46

23

松川町 生田 みやのうえふえば 宮ノ上笛場 ４２７９ 44 23

阿南町 大下条 みやのうしろ 宮ノ後 2083～2085

阿南町 富草 みやのうしろ 宮ノ後 6018～6019

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

阿南町 富草 みやのうしろ 宮の（ノ）後 9366～9380，9611

下條村 陽皐 みやのうしろ 宮ノ後 １２３０～１２３３，１２９８

下條村 陽皐 みやのうしろ 宮ノ後

喬木村 大和知 みやのうしろ 宮ノ後 11875-11876

泰阜村 唐笠 みやのうしろ 宮ノ後 4011 14 9

泰阜村 金野 みやのうしろ 宮の後 383-385,563-564 6 9

泰阜村 平島田 みやのうしろ 宮ノ後 3169,3173-3181,3191-3201,3235-3236 38,40 9

泰阜村 南山 みやのうしろ 宮ノ後 7503-7504,8632-8633 74,89 9

阿南町 旦開 みやのうち 宮ノ内 450～455

高森町 牛牧 みやのき ミヤノキ １３９３，１４００－１４０３ ５－１３ 115

高森町 牛牧 みやのきた 宮ノ北 ２０９０－２０９４，２１００ ５－１２ 116

高森町 山吹 みやのきた 宮ノ北 １０３８－１０５２ １０－８ 116

松川町 生田 みやのくぼ 宮ノ久保 ２９３８－２９４１，４４４８－４４５２ 30，44 130

豊丘村 神稲 みやのくろ 宮ノ畔 ７７５，７７８ 二－4 82

阿智村 智里 みやのこし 宮ノ越 ４６１２～４６１７

阿南町 富草 みやのこし 宮ノ腰 734～736，754

阿南町 大下条 みやのこし 宮ノコシ 1009～1010

阿南町 大下条 みやのこし 宮ノ越 1374～1375，1378～1380，1387～1393，1400

阿南町 旦開 みやのこし 宮之腰 2662～2663

阿南町 大下条 みやのこし 宮ノコシ 3046～3055

阿南町 旦開 みやのこし 宮ノ腰 437，440，2464～2470

阿南町 旦開 みやのこし 宮のこし 438～439，441～443

阿南町 富草 みやのこし 宮ノ越 7119～7120

大鹿村 大河原 みやのこし 宮ノ腰 2329，3381，3386－

大鹿村 大河原 みやのこし 宮ノ腰 3130～3136

下條村 陽皐 みやのこし 宮ノ腰 ４５８７，　４５８９

喬木村 大和知 みやのこし 宮ノ越 11822-11925,11885-11887

高森町 山吹 みやのこし 宮ノ腰 ５０５４－５０５８ １１－７ 115

豊丘村 神稲 みやのこし 宮ノ腰 １９７８－１９８０，１９９９－２０００ 二－6 175

根羽村 黒地 みやのこし 宮ノ越 2392～2398？

平谷村 合川 みやのこし 宮コシ ２３２－

平谷村 合川 みやのこし 宮ノコシ ２３１－
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松川町 生田 みやのこし 宮ノ腰 ４４５４－４４５８ 130

泰阜村 打沢 みやのこし 宮ノコシ 2524-2525,2535-2536 25 14

泰阜村 唐笠 みやのこし 宮ノ腰 3999-4008 12,14 14

泰阜村 高町 みやのこし 宮ノ越 1098-1102 8,19 14

泰阜村 怒田 みやのこし 宮のこし 3024-3026 41 14

泰阜村 怒田 みやのこし 宮ノ腰 3032-3034 41 14

泰阜村 万場 みやのこし 宮の腰 3900 34 14

泰阜村 南山 みやのこし 宮ノ腰 7220-7221,7273-7274 72 14

大鹿村 大河原 みやのこしもり 宮ノ越森 2330－

大鹿村 大河原 みやのこしもり 宮ノ越森 2330－

喬木村 加加須 みやのさわ 宮ノ沢 5457-5462ｲ

天龍村 平岡 みやのさわ 宮ノ沢 1241-1243 ４７，４８ 38

豊丘村 河野 みやのさわ 宮ノ沢 １９４６－１９５０，１９８２－１９８４ 二－2 161

阿智村 伍和 みやのした 宮ノ下 ２８３０，２８３７～２９１５，２９２９，３２６１

阿智村 伍和 みやのした 宮ノ下 ６４６６～

阿南町 富草 みやのした 宮ノ下 604～609

阿南町 富草 みやのした 宮ノ下 730～733，７７８～783

阿南町 富草 みやのした 宮ノ下 1602～1605

阿南町 富草 みやのした 宮ノ下 8037

阿南町 大下条 みやのした 宮ノ下 3306，3308～3310

阿南町 富草 みやのした 宮ノ下 4582～4584

大鹿村 大河原 みやのした 宮ノ下 3683～3699

下條村 睦沢 みやのした 宮ノ下 ５１０８

下條村 睦沢 みやのした 宮ノ下 ９９７０

下條村 睦沢 みやのした 宮ノ下 ３８３３～３８３６，３８４４～３８６２，３８６６～３８６８

下條村 睦沢 みやのした 宮ノ下 ８４４８～８４４９

喬木村 富田 みやのした 宮ノ下 12181-12191､12266､13196-13228 32

喬木村 小川 みやのした 宮ノ下 6003-6004,6008,6859

喬木村 氏乗 みやのした 宮下 10140-10141

喬木村 大和知 みやのした 宮ノ下 11976-11980

喬木村 伊久間 みやのした 宮ノ下 16480-16484

高森町 出原 みやのした ミヤノ下 ２０４－２０５ ８－９ 116

高森町 山吹 みやのした 宮ノ下 ２９６２－２９６９ ８－８ 116

天龍村 平岡 みやのした 宮ノ下 144 27 12

豊丘村 神稲 みやのした 宮ノ下
１２６６－１２９２，１２９７－１２９８，３０５－３１６，６００４－
６０１０，６０８５－６０８７，１０２３７，１０２３９－１０２４０，９
８０８，９８１５－９８２２，９９８７－９９８８

二－3 9

泰阜村 左京 みやのした 宮ノ下 5888-5898,5902-5903, 53 14

泰阜村 南山 みやのした 宮ノ下 7614-7624,8487-8488 74,90 14

阿南町 富草 みやのしたかわら 宮ノ下川原 784～786

阿南町 富草 みやのしたみなみ 宮ノ下南 787～792

泰阜村 南山 みやのしま 宮ノ島 8999 92 157

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

泰阜村 左京 みやのそと 宮ノ外 5911-5913,5917 53 105
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喬木村 富田 みやのたいら 宮ノ平 13192-13194,13229-13240,15046 2 36

喬木村 小川 みやのたいら 宮ノ平 6026-6027

泰阜村 南山 みやのたいら 宮ノ平 8356-8357,8359-8360 88 157

阿智村 智里 みやのなか 宮ノ中 １５６～１５９

高森町 山吹 みやのにし 宮ノ西 １０２２－１０３１ ９－８ 116

阿南町 富草 みやのね 宮の袮 5744

下條村 睦沢 みやのはら 宮ノ原 ３８４０～３８４３，３８８５，３８９７

下條村 睦沢 みやのはら 宮ノ原 ８００２，８２４０～８３１１

高森町 吉田 みやのはら 宮ノ原 １４５５－１４９４，１５０１－１５２５ ８－１１ 116

根羽村 小戸名 みやのひがし 宮ノ東 3216

下條村 睦沢 みやのほら 宮ノ洞 ３８９４～３８９６

豊丘村 神稲 みやのほら 宮ノ洞 ５９３４－５９３９

平谷村 ムク沢 みやのまい 宮ノ前 ２３６－２５２，３２０，３３０－３３６，３４５

阿智村 駒場 みやのまえ 宮ノ前 ４３７～４３８，４５６，４５９～４６２

阿智村 清内路 みやのまえ 宮ノ前 １０２～１２８，２３１１～２４７９

阿智村 智里 みやのまえ 宮ノ前 １３７～１３９，１４３，１７１

阿智村 智里 みやのまえ 宮ノ前
４５５１～４５５５，４６１８～４６２７，４６３４，４６３７～４６３
９，４６４９

阿智村 浪合 みやのまえ 宮ノ前 ４４８ロ～４６１

阿南町 富草 みやのまえ 宮ノ前 2631～2636

阿南町 和合 みやのまえ 宮ノ（の）前 1276～1278

阿南町 大下条 みやのまえ 宮ノ前 2199～2202

阿南町 大下条 みやのまえ 宮ノ前 2378，2728～2789

阿南町 旦開 みやのまえ 宮ノ前 424～430

阿南町 富草 みやのまえ 宮ノ前 4585～4587

阿南町 富草 みやのまえ 宮の前 5069，5076～5080

阿南町 富草 みやのまえ 宮ノ前 6898～6899，6903～6906，7111～7118

阿南町 大下条 みやのまえ ミヤノ前 786～787

下條村 睦沢 みやのまえ 宮ノ前 １０１２９

下條村 陽皐 みやのまえ 宮ノ前 ４０３９～４０４３，４０４６

下條村 陽皐 みやのまえ 宮ノ前 ６２３９イ，６２４０～６２４３

喬木村 阿島 みやのまえ 宮ノ前 5155-5186

喬木村 小川 みやのまえ 宮ノ前 5820-5832,5835，6007

喬木村 小川 みやのまえ 宮ノ前 8037-8042,8189

喬木村 氏乗 みやのまえ 宮ノ前 10200-10206

喬木村 大和知 みやのまえ 宮ノ前 11880

喬木村 伊久間 みやのまえ 宮ノ前 16461-16463

高森町 出原 みやのまえ 宮ノ前 ２１４－２１６ ８－９ 116

高森町 牛牧 みやのまえ 宮ノ前 ２１０５－２１０６，２１３１－２１３４ ５－１２ 116

高森町 山吹 みやのまえ 宮ノ前
１０５３－１０６７，2553－2557，2560－2564，2910－2913，
2930－2941，3740－3744，6011－6013，6020－6022

７－７ 116

豊丘村 神稲 みやのまえ 宮ノ前
１０８０－１０９１，３７４９－３７５１，３７５３－３７７４，４７７４
－４７７５，１０６９７－１０７００，１０７０９－１０７１１，１０７１
４－１０７１５

二－3 9，18

根羽村 黒地 みやのまえ 宮ノ前 2355～2395，2397
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根羽村 小戸名 みやのまえ 宮ノ前 3203ﾆ～3220

根羽村 小川 みやのまえ 宮ノ前 3903～3909

松川町 生田 みやのまえ 宮の前 ２５９，２６６－２６７，２７０－２７１，２７４，４３３－４３８ 39 15

松川町 元大島 みやのまえ 宮ノ前
１９９３－１９９８，２０００－２００１，２００３－２００４，２０２５
－２０２６，２０４７，２０６２－２０６９，２５８３－２５８６

28，37　 15

松川町 上片桐 みやのまえ 宮ノ前 ３２８３－３３１９，３３２３，３６５７－３６５９ 11 15

松川町 元大島 みやのまえ 宮ノ前 ４４２４－４４２６，４４２９ 28 15

泰阜村 打沢 みやのまえ 宮の前 2012-2014,2016-2019,2030-2031,2033-2034 22 9

泰阜村 金野 みやのまえ 宮の前 189-199,229,234-235,238ﾛ,366-371 6 9

泰阜村 平島田 みやのまえ 宮ノ前 3205-3208 39,40 9

泰阜村 平野 みやのまえ 宮ノ前 4597-4599 35 9

泰阜村 南山 みやのまえ 宮（ノ）前
6522-6526,6529,6531,6701,6707-6708,6732,6781,6827，
6889,6948-6950

72 9

泰阜村 南山 みやのまえ 宮ノ前 6828,7625-7626,7658-7660,8376,8627-8628 88 9

阿南町 富草 みやのまわり 宮ノ廻リ 1578～1580

豊丘村 神稲 みやのみち 宮道 ７７６２，７７６４－７７６７

阿智村 伍和 みやのみなみ 宮ノ南 ６４７６～６４７７

喬木村 加加須 みやのむかい 宮ﾉ向 5468,5481-5482

阿南町 富草 みやのもと 宮の本 5266～5268

天龍村 平岡 みやのもと 宮ノ本 117-121 27 11

泰阜村 左京 みやのもと 宮ノ元 5914-5915 53 105

泰阜村 左京 みやのもと 宮ノ本 5661,5707-5713 53 105

泰阜村 平島田 みやのもと 宮ノ本 3203-3204 39,40 105

下條村 陽皐 みやのもり 宮ノ森 ４１００，４１０６～４１０７

喬木村 加加須 みやのもり 宮ノ森 5791ﾛ

泰阜村 南山 みやのやま 宮ノ山 9056-9062,9064 12,13,73 157

阿智村 春日 みやのわき 宮ノ脇 １７６～１７８，３２７

阿智村 駒場 みやのわき 宮ノ脇 １３９～１５１，１５７～２５３，２２６～２３１，２０７３～２０７８

阿智村 智里 みやのわき 宮ノ脇 ２３０２ロ

阿南町 富草 みやのわき 宮ﾉ脇 ２８１４，2817～2818

阿南町 旦開 みやのわき 宮ノ脇 444～448，521～542

阿南町 旦開 みやのわき 宮ノ王き 517～520

喬木村 富田 みやのわき 宮ノ脇 14802-14810 4 32

喬木村 加加須 みやのわき 宮ノ脇 5475,5484ﾉ2-5485,5486ﾆ

喬木村 小川 みやのわき 宮ﾉ脇 8324,8341-8342,8344-8347

喬木村 氏乗 みやのわき 宮ノ脇 10142-10145

高森町 大島山 みやのわき 宮ノ脇 ５３１－５３７，１０７４－１０８１ ６－１１ 116

高森町 山吹 みやのわき 宮ノワキ ２５５８，２５６８－２５７０，６０１４，６０１７，６０３２－６０３３ ７－７ 116

高森町 山吹 みやのわき 宮ノ脇 ２９２６－２９２９ ８－８ 116

豊丘村 神稲 みやのわき 宮ノ脇
１０５０－１０７１，３８１４－３８２５，４７７４，４８０８－４８１
２，５６０３－５６０４

二－4 18

松川町 上片桐 みやのわき 宮の脇 ２６１－２６６ 22 36

松川町 元大島 みやのわき 宮ノ脇
４６６１，４７２０，１９８７－１９９０，２０５６，２０７０－２０７
１，２０７４－２０８０，２０８３

28，38 36

大鹿村 鹿塩 みやばやし 宮林 1193～1196，1199～1200

大鹿村 鹿塩 みやばやし 宮林 1201，1263－
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下條村 睦沢 みやばり 宮張 ６７５１，　６７５８

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

豊丘村 神稲 みやひがし 宮東 １００２２－ 五－3 107

天龍村 平岡 みやふじ みやふじ 2071 96 ，110 47

天龍村 平岡 みやふじ みやふじ 1930 96 75

豊丘村 神稲 みやま 深山
７９１９－７９２４，７９３２－７９３８，７９４３－７９７９，７９８２
－８０００，３７３２－３７３７

二－5 19

阿智村 伍和 みやまえ 宮前 ３１９６～３２２７

天龍村 神原 みやまえ 宮前 5121 131 298

平谷村 ムク沢 みやまえ 宮前 ３３７－

松川町 大島 みやまえ 宮前 ７７１ 13 15

大鹿村 鹿塩 みやましゃけいだい 三山社境内 2514－

高森町 吉田 みやまだ 深山田 ２５１５－２５１８，２５５９－２５６５，２５６９－２６２１ ７－１０ 116

高森町 吉田 みやまだ ミヤマダ ２６５５－２６９８ ７－１０ 116

豊丘村 河野 みやまだ 深山田 １７８１－１７９８ 二－3 8

松川町 元大島 みやまだ 宮間田 １１４６－１１４７ 37 36

豊丘村 神稲 みやまだいら 深山平 ７９３９－７９４２ 二－5 20

高森町 吉田 みやまだなかやま 深山田中山 2514 ８－１０ 116

天龍村 神原 みやまづくり 深山作リ 5888-5900 79 316

豊丘村 神稲 みやみち 宮道 ７７６２，７７６４－７７６７

阿智村 春日 みややま 宮山 １７９～１８０

高森町 山吹 みややま 宮山 3054 ８－７ 117

豊丘村 神稲 みややま 宮山 ３８０６－３８１３ 二－5 18

阿南町 大下条 みやわき 宮脇 2068～2069，2072，2076～2079

下條村 睦沢 みやわき 宮脇 ６７８０ノ２

松川町 上片桐 みやわき 宮脇 ４７２３－４７２５ 22 36

阿南町 和合 みやんたいら 宮ノ平 45，　49

下條村 睦沢 みょうがしま ミョウガ嶋 ９９９１～９９９３

天龍村 神原 みょうがじま 明ｹ島 623 68 168

阿南町 富草 みょうがば ミやうが場 863～866

阿南町 和合 みょうがはた みよが畑 1556～1567

下條村 陽皐 みょうがばやし 茗荷林
１２１９～１２２１，１２３７～１２３８，１２４１～１２４４，１２４６
～１２４７，１２５６

阿南町 和合 みょうじ みやうじ 704

天龍村 平岡 みようじ ミヨウジ 236 ３９，５１ 20

阿南町 和合 みょうじ？ 苗し 704，706，　709

阿南町 和合 みょうじ？ 苗じ 705，707～708

下條村 睦沢 みょうじんしゃ 明神社

阿南町 和合 みょうじんね 明神根 982

根羽村 黒地 みょうじんのうえ 明神ノ上 2554～2555ﾆ

根羽村 黒地 みょうじんのこし 明神ノコシ 2586

根羽村 黒地 みょうじんのまえ 明神ノ前 2555ﾊ～2575，2577

根羽村 向黒地 みょうじんのまえ 明神ノマ江 2587ｲ

松川町 上片桐 みょうじんばやし 明神林 ３５７ノ２１、４３６ノ１－７，４３７ 4 131
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下條村 睦沢 みょうじんばら 明神原 ２４２０，　２４２３

喬木村 氏乗 みょうじんぼら 明神洞 11106-11126

豊丘村 神稲 みょうじんまえ 明神前 ９０５６，９０６５

阿智村 春日 みょうじんやま 明神山 ２２２６～２２２９

高森町 牛牧 みょうせい ミヤウセイ ６９３－６９７，７００－７０５，１３５４ ５－１３ 8

泰阜村 南山 みょうぜん 妙善 7477 72,74 157

泰阜村 南山 みょうど 明戸 8346 88 117

喬木村 富田 みようといし ミヨト石 14533-14534 4 32

阿南町 富草 みょうといわ め男岩 2738

阿南町 大下条 みょうといわ ミヨト岩 243～245

阿南町 富草 みょうとう 明燈 1139～1143

泰阜村 南山 みょうどう 妙堂 8347 88 157

喬木村 小川 みょうとがばば ミヤトガババ 8308

喬木村 小川 みょうとがばば 女夫ｹ馬場 8309-8310,8312-8314

泰阜村 南山 みょうどぐち 明戸口 6687-6688 72 117

泰阜村 平島田 みょうとなまれ ミヨウトナマレ 3161,3170-3172 40 114

阿南町 富草 みょうとやま 明戸山 630

高森町 出原 みょうほう 明法 ２１７－２１８，２２２，４３８ ８－９ 117

高森町 出原 みょうほうはた 明法ハタ ２２９－２３０ ９－１０ 117

高森町 出原 みょうほうはら 明法原 ４３６－４３７ ８－９ 117

阿南町 和合 みよじ みよじ 1393～1395

下條村 睦沢 みよしや 三𠮷屋 ６６９８

阿南町 大下条 みよそくぼ ミヨソクボ 1166～1177

松川町 大島 みろく 弥勒 １０５２ 18 26

松川町 大島 みろくまえ 弥勒前 １０５１ 18 26

松川町 元大島 みろくみなみ 弥勒南 １０４６－１０５０ノ３，１０５０ノ５－，１０５３－１０５６ 18 26

天龍村 神原 むｊこうばやし 向林 47

高森町 牛牧 むえんどう ムエンドウ ２５２４－２５２７ ６－１２ 117

阿智村 伍和 むかい 向井 ２４３６～２４４５

阿智村 清内路 むかい 向 １２６９～１２８５

阿智村 清内路 むかい 向 ２０７５～２０８４

阿智村 智里 むかい ムカイ ３７３９～

阿智村 智里 むかい 向イ ４７５６～４７５７，４７８９

阿南町 和合 むかい ムカイ 2666

阿南町 和合 むかい 向 1273～1275

阿南町 和合 むかい むかい 2659～2665，2667～2671，2675，2677～2685

大鹿村 鹿塩 むかい 向 2576～2589，2591～2629

大鹿村 鹿塩 むかい 向 3849－

大鹿村 鹿塩 むかい 向 931～932

豊丘村 河野 むかい 向井 ７５３３－７５４６ 五－7 175

豊丘村 神稲 むかい 向 １０７０１，１１５６４－１１５７４ 五－2 48

根羽村 新井 むかい 向 673～674

喬木村 大和知 むかいかいと 向開土 11888
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喬木村 小川 むかいがいと 向垣外 7709-7719

泰阜村 打沢 むかいがいと 向垣外 2074,2078,2088-2093,2096-2099,2101-2103 22 57

泰阜村 南山 むかいがみ 向神 8634 90 157

松川町 元大島 むかいかわら 向川（河）原 ５０３－５５９ 55 131

根羽村 向黒地 むかいくろじ 向黒地 2628～2630，2779

阿南町 和合 むかいさわ 向沢 1028，1031，1045～1047

平谷村 合川 むかいざわ 向沢 １９８，７６１－８１４，８２０－８３０

松川町 上片桐 むかいざわ 向澤 3781 15 131

天龍村 神原 むかいしま 向島 5226-5243 105 303

天龍村 神原 むかいしま 向島 6221-6224，6346-6349 80 312

天龍村 神原 むかいじま 向島 5775-5778 105 312

喬木村 富田 むかいしんでん 向新田 12211 1 32

阿智村 春日 むかいだ 向田 １９９７～１９９８，２００５～２０２２

阿智村 春日 むかいだ 向田
２３６５～２３６８，２４３５～２４４１，２４４９～２４５５，２７６１
～２７６３，２７９４～２７９７

阿智村 伍和 むかいだ 向田 ２０５７～２０６２

阿智村 伍和 むかいだ 向田 ６６４７～６６８４，６６８６～６６９８

阿南町 富草 むかいだ 向田 1480～1481，1503～1519

阿南町 和合 むかいだ むかい田 2643

下條村 睦沢 むかいだ 向田 ８６９４

下條村 睦沢 むかいだ 向田
８８０６～８８０９，８８２１，８８２４，８８４２，８８４４，８８６８，
８８７９～８８８１

喬木村 大和知 むかいだ 向田 11946-11951

天龍村 平岡 むかいだ 向田 639

泰阜村 打沢 むかいだ 向田 2469-2473,2475,2672-2673,2677-2678 22，41 57

泰阜村 柿野 むかいだ 向田 3624-3626 37 57

泰阜村 南山 むかいだ 向田 6211,6253,6261,7997 70,89 57

泰阜村 打沢 むかいだみちうえ 向田道上 2676 41 57

阿南町 富草 むかいだみちした 向田道下 1520～1524

喬木村 小川 むかいて 向手 7790

阿智村 伍和 むかいで 向井手 ３３２４～３３４４，３６８５～３６８８

喬木村 加加須 むかいで 向出 5791ﾉ1-5721ﾉ2

松川町 生田 むかいで 向手 ５０６－５０７，６４１－６６０ 39 131

泰阜村 左京 むかいで 向手 6027-6030,6036-6038 53 105

阿南町 富草 むかいと むかいと 9592

松川町 生田 むかいど 向渡 ２１３７－２１６８，８８２０ 30 131

喬木村 大和知 むかいなぎ 向なぎ 12101

天龍村 神原 むかいのうしろ 向ﾉ後 2013-2017 168 220

天龍村 神原 むかいのうしろ 向ノ後 2210 168 225

根羽村 新井 ムカイノクチ 向ノ口 803ロ～805

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

阿智村 智里 むかいばた 向畑 ４０，７０～７１

高森町 牛牧 むかいばた ムカイ畑 １００２－１００３ ４－１２ 117

高森町 牛牧 むかいばた 向イ畑 １００５，１００７ハ，１０１５ ４－１３ 117
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泰阜村 唐笠 むかいばた 向畑 3993 14 24

阿智村 智里 むかいはただ 向畑田 ７２～

大鹿村 鹿塩 むかいばやし 向林 620～625，725～726，1213～1215，1217～1219

天龍村 平岡 むかいばやし 向林 2075 110 48

天龍村 平岡 むかいばやし 向林 2383 154 98

天龍村 平岡 むかいばやし 向林 848　,877 13 ,22 48

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

売木村 長下 むかいはら 向原 １９２～２０５イ

高森町 出原 むかいはら ムカイハラ １－７ ７－１０ 117

阿智村 伍和 むかいばら 向原 ８９４～８９７，９０２ノ１～９０５

松川町 生田 むかいばら 向原
３７７１－3780，3782－３７９６，４３４８－４３７０，４３７８－４
３８２

15 131

平谷村 ムク沢 むかいまち 向町
５４５，９５３－９５６，９５８－９５９，９６１，９６３，９６５，９６
８，９７０－９７２，９７６，９７８，９８１，９８３，９８５－９８６

豊丘村 神稲 むかいやしき 向屋敷 ７２７４－７２８０，７２８３－７２８６ 二－7 40

阿智村 春日 むかいやま 向山 ２９４０～２９４２，２９９６～３０００

阿智村 智里 むかいやま 向山 ５０９０～５１４７

阿南町 旦開 むかいやま 向山
3230～3232，3234，3236～3254，3261～3279，3282，3290
～3297，3320～3368，3370～3371，3373～3377，3718

阿南町 大下条 むかいやま 向山 3851～3854，3908～3909

阿南町 富草 むかいやま 向山 7690～7692

阿南町 富草 むかいやま 向山 8295～8296

大鹿村 鹿塩 むかいやま 向山 2430－1，2430－73，2458

大鹿村 鹿塩 むかいやま 向山 2430－1，2430－73，2458

豊丘村 神稲 むかいやま 向山 ６７０８－６７０９ 二－6 92

根羽村 萸野 むかいやま 向山 3147～3174

根羽村 小戸名 むかいやま 向山 3210ﾛ

根羽村 小戸名 むかいやま 向山 3322

根羽村 日向 むかいやま 向山 5521～5529，5611

根羽村 平 むかいやま 向山 5710

大鹿村 鹿塩 むかいやました 向山下 2432－

大鹿村 鹿塩 むかいやました 向山下 2432－

根羽村 日向 むかいやまたわ 向山タワ 5517～5518

根羽村 小川 むかいやまのこし 向山ノ越 4187～4192

大鹿村 大河原 むかいやまはしば 向山橋場 5053－

阿智村 智里 むかえ ムカヱ ３５４６，３５４９～３５５０，３５７９～３５８０，３７２４

下條村 睦沢 むかがいと 向垣外
１４００，１４５９～１４６３，１４６７～１４８３，１４９１～１４９
３，１５３６～１５９１，１７１８

下條村 睦沢 むかがいとかわばた 向垣外川端 １４６４～１４６６

阿南町 旦開 むかがただ 向方田 975～981

大鹿村 鹿塩 むぎしろ 麦代 4179－

阿南町 富草 むぎた ムギ田 8343

阿南町 大下条 むぎた 麦田 2488～2489

下條村 陽皐 むぎた 麦田 ２８４～２８５

下條村 睦沢 むぎた 麦田 ３０６７～３０６８
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喬木村 富田 むぎた 麦田 13544-13557 1 32

泰阜村 南山 むぎた 麥田 8358 88 158

喬木村 伊久間 むぎたじり 麦田尻 1.53911539315395E+24　（長田尻？）

喬木村 加加須 むきのた ムキノ田 5436-5437

阿南町 大下条 むぎばた 麦畑 2487

天龍村 神原 むきょう ムキヤウ 6188-6189 68 ,80 17

天龍村 平岡 むぎょうざか ムギヨウ坂 212 27 17

天龍村 神原 むぎようばやし
ムギヤウ林
（天竜川向ﾉ
内）

1024 70 17

天龍村 神原 むぎょうみちうえ
ムギャウ道
上

1043 70 17

天龍村 神原 むぎょうみちした
ムギャウ道
下

1044 70 17

平谷村 ムク沢 むくさわ ムク沢

平谷村 ムク沢 むくさわやま ムク沢山 ７３７－

天龍村 神原 むくのき ムクノ木 795 94 177

豊丘村 河野 むくばた ムクバタ ５２５９－５２７１ 五－5 129

豊丘村 河野 むくばた ムク畑 ５２７６－５２７７

阿南町 大下条 むくり ムクリ 1764～1768，1809～1820，1822～1837

阿南町 大下条 むくり ムクリ 2136～2137,2143～2146,2159～2160,2163

阿南町 富草 むくり むくり 6876～6880

阿南町 富草 むくり ムクリ 6929～6932

阿南町 富草 むくり ムクリ 7687～7689，7706～7707

下條村 睦沢 むくり 無栗
１２４５，１２５６，１２７１～１２７８，１２８５，１２９１～１３０
１，１３０４～１３０９，１３１２～１３１４，１３１７

下條村 睦沢 むくり ムクリ ７４００～７４０３

高森町 牛牧 むくり ムクリ ８９５，８９８－９０４ ４－１３ 39

高森町 山吹 むくり ムクリ ５４０９－５４１１，５４１３－５４１７ 39

豊丘村 河野 むくり ムクリ ５０７３－５０８０，５０８１，５０８３ 五－4 127

松川町 生田 むくり むくり 3975-4025 44，53 131

松川町 元大島 むくり ムクリ ３５３８－３５４３ 37 131

泰阜村 唐笠 むくり ムクリ 3978-3979 30 24

阿智村 清内路 むくりがくぼ ムクリガ久保 ５０～５３

松川町 生田 むくりくぼ ムクリ久保 １９４０－１９４１，５７９７－５８０３ 49，50 131

松川町 生田 むくりくぼみちした
ムクリ久保道
下

３５０７－３５０９ 44 131

高森町 牛牧 むくりばた ムクリ畑 １００７，１１０７－１１０８ ４－１２ 40

泰阜村 金野 むくろうじ むくろうし 462 1,2 1

天龍村 神原 むくろじ ムクロジ 6196，6201，6203-6204 80 41

天龍村 平岡 むくろじ ムクロジ 1894-1895 96 41

天龍村 平岡 むくろじ ムクロジ 1471-1472,1475-1476 73 41

泰阜村 南山 むくろじ ムクロジ 8448-8453 88,90 1

泰阜村 南山 むくろじがいと 槵垣外 7082,7085,7104-7106,7108,7119 72,73 2

泰阜村 南山 むくろじくぼ ムクロジ久保 7302 73,76 2

天龍村 平岡 むくろじぼら
ムクロシ洞
（西山ﾉ内）

68-73 46 ,47 41
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天龍村 神原 むくろしま
ムクロシマ
（大久名平ノ
内）

406 58 159

天龍村 神原 むくろしま
ムクロシマ
（天竜川向ﾉ
内）

1007 58 159

天龍村 神原 むくろしゅ ムクロシユ 1454 124 203

高森町 大島山 むこいざか 向坂 １５６－１５７，７８５ ６－９ 118

高森町 出原 むこいはら 向原 ５０９－５１１ ７－１０ 117

阿南町 富草 むこう 向 928

阿南町 富草 むこう 向 1111

阿南町 大下条 むこう 向 1269

阿南町 富草 むこう 向 8768

阿南町 大下条 むこう 向 1685，　1718

阿南町 大下条 むこう ムカウ 284，438～440，1286，1506～1508

阿南町 大下条 むこう 向 552～553

阿南町 富草 むこう 向 9142～9148

下條村 睦沢 むこう 向 １８４８

泰阜村 怒田 むこう ムカウ 2891 38 111

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

下條村 睦沢 むこううえ 向上 ２３２１

阿南町 富草 むこうおおさわ 向大澤 570～578

泰阜村 高町 むこうおり 向をり 893-894 15 31

泰阜村 高町 むこうおり 向おり 824-827 15 31

下條村 睦沢 むこうがいと 向垣外 １８２７

泰阜村 南山 むこうがいと 向垣外 6457-6461,6463-6464,6749 72 158

阿南町 大下条 むこうかわらだ 向川原田 2207

天龍村 神原 むこうぎれ 向切 4035 105 274

阿南町 富草 むこうくもて 向蜘手 6685～6687

阿南町 富草 むこうごひゃくめ 向五百目 1036～1040

天龍村 神原 むこうざか 向坂 3555-3559,3561,3564-3565 106 264

阿南町 富草 むこうさば？ 向さば？ 1849～1851

泰阜村 唐笠 むこうさらだ 向皿田 4066 14 89

天龍村 神原 むこうさわ 向沢 4760-4762 131 178

天龍村 神原 むこうざわ 向沢 807-810,812 94 178

天龍村 神原 むこうざわ 向沢 4483，4497-4498，4500-4502 147 178

天龍村 神原 むこうざわ 向沢 6194-6195,6205-6206 80 178

平谷村 ムク沢 むこうざわ 向沢

天龍村 神原 むこうさわのど 向沢ノ渡 818 81 178

売木村 旭 むこうしま 向嶌 １２６１～１２７６

下條村 陽皐 むこうじま 向島 ６６４０～６６４９，６６５３～６６６３

天龍村 神原 むこうじま 向島 3357-3363,3428-3432,3434-3441 80 253

阿南町 富草 むこうしんでん 向新田 313～324

阿智村 智里 むこうだ 向田 ７７～８０

阿南町 大下条 むこうだ 向田 1082，1085～1086，1088～1091
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阿南町 大下条 むこうだ 向田 1605～1606，1626～1642，1655～1658，1660～1661

阿南町 大下条 むこうだ 向田 1685，1704，1805～1806

阿南町 大下条 むこうだ 向田 1990～1814，1858～1863

阿南町 大下条 むこうだ 向田 3691～3693，3910，3914

下條村 陽皐 むこうだ 向田 ６２４４

下條村 陽皐 むこうだ 向田 ２８４２～２８４４

下條村 陽皐 むこうだ 向田 ９６６ロ，９７１～９７３，９７６～９７８

喬木村 富田 むこうだ 向田 12174-12180 1 32

天龍村 神原 むこうだ 向田 2019-2028 168 125

天龍村 神原 むこうだ 向田 625 68 125

天龍村 神原 むこうだ 向田 4770-4774，4781，4786 132 125

阿南町 大下条 むこうだうえのきり 向田上ﾉ切 1787～1789

天龍村 神原 むこうたぐち 向田口 4493 131 ,147 285

天龍村 神原 むこうだぐち 向田口 4785 132 292

阿南町 大下条 むこうだした 向田下 1775，1777～1778

阿南町 大下条 むこうだしたのきり 向田下ﾉ切 1779～1786

喬木村 大和知 むこうだに 向谷 12111-12120

阿南町 大下条 むこうだみちうえ 向田道上 1650～1654

阿南町 大下条 むこうだよこ 向田ヨコ 1702

阿南町 大下条 むこうとうげ ムカウ峠 1273～1274

阿南町 富草 むこうとのがいと 向殿垣外 6765～6766

天龍村 神原 むこうながお 向長尾 3447 93 257

阿南町 富草 むこうはた 向畑 3011～3020

下條村 陽皐 むこうはた 向畑 ３０４７～３０５１

天龍村 神原 むこうはた 向畑 3683，3689，3897，3902-3903 106 268

天龍村 神原 むこうはた 向畑 4783-4784 132 268

阿智村 駒場 むこうばた 向畑 ６４７～６４８

阿智村 駒場 むこうばた 向畑 ７７６～

阿南町 富草 むこうばた 向畑 2264

阿南町 大下条 むこうばた 向畑 3698

阿南町 富草 むこうばた 向畑 8767

阿南町 大下条 むこうばた 向畑 1719～1721，1872

阿南町 大下条 むこうばた 向畑 515～516，562，564～568

下條村 陽皐 むこうばた 向畑 ６１８６，　６２２４

天龍村 神原 むこうばた 向畑 566 69 166

天龍村 神原 むこうばた 向畑 1190　，1376

天龍村 神原 むこうばたみちうえ 向畑道上 898-899 82 182

阿南町 富草 むこうばやし 向林 1775～1778

阿南町 大下条 むこうばやし 向林 225

阿南町 大下条 むこうばやし 向林 1264～1265

阿南町 大下条 むこうばやし 向林 1705，　1707

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

阿南町 大下条 むこうばやし 向林 435～438,520ｲ,534～536,712～423,756,758～760
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大鹿村 鹿塩 むこうばやし 向林 2484～2485

大鹿村 鹿塩 むこうばやし 向林 2484～2485

下條村 睦沢 むこうばやし 向林 １４４２

下條村 睦沢 むこうばやし 向林 ２３２０

下條村 睦沢 むこうばやし 向林 ５５０１～５５１３

天龍村 神原 むこうばやし 向林 2018 168 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 96

天龍村 神原 むこうばやし
向林（中組平
内）

763 95 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 888 81 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 1069 82 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 1166-1169，1247，1395 82 ,124 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 3587　,3594,3602,3640 106 48

天龍村 神原 むこうばやし 向林 5474 90 48

天龍村 神原 むこうばやしみちした 向林道下 1170　，1394 82 ,124 193

高森町 山吹 むこうはら 向原 ３８４－４１３ ９－９ 117

高森町 山吹 むこうはら 向原 ４３７－４８７ ９－９ 117

高森町 山吹 むこうはら 向原 ４９５－４９７，５５２－５７４ ９－９ 117

松川町 上片桐 むこうばら 向原 ４３８５－４３８６ 15 20

喬木村 小川 むこうびら 向平 8317-8319

阿南町 大下条 むこうひら？ 向平 2151～2152

下條村 睦沢 むこうまえだ 向前田 ７４２８

下條村 睦沢 むこうまえだ 向前田 ６７６９～６７７０

阿智村 伍和 むこうまた 向又 ７４０６～７４１５

豊丘村 河野 むこうまと 向的 １１５１１－１１５３１，１１５４１－１１５６３ 五－2 49

豊丘村 神稲 むこうまとうたろ 向マトウタロ １１５３２－１１５４０

天龍村 神原 むこうやしゃごうり 向ヤシャゴフリ5927 66 318

阿智村 春日 むこうやま 向山 ３４８～３５５

阿南町 富草 むこうやま 向山 5907

阿南町 大下条 むこうやま 向山 1405，1425，1461～1465，1467，1712，2277～2301

阿南町 大下条 むこうやま 向山 2316，2318～2331，2354～2355

阿南町 大下条 むこうやま 向山 3659～3660

阿南町 大下条 むこうやま 向山 728～729，732

下條村 陽皐 むこうやま 向山 ６１４８～６１５７

下條村 陽皐 むこうやま 向山 ６１８７～６１８８

天龍村 神原 むこうやま 向山 6 13 135

天龍村 神原 むこうやま 向山 647 ,659 81 135

天龍村 神原 むこうやま
向山（中組平
内）

762 94 135

天龍村 神原 むこうやま 向山 4018 105 135

天龍村 神原 むこうやま 向山 4491 147 135

天龍村 神原 むこうやま 向山 6302 79 135

松川町 上片桐 むこうやま 向山 ２７７０－２７８０ 11 15

阿南町 大下条 むこうやましみず 向山清水 2302
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阿南町 大下条 むこうやまみちした 向山道下 2252～2257

泰阜村 明島 むささび ムササビ 5054-5055 39 79

阿南町 富草 むし（く）り むし（く）り？ 7227

天龍村 平岡 むしがわ ムシ川 2362 153 ,168 95

天龍村 神原 むしかわど 虫川渡 1936 168 216

天龍村 神原 むしかわばた 虫川端 1720-1721 167 211

泰阜村 明島 むじな ムシナ 5320,5328,5344 50 79

天龍村 神原 むじなあな ムジナ穴 5211 117 301

天龍村 神原 むじなあな ムジナアナ 5876 53 ,65 301

天龍村 神原 むじなあな ムジナ穴 6061　，6085 31 ,53 ,65 301

豊丘村 神稲 むじなあなやま むじな穴山 ５１２８－５１２９ 五－2 49

阿南町 大下条 むじないわ ムジナ岩 2849～2854

豊丘村 神稲 むじながいと むじな垣外 ３４４３－３４４６ 二－5 13

泰阜村 高町 むじながほら むしなが洞 926-927 17,18 36

泰阜村 万場 むじながほら むじなｹ洞 3837-3846 34 36

阿智村 伍和 むじなくぼ 狸窪 ６８７９～６８８１

阿南町 大下条 むじなくぼ ムシナクボ 1766

阿南町 富草 むじなくぼ むじな久保 7559～7561

阿南町 富草 むじなくぼ ムジナクボ 7916，7937～7940

阿南町 富草 むじなくぼ 狢久保 7941～7942

阿南町 富草 むじなくぼ むじな窪 8014～8020

天龍村 神原 むじなくぼ
ムシナ久保
（郷戸ヒラノ
内）

172 44 141

天龍村 神原 むじなくぼ ムシナ久保 261 44 141

松川町 上片桐 むじなざか 狢坂 ４８９６－４９４１ 16，21 132

大鹿村 鹿塩 むじなづか 狸塚 933～935

大鹿村 鹿塩 むじなづか 狸塚 933～935

高森町 吉田 むじなづか ムジナヅカ １１００－１１１４ ８－１１ 118

阿智村 伍和 むしなつるね ムシナツルネ １０７～

豊丘村 河野 むじなばやし 狢林 ４１３１－４１３７，４３７３－４３７６ 五－4 145

豊丘村 河野 むじなばやしいうえ 狢林井上 ４３８９－ 五－4 146

泰阜村 南山 むじなひなた 狢日向 8600-8602 103 158

高森町 山吹 むじなぼら ムジナ洞 ２８０１－２８１１ ８－８ 118

阿智村 駒場 むじょうど 無常土
５７１～５７５，６７４６７５，６７７，６７９～６８０，６８２，６８４
～６９６，７２５～７２７

下條村 陽皐 むじょうど 無浄土？ ６９０９～６９５６，７３２２

阿智村 伍和 むじょうどう 無常堂 １９６４～１９６５

阿南町 富草 むじょうどう 無常堂 228～236

松川町 生田 むせがくぼ ムセカ久保 ３１２０－３１２３ 32 132

泰阜村 金野 むぞり むそり 619-623 7 13

天龍村 神原 むつがどころ 六ｹ所 5201,5206　,5213 117 301

豊丘村 河野 むつきじんでん 六月神田 ６９５０－ 二－5 36

豊丘村 河野 むつきだ 六月田 ６９４９－ 二－5 35

天龍村 平岡 むつくら ムツクラ 73 28 7
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喬木村 小川 むつくり むつくり 6082-6083

天龍村 神原 むつじぞう 六ツ地蔵 4310-4311，4332，4343 119 ,148 281

阿南町 富草 むつだ 六ツ田 8622～8623

下條村 睦沢 むつだ 六ツ田 ６５２６～６５２９

高森町 牛牧 むつだ 六ツ田 ８７９－８８２ ４－１３ 118

豊丘村 河野 むつつじ 六ツ辻 ６４５１－６４５３ 五－4 138

天龍村 平岡 むつところ ムツトコロ 2085-2086 111 50

松川町 元大島 むで むで？ ２０２７－２０３４ 28 50

阿南町 和合 むなしろ むなしろ 1189

阿南町 和合 むなじろ むなじろ 1192～1193，1196～1198

阿南町 大下条 むにゅう ムニウ 1229～1236，1238～1239

阿南町 大下条 むにょう ムニヤウ 672～679，702，705～709

根羽村 一之瀬 むねがくぼ 棟ヶ久保 4910～4911

松川町 元大島 むねながはた 宗永畑 ９８６ 46 132

根羽村 萸野 むねばた ムネバタ 3016

平谷村 ムク沢 むまひつじ 午未 ５０２－

阿南町 大下条 むめがくぼ むめヶ久保 1354～1358，1365～1369，1371

阿南町 和合 むら（はやし）まつ 村（林）松？ 1756

阿南町 大下条 むらかみ 村上 1027

大鹿村 鹿塩 むらき 村木 996～1032，1114

大鹿村 鹿塩 むらき 村木 996～1032，1114

阿南町 大下条 むらさくぼ ムラサクボ 687～700

泰阜村 打沢 むらだち 村立 2268-2270 26 67

泰阜村 柿野 むらまつ 村松 3567-3570 37 85

泰阜村 鍬不取 むらまつ 村松 2841-2843 38 85

天龍村 神原 むらみちした 村道下 5158

阿南町 富草 むらやま 村山 7917～7921，7932～7933

大鹿村 大河原 むらやま 村山 5309，5336～5345

大鹿村 大河原 むらやま 村山 4053～4055

大鹿村 大河原 むらやま 村山 5309，5336～5345

大鹿村 大河原 むらやま 村山 4053～4055

泰阜村 左京 むりかげど ムリカゲド 5729 53 46

下條村 睦沢 むろや 室屋

天龍村 神原 めいがくし メイガクシ 1288-1290 110 199

大鹿村 大河原 めおといわ 夫婦岩 5191－

阿智村 伍和 めおとがだいら 夫婦ヶ平 ５０６４～５０６５

喬木村 小川 めおとがばば 夫婦ｶ馬場 7780

泰阜村 南山 めしば 飯場 8364

阿智村 駒場 めどころ 目所 ５９８，６００～

喬木村 加加須 めんだし 面出 5671-5673

松川町 生田 めんぼうみちうえした
メンホウ道上
下

３４８９－３４９１ 44 132

喬木村 加加須 もおそえ モモソヘ 5657-5659,5668-5669

平谷村 ムク沢 もくり モクリ ４６４，４６６，４７４－４７５，４８６
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平谷村 ムク沢 もぐり モグリ ４６７－４７３，４７６－４８６，８８３

天龍村 平岡 もごえもんがいと 孫右衛門垣外164 27 14

喬木村 富田 もざえもんぼら 茂左エ門洞 12879-12891 2 33

根羽村 新井 もさた 茂佐田 488～496

天龍村 神原 もじぼう モジボウ 6183 68 ,80 327

天龍村 神原 もじぼう モジボウ 6328 91 ,92 327

高森町 牛牧 もすけだ 茂助田 ２１２７－２１２８ 118

阿南町 大下条 もたづくり モタヅクリ 1690～1715，1721

天龍村 神原 もだづくり モダ作 347 57 156

阿南町 大下条 もたづくり？ モクツクリ 1544～1547

根羽村 中野 もちいけのたいら 持池ノ平 4497

天龍村 平岡 もちいざか 餅井坂 2115 112 ,125 80

阿南町 富草 もちいだ 持井田 6799～6800

大鹿村 鹿塩 もちお 持尾 269～270，309～322

大鹿村 鹿塩 もちお 持尾 269～270，309～322

豊丘村 神稲 もちがほっほ 餅ガホッホ １１４９５－１１５０７ 五－2 49

下條村 睦沢 もちがほら 餅ヶ洞 ６８６～６８９

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

阿南町 和合 もちごや モチ小屋 1171

阿南町 和合 もちしてば モチシテバ 717，　735

阿南町 大下条 もちた モチタ 352～356，359～360

喬木村 富田 もちだ 餅田 14552-14553 3，４ 33

高森町 出原 もちだ モチタ ３１４－３１７ ９－９ 118

高森町 牛牧 もちだ モチダ １８５３，１８５７，１８５９－１８６０ 118

高森町 山吹 もちだ モチダ ２５３５－２５４０，２６２８ ７－７ 118

高森町 山吹 もちだ モチ田 ４０１６－４０２２，４０３１ノ２－４０３１ノ３ １０－８ 118

豊丘村 河野 もちだ 餅田 ７１７－

豊丘村 神稲 もちだ 餅田 １３４０－１３４２，１３４８－１３５１ 二－3 10

松川町 生田 もちだ 持田 ７２９ 56 132

松川町 元大島 もちだ 持田 １３１２ 38 132

松川町 元大島 もちだ モチ田 １３８４－１３８５ 38 132

泰阜村 左京 もちだ モチ田 5799 53 105

根羽村 新井 もちだかわのぼり 持田川上リ 937～954

豊丘村 河野 もちだざか 持田坂 ３１１９－３１３４，６１８１－６１８５ 五－1 140

阿南町 富草 もちふりば もちふりば 2045～2046

阿南町 富草 もちふりば モチフリバ 8488～8490

天龍村 神原 もちほつば モチホツバ 4300,4305　,4307 119 281

天龍村 神原 もちほつば モチホツバ 4521 ,4664-4683 146 281

天龍村 神原 もちほっぱ モチホッパ 4517-4519 146 281

松川町 生田 もちぼら 餅洞 ３２７８－３２８６，3314－3343，３５５５－３５５７，３５６３－３５８２43 132

松川町 生田 もちぼらいえのうえ 餅洞家上 ３３４４－３３４５ 43 132

松川町 生田
もちぼらいえのうえひ
かげ

餅洞家の上
日影

３３４６ 43 132

松川町 元大島 もちぼらひなた 餅洞日向 ３３４７－３３４８ 43 132
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阿智村 清内路 もちほりば モチホリ場 ２１７７～２１８６

松川町 元大島 もちや 持屋 ２５６９ 29 52

阿南町 大下条 もちやばた モチヤ畑 2046

喬木村 氏乗 もちりまさ もちりまさ 11200-11202

阿南町 大下条 もったづくり 茂田作 1728～1730

阿南町 大下条 もつだつくり モツ田作リ 1308～1309

天龍村 神原 もっちほつは モチホツハ 4520 146 281

阿南町 和合 もつとくさわ もつとく沢 680～682，696～697，670

泰阜村 南山 もつところ モツ所 7283,7303-7304,7402 76 158

泰阜村 南山 もつところ モツトコロ 7447 76 158

天龍村 平岡 もといど 元井戸 2685 156 112

阿南町 和合 もといどのうえ 元井戸の上 679

高森町 山吹 もといなり 元稲荷 ８５２８－８５３０，８５４３ ９－７ 118

高森町 山吹 もときちまえだ 元吉前田 ２９９２－２９９７ ８－７ 118

天龍村 神原 もとぎれ 本切 2099-2100 168 222

売木村 旭 もとくだりさわ 元下り沢 ８１３～８４５

喬木村 富田 もとくぼ 元久保 13657-13658 1 33

天龍村 神原 もとくぼ 本久保（郷戸ヒラノ内）158 33 139

阿南町 富草 もとけいだい 元境内 4336～4343，4348～4349

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

阿智村 智里 もとざわ 本沢 ２４５２～２４６１，２４６３，２４７３～２５０１

豊丘村 河野 もとざわ 本沢 ４３９３，４３９５－４４０４，４４０６ 五－4 145

豊丘村 河野 もとざわぐち 本沢口 ４３９４，４４０５，４４０９ 五－4 146

阿智村 智里 もとざわこばた 本沢小畑 ２５０３～

阿南町 旦開 もとしお モトシヲ 550

阿南町 旦開 もとしお もとしを 549，551～554

松川町 生田 もとしおくら 元塩倉
６４５９，６４６３－６４７４，６４７９－６５０７，６５１０－６５１
９，６５２２，６５５３，６５７０

51，59 88

松川町 生田 もとしおくらひかげ
元塩倉日か
げ

６５２０－６５２１ 51 88

松川町 生田 もとしおくらやがこい
元塩倉家囲
ヒ

６５０８ 51 88

松川町 元大島 もとしおやしき 本塩屋敷 ６５０９ 51 88

豊丘村 河野 もとしんでん 元新田 ６２４３－６２４８ 五－4 141

豊丘村 河野 もとしんでんにしだいら元新田西平 ６０８６－ 五－4 141

阿南町 和合 もとたに 本谷 1105

阿南町 和合 もとだにいどぼら 本谷井戸洞 1067～1068

阿南町 和合 もとだにかまのうえ 本谷かまの上1103

阿南町 和合 もとだにといごや 本谷とい小屋 1102

天龍村 神原 もととち 本杤 318 44 153

高森町 牛牧 もとなえしろ 元苗代 １１５０－１１５１ ５－１２ 118

豊丘村 河野 もとなわしろ 元苗代 ４０１－４０３ 二－4 71

松川町 元大島 もとなわしろ 元苗代 47，１０９，３６１，７２５ 54，55 113

松川町 元大島 もとなわしろだ 元苗代田 ７９６ 47 113

平谷村 合川 もとはしば 元橋場 ７２－７８，８３－８６，１５２１
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松川町 元大島 もとはしば 元橋場 １４９４ 38 132

高森町 出原 もとばやし 本林 280 ９－１０ 119

高森町 山吹 もとばやし 元林 ３６５７－３６６１ １０－７ 119

天龍村 神原 もとばやし 本林 1241 95 44

天龍村 平岡 もとばやし 本林 1716-1717,1776 71 44

天龍村 平岡 もとばやし 本林 2047 110 44

天龍村 平岡 もとばやし 本林 2164 110 44

喬木村 小川 もとひらばた 元平畑 6451

喬木村 富田 もとみち 元道 13629-13633 1 33

大鹿村 大河原 もとみやざわ 本宮沢 4231～4232

大鹿村 大河原 もとみやざわひかげ 本宮沢日影 4233～4240

大鹿村 大河原 もとみやざわひなた 本宮沢日向 4241～4246

天龍村 平岡 もともり 元森 2663 171 110

阿智村 伍和 もとやしき 元屋鋪 １３９９～１４００

阿智村 伍和 もとやしき 元屋敷 ４０２９～４０４３

阿智村 伍和 もとやしき 元屋敷 ６２０１～６２０８，６２４５～６２４６

阿智村 智里 もとやしき 元屋敷 ４５５～

阿智村 浪合 もとやしき 元屋敷 ５９～１４４

阿南町 大下条 もとやしき モトヤシキ 374

阿南町 和合 もとやしき 元屋敷 141，556，　1938

阿南町 大下条 もとやしき 元屋敷 1709～1710

阿南町 大下条 もとやしき 元屋敷 2937～2938

阿南町 大下条 もとやしき モトヤシキ 612～614，674～682

阿南町 富草 もとやしき 元屋敷 6334～6337

阿南町 富草 もとやしき 元屋敷 7651～7654

下條村 睦沢 もとやしき 元屋敷 ４６０

下條村 睦沢 もとやしき 元屋敷 ２４３０～２４３１

下條村 睦沢 もとやしき 元屋敷 ６０６０～６０６１，６０６５～６０７２

下條村 陽皐 もとやしき 元屋敷 ６１５８～６１５９，６２３４

喬木村 大和知 もとやしき 元屋敷 11794-11795

高森町 山吹 もとやしき 元屋敷
８３８８－８３９０，８３９７－８４０１，８４１０－８４１４，８４７２
－８４７４，８４９２－８４９４，8535－8538，８５７６-８５８０，
８５９５－８５９８，８６１５－８６１９，８６２７－８６２９

９－６ 119

豊丘村 河野 もとやしき 元屋敷 １２５－１２７ 二－3 4

根羽村 小川 もとやしき 元屋舗 4156

根羽村 中野 もとやしき 元屋舗 4308，4377

根羽村 取手 もとやしき 元屋敷 4804

平谷村 合川 もとやしき 本屋敷 ４３－４６，８７－９０

平谷村 合川 もとやしき 元屋敷 ４５－

松川町 生田 もとやしき 元屋敷 ６４５６，６４６０－６４６２，６４７１－６４７２ 57 26

松川町 大島 もとやしき 元ヤシキ １０４２，１０４３ 18 26

松川町 元大島 もとやしき 元屋敷 １４９２－１４９３ 38 26

泰阜村 南山 もとやしき 本屋敷 7963 74,89 158

阿南町 大下条 もとやしきうえ 元屋シキ上 17051752
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天龍村 神原 もとやま 本山 2670,2673,2680-2681,2684-2690,2692,2701,2703-2705 164 238

豊丘村 神稲 もとやま 本山 １２５２１－ 四－3 99

阿南町 和合 もとわごう 本和合 836～840，845～857，861～869

阿智村 駒場 ものくるい モノクルイ ３５５～

阿南町 大下条 ものとらず モノトラズ 1004

天龍村 神原 ものみいし 物見石
1601-1602，1605，1631，1634-1636，1638，1641，1645，
1650

152 207

天龍村 神原 ものみいしいどした
物見石井戸
下

1637 152 207

天龍村 神原 ものみいしそとばやし 物見石外林 1646 152 208

天龍村 神原 ものみいしのきはた 物見石軒畑 1632-1633 152 207

天龍村 神原 ものみいしほつ 物見石ホツ 1639-1640 152 207

豊丘村 神稲 ものみずか 物見塚
１１９２４，８３４２，８３５６，８４３７－８４６８，８３３０－８３３
３，８３４０－８３５８，８３６３

二－5 33

天龍村 平岡 もみじのわ 紅葉ノワ 1851 96 69

天龍村 神原 もみじやま 紅葉山 597 68 167

阿南町 大下条 もみのきした 椵木下？ 287

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

下條村 陽皐 もみのきぼら 樅木洞 ４９４５～４９４８

豊丘村 河野 もめんだ 木綿田 ２７０７－

天龍村 神原 もめんばやし モメン林 451 57 162

阿南町 和合 ももがくぼ モモガ久保 693～694

阿南町 大下条 ももがくぼ モヽガクボ 799～800

松川町 生田 ももきくぼ 桃木久保 ８２７８ー８２８６ 63 34

下條村 睦沢 ももきだ 桃木田 ５９７０，６２０４，６２０６～６２０７

阿南町 和合 ももくぼ モモクボ 1182～1185

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

豊丘村 神稲 ももくぼ 桃久保 １１２８３－１１３１４ 五－3 105

喬木村 加加須 ももぞえ 桃添 5675

喬木村 加加須 ももぞえ モモゾエ 5604

阿智村 伍和 ももそね 桃曽根 ６８３５～６８４４

阿南町 大下条 ももそね モモソネ 3921

阿南町 大下条 ももた モヽ田 2387，2392，2393ﾛ～2402，2405～2419

大鹿村 大河原 ももだいら 桃平 1486～1488

泰阜村 南山 ももだいら 桃平 7842-7844,8786-8789 74,89 158

阿南町 大下条 ももたおおた モヽ田太田 2389

阿南町 大下条 ももたおおたうえ モヽ田太田上 2390～2391

阿南町 大下条 ももたおおたした モヽ田太田下 2381～2382

阿南町 大下条 ももたさわばた モヽ田沢バタ 2393

阿南町 大下条 ももたはた モヽ田畑 2426

阿南町 大下条 ももたみちした モヽ田道下 2407

泰阜村 南山 ももたわ 桃タハ 8784-8785,8790-8792,8794 94 158

天龍村 平岡 ももなんば 桃難波 1554 71 55

天龍村 平岡 もものきこやど 桃木コヤド 1473-1474 73 42

阿南町 大下条 もものきした モヽノキ下 327
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松川町 生田 もものきだいら 桃木平 ５４８０－５４８１，５４８６－５４８９ 41 34

根羽村 一之瀬 もものきはた モゝノ木畑 4895～4897

阿智村 伍和 もものきばた 桃木畑 ８００～

下條村 睦沢 もものきばた 桃ノ木畑 ６２０２

大鹿村 大河原 もものくぼ 桃ノ久保 4961～4968

大鹿村 鹿塩 もものくぼ 桃ノ久保 4128，4131～4133

天龍村 神原 もものくぼ モモノ久保 5729-5730 77 ,91 310

泰阜村 左京 もものくぼ 桃ノ久保 5470-5472,5474 40,53 106

泰阜村 左京 もものくぼ 桃の久保 5679-5681 53 106

大鹿村 大河原
もものだいらゆるなぎ
まで

桃ノ平ゆるな
ぎ迄

4522－

泰阜村 南山 もものたわ 桃ノたわ 7966-7970 74,89 158

泰阜村 左京 ももや？ 桃家 5660 53 106

下條村 睦沢 ももやま 桃山 ５４９０～５４９３

松川町 元大島 ももやま？ 百山 ５３５８，５３６８ノ２－５３８４，５３９４－５３９７ 20 33

下條村 睦沢 もり 森 １０２４０

天龍村 神原 もり 森 3174 80 251

天龍村 神原 もり 森 3884-3885 106 251

天龍村 平岡 もり 森 1786,1990-1991 83 68

泰阜村 南山 もり 森 8629 90 45

阿南町 富草 もりうえ もり上 5344～5348

天龍村 神原 もりうえ 森上 3125 137 249

天龍村 平岡 もりうえ 森上 205-212 47 118

根羽村 田島 もりうしろ 森後 205

阿智村 智里 もりうら 森裏 １６８７～１６９０，１６９３～１７０６，２７２６～２７２７

泰阜村 左京 もりがいと 森垣外 5986,5987 53 46

泰阜村 左京 もりかげ 森カゲ 5730-5732 53 46

泰阜村 左京 もりがどころ 森ケ所 5986 53 46

松川町 上片桐 もりきた 森北 ５７０－５７２，５７７ 6 3

下條村 睦沢 もりぎわ 森際 １４１５

天龍村 神原 もりこし 盛コシ 3569 120 265

根羽村 田島 もりさわ 森沢 98ロ，232

根羽村 老平 もりさわ 森沢 3653ﾛ

阿智村 伍和 もりした 森下 ２２４５～２２４６

阿智村 伍和 もりした 森下 ２４７～

阿智村 智里 もりした 森下 ４１６０～４１６２

阿智村 智里 もりした 森下 ９７４～９９２，１６７６，１６７９～１６８６，１６９１

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

阿南町 大下条 もりした 森下 472

阿南町 大下条 もりした モリシタ 1363

阿南町 大下条 もりした モリシタ 2186

阿南町 大下条 もりした 森下 2195

阿南町 富草 もりした 森下 5863

阿南町 大下条 もりした 森下 1356～1357，2064～2067
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阿南町 和合 もりした 森下 1512～1514，1517，1523～1529，1536～1537

阿南町 旦開 もりした 森下
2001，2022～2025，2526～2529，2546～2552，2554，2559
～2565，2568，2576～2606，2649～2654，2656～2661

阿南町 旦開 もりした 森下
2526～2529，2546～2552，2554，2559～2565，2568，2576
～2606，2649～2654，2656～2661

阿南町 富草 もりした もり下 5269～5272

大鹿村 大河原 もりした 森下 3391，3395，3398～3399，3403～3439

大鹿村 鹿塩 もりした 森下 2443～2444

大鹿村 鹿塩 もりした 森下 1565～1574

下條村 睦沢 もりした 森下 １４０１～１４１２，１４１９～１４２１，１４５４，１５９２～１５９３

下條村 睦沢 もりした 森下 ４７４３，４７８５，４７８７，５１０９，　５１１２

下條村 睦沢 もりした 森下 ９３２４～９３２９，９３３１～９３４９，９３５７～９３５９

喬木村 小川 もりした 森下 7796-7798

喬木村 小川 もりした 森下 8350-8351,8375

喬木村 大和知 もりした 森下 11805-11807,11981-11986

高森町 牛牧 もりした 森下 2409 119

天龍村 神原 もりした 森下 2375 167 189

天龍村 神原 もりした 森下 3078-3079,3120,3142 137 189

天龍村 神原 もりした 森下 1076 124 189

天龍村 神原 もりした 森下 1515 137 189

天龍村 神原 もりした 森下 4871-4872，4874-4875 131 189

天龍村 平岡 もりした 森下 1787　､1789 83 68

豊丘村 河野 もりした 森下 １５１９－１５２４ 二－2 66

豊丘村 神稲 もりした 森下 ２５９４－２５９６，２７０９ 五－5 66

根羽村 黒地 もりした 森下 2420～2421

根羽村 小戸名 もりした 森下 3212ﾛ

松川町 上片桐 もりした 森下 ３１３９－３１４３ 14 45

松川町 生田 もりした 森下 ４９３４ 43 45

泰阜村 南山 もりした 森下 6383 70 46

下條村 睦沢 もりしたうえのきり 森下上ノ切 １４５１

下條村 睦沢 もりしたしたのきり 森下下ノ切 １４５３

天龍村 神原 もりしたばやし 森下林 2364 167 190

豊丘村 神稲 もりそと 森外 ２７０６－２７０８，２７１０ 五－5 67

高森町 牛牧 もりち 森地 1066 ４－１２ 119

天龍村 平岡 もりにし 森西 203 47 118

阿南町 大下条 もりのうえ 森ノ上 1150

阿南町 和合 もりのうえ 森ノ上 821，　831

大鹿村 大河原 もりのうえ 森ノ上 4316－

下條村 睦沢 もりのうえ 森ノ上 １４１７～１４１８，１４２６

根羽村 田島 もりのうえ 森ノ上 213～221

阿南町 大下条 もりのうしろ 森ノ後 407～413，416，433，458～462，468

阿南町 大下条 もりのうしろ モリのウシロ 470～471

大鹿村 大河原 もりのうしろ 森の後 5282～5293
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天龍村 神原 もりのうしろ 森ノ後 42 ,43

根羽村 田島 もりのうしろいのうえ 森ノ後井ノ上 206～212，217

天龍村 神原
もりのうしろかきばや
し

森ノ後柿林 56 135

天龍村 神原
もりのうしろかきばや
し

森ノ後柿林 55 ,56

大鹿村 大河原 もりのうしろひかげ 森の後日蔭 5294－

阿智村 伍和 もりのきた 森ノ北 ６４８３，６４８５～６４８６

高森町 牛牧 もりのきた モリノ北 1071 ５－１２

高森町 牛牧 もりのきた 森ノ北 １０６８，　１０７２ ５－１２ 119

阿智村 智里 もりのきわ 森ノキハ ４６６～４６８

阿南町 富草 もりのこし 森ノこし 883

阿南町 富草 もりのこし 森ノ腰 887～888

阿南町 大下条 もりのこし 森ノ腰 134

阿南町 大下条 もりのこし モリノコシ 1788，　1792

根羽村 田島 もりのこし 森ノ腰 99～100，204

根羽村 万場瀬 もりのこし 森ノコシ 1535～1540

根羽村 取手 もりのこし 森ノ腰 4728

泰阜村 万場 もりのこし 森ノコシ 3890-3891 18,34 45

泰阜村 万場 もりのこし 森のこし 3897-3899 34 45

阿智村 伍和 もりのさわ 森ノ沢 ２４１０～２４１２

阿智村 伍和 もりのした 森ノ下 ２２５０～２２５３，２２５７

阿南町 大下条 もりのした 森ノ下 481

喬木村 氏乗 もりのした 森ノ下 10215-10223

根羽村 万場瀬 もりのした 森ノ下 1541

天龍村 神原 もりのたいら 森平 585 68 167

高森町 牛牧 もりのまえ 森ノ前 １０６７，２３００－２３０１ ５－１２ 119

天龍村 神原 もりのまえ 森ノ前 1053 70 189

根羽村 田島 もりのまえ 森ノ前 103～107，149

根羽村 小川 もりのまえ 森ノ前 3919～3921

根羽村 取手 もりのまえ 森ノ前 4731～4733

根羽村 万場瀬 もりのまえみちした 森ノ前道下 1543～1546

喬木村 伊久間 もりのもと 森ノ本 16013-16014,16104-16112,16159,16161,16164

阿智村 伍和 もりのわき 森ノ脇 ６４７８～６４８０，６４８４

阿南町 大下条 もりのわき 森ノ脇 1120

下條村 睦沢 もりのわき 森ノ脇 ９８８７，　９９４１

喬木村 氏乗 もりのわき 森ノ脇 10208-10215

豊丘村 神稲 もりのわき 森ノ脇 ２７２７－２７３４ 五－5 67,124

阿南町 大下条 もりばやし 森林 1789～1791

大鹿村 鹿塩 もりばやし 森林 1111～1113

天龍村 神原 もりばやし 森林 260 44 148

天龍村 神原 もりばやし
森林（天竜川
向ﾉ内）

1031 70 188

天龍村 神原 もりばやし 森林 5143 131 188

松川町 元大島 もりばやし 森林 ３０５３－３１７５ 28 45
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天龍村 神原
もりばやしかみみちう
え

森林上道上 1045-1046 70 188

天龍村 神原 もりばやしみちした 森林道下 1050 70 188

泰阜村 南山 もりひかげ 森ヒカゲ 7290-7291 60,76 46

松川町 元大島 もりもと 森本 ４０２８，４０３０ 46 45

下條村 睦沢 もりや 森屋

高森町 吉田 もりやがいと 森谷垣外 １８８４－１８９３，２４４５－２４４７ ８－１０ 119

泰阜村 鍬不取 もりやま 森山 2784 38 46

阿南町 旦開 もりわき 森脇 2609～2613，2623～2639，2642

高森町 牛牧 もりわき 森脇 ２０８９，２０９５－２０９８ ５－１２ 119

高森町 牛牧 もりわき モリワキ 2099，１５４３－１５４４，１５４９ ５－１２ 119

阿南町 富草 もれやかいと もれや可いと 6326～6327

阿南町 大下条 もろくぼざわ モロクボサワ 2437～2440，2442

天龍村 神原 もろだいら モロ平 4244-4245，4250 134 280

泰阜村 南山 もろのき 諸ノ木
6925-6926,7156,7161,7169-7172,7176-7179,7190,7192-
7194,7196-7198，7203-7204，7206，7222-7223，7225，
7229,7231-7234,7236-7246,7248,7252-7254

72 158

泰阜村 南山 もろのきさわ 諸の木沢 7226-7227 72 159

阿南町 富草 もろのくぼ モロノ久保 8176～8183

喬木村 小川 もろはらしゃ 諸原社 8021

喬木村 小川
もろはらしゃしゅびき
そと

諸原社朱引外8020

阿南町 富草 もろりぼ モロリボ 9006～9020

下條村 陽皐 もん 門 １７５８～１７６１

喬木村 富田 もんあみ 門アミ 14206ﾛ-14245 3 33

下條村 陽皐 もんさき 門先 ４６１７

泰阜村 南山 もんざき 門先 7524 74 159

下條村 陽皐 もんさきうえ 門先上 ４６１０

泰阜村 南山 もんした 門下 8366-8368 88 159

阿南町 大下条 もんぜん 門前 2202～2208

高森町 牛牧 もんぜん 門前 １５１１－１５１２，１５２２－１５２３，１５４０－１５４２ ５－１２ 40

高森町 牛牧 もんぜん モンゼン １５１６，１５１８－１５１９ ５－１３ 40

高森町 牛牧 もんぜん モンセン １５３３，　１５４２ ５－１２ 40

豊丘村 河野 もんぜん 門前 二－2 157

豊丘村 神稲 もんぜん 門前 ７７５８，６９３１，１３６９，１３９８－１４００ 二－2 31

松川町 上片桐 もんぜん 門前 ４５１０－４５３３，４５３６－４５７５，４５９０－４５９１，４５９３ 21 25

豊丘村 神稲 もんぜんいえうら 門前家裏 ７７６１－ 二－2 32

松川町 上片桐 もんぜんだ 門前田 ２８７２－２８７７ 10 11

豊丘村 神稲 もんぜんみちした 門前道下 ６９３１－６９３７ 二－5 31

根羽村 中野 もんだ 門田 4292～4293，4458

松川町 生田 もんどくぼ 主水久保 ６８８２－６８９０ 132

根羽村 横畑 もんのした 門ノ下 4583

喬木村 富田 もんのまえ 門ノ前 13558

根羽村 町 もんのまえ 門前 2149～2150

根羽村 小川 もんのまえ 門前 3927～3937，4060
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根羽村 横畑 もんはた 門畑 4619

根羽村 小川 もんばた 門畑 4121

根羽村 中野 もんばた 門畑 4285

根羽村 取手 もんばた 門畑 4714

根羽村 高橋 もんばた 門畑 4931，5022

阿智村 浪合 もんばた？ 門畑 ９ロ～３４ロ

豊丘村 河野 もんばらおとし 門原落 ３６９８－３７００，３７０４－３７０９ 二－5 157

阿南町 和合 もんべい モンベイ 720

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

下條村 睦沢 やえばら 八重原 ２４５～２４６，２４８～２５２

喬木村 氏乗 やえひつ やゑひつ 11219,11441-11450

阿智村 伍和 やえもんだ 弥右ヱ門田 ６３２５～

天龍村 平岡 やおけばた 八桶畑 1535 72 53

阿南町 大下条 やおち ヤオチ 90～91

天龍村 平岡 やおち 矢落 180-181,187,189 27 14

豊丘村 河野 やおち 矢落 ５５９７－５５９９，６６０３－６６２０ 二－2 136

天龍村 神原 やかげ ヤカゲ 4885-4890 131 294

松川町 生田 やがこえ 家囲 ５４６５，６２１２，6659 41 133

天龍村 平岡 やがしゃした ヤガシヤ下 2466-2467 155 ,170 102

阿南町 和合 やきがき ヤキガキ 538

阿南町 和合 やきがき やきがき 539

松川町 生田 やきがれ 焼枯
５１７０－５１７１，５１７３，５１８０－５１８２，５２０６－５２１
４，５２４４－５２４９，５２５１－５２６４，５２７３ー５２８３，５３
０６－5314，５６３３

41，42 133

松川町 生田 やきがれきたぼら 焼枯北洞 ５３９６－５４０１，５４０４－５４０７，５４１３－５４１６ 42 133

松川町 生田
やきがれきたぼらひか
げ

焼枯北洞日
蔭

５２５０，５３９４－５３９５，５４１０－５４１２ 42 133

松川町 生田
やきがれきたぼらひな
た

焼枯北洞日
向

５４０８－５４０９ 42 133

松川町 生田 やきがれひかげ 焼枯日蔭 ５４２２－５４２３，５４２８ 41 133

松川町 生田 やきがれひかげぼら 焼枯日蔭洞 ５４１９－５４２１，５４２４－５４２７ 41 133

松川町 生田
やきがれひかげぼら
ひかげ

焼枯日蔭洞
日カゲ

５４１７ 41 133

松川町 生田
やきがれひかげぼら
ひなた

焼枯日影洞
日向

５４１８ 41 133

豊丘村 河野 やきだ 焼田 ４９５７－４９６０，４９７５ 五－4 125

阿南町 和合 やきね 燒根 2045

天龍村 神原 やきの 焼野 5264-5265 104 304

豊丘村 河野 やきはた 焼畑 ４２１２－４２１４ 五－5 148

泰阜村 明島 やきや？ 家キヤ 5199 49 80

天龍村 平岡 やきょう 谷京 28 ５，１０，１７ 2

天龍村 平岡 やきょうおおあびら 谷京大アビラ 23 １，４ 2

豊丘村 神稲 やぎりはた 八切畑 ８１９１－８１９８ 五－4

阿南町 大下条 やくかいと ヤクカイト 526～531

大鹿村 大河原 やくさわ 薬沢 2334～2346？

大鹿村 大河原 やくざわ 薬沢 4860～4861
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大鹿村 大河原 やくざわみちした 薬沢道下 4862～4866

阿智村 智里 やくし 薬師 １６５２～１６６６，２７３５～２７３７

阿智村 智里 やくし 薬師 ４４８～４５０

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

平谷村 ムク沢 やくし 薬師 １２９０－１２９２

松川町 元大島 やくし 薬師 １３７２－１３７４，１４５５ 38，41 50

松川町 生田 やくし 薬師 ５４５５ 41 50

泰阜村 南山 やくし 藥師 8201 92 159

大鹿村 大河原 やくしうら 薬師裏 975～1000

阿智村 伍和 やくしだ 藥師田 ６４２６～６４２７

阿智村 智里 やくしだいら 薬師平 ３５８９～３５９６，３６００～３６２８，３６３０

阿智村 智里 やくしだいらのうえ 薬師平ノ上 ３５８１ノ５

阿智村 智里 やくしのうえ 薬師ノ上 ３５８１，３５８３～

阿智村 駒場 やくしはた 薬師畑 ６０８～６１０

松川町 生田 やくしばた 藥師畑 ４００0－４００３ 44 50

松川町 元大島 やくしばた 薬師畑 ４２６８ 46 50

阿智村 伍和 やくしまえ 薬師前 ６４１２～６４１３

阿智村 浪合 やくしまえ 薬師前 １６５～１６７

阿智村 浪合 やくしまえ 薬師前 ８６８イ～８７９ロ

下條村 睦沢 やくしまえ 薬師前 ４８３ノ１

根羽村 向黒地 やくしまえ 薬師前 2734～2738，2767

松川町 元大島 やくしまえ 薬師前 １８６５－１８６７，１８７５－１８９１ 29 50

豊丘村 神稲 やくしめん 藥師面 ３５９５－３６１０ 15

下條村 睦沢 やくしやま 薬師山 ８７５２～８７５３

松川町 生田 やくしやま 薬師山 ３１０８－３１１３ 32 50

大鹿村 鹿塩 やくすべ やくすべ 2395～2405，2425～2428

喬木村 氏乗 やくら やくら 10319-10323

高森町 山吹 やくらかいと ヤクラカイト ３７４８，３７５１－３７５３ １０－８ 119

泰阜村 南山 やぐらがいと やくら垣外 7066 73 159

泰阜村 南山 やぐらがいと ヤグラ垣外 7120-7122 73 159

喬木村 氏乗 やくらざわ 矢倉沢 10310

松川町 生田 やぐらつりね ヤグラ釣根 ５７１４－５７１７ 50 133

天龍村 平岡 やぐらのたいら ヤグラノ平 369 ２６，３７ 28

天龍村 平岡 やくらばた ヤクラ畑 214 ２７，３８ 18

豊丘村 神稲 やくらばた ヤクラ畑 １０８６５－１０８６７ 二－5 100

天龍村 神原 やぐらばた ヤクラ畑 2922　,2926 166 243

喬木村 氏乗 やくらやま 矢倉山 10324-10343

高森町 牛牧 やくろ ヤクロ １２６５－１２６６，１２７４，１２７６ ５－１２ 119

松川町 元大島 やくろうばた 弥九郎畑 ４３８７－４３９５ 37 133

大鹿村 鹿塩 やけがれ 焼枯 4345－

天龍村 平岡 やけごや ヤケゴヤ（西山ﾉ内）66-67 46 114

阿智村 浪合 やけの 焼野 １２５ニ

天龍村 神原 やけまやど ヤケマヤド 478 57 163
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松川町 生田 やけやしき 焼屋敷 ６３９４，6４４８－６４５３，６４５０－６４５８ 51，59 133

大鹿村 鹿塩 やけやま 焼山 2391～2392

豊丘村 河野 やけやま 焼山 五－3

下條村 陽皐 やげんざわ ヤゲン沢？
６００９，６０８３～６０８４，６１２０ヘ，６２３１，６２３５～６２３
７，６２３８～６２３９ロ，６３０３，６３０６～６３０７

阿智村 伍和 やげんだ ヤゲン田 ４６９５～４６９７，４７０３～４７０４

阿南町 大下条 やこさやま ヤコサ山 1008

阿南町 大下条 やこざわ 屋古沢 1011～1012，1017～1020，1022ﾛ，1024～1040

阿南町 大下条 やごさわ ヤゴサワ 1008ﾛ，　1015

松川町 生田 やごさわ ヤゴ沢 ４６９５－４７０６，４７０８－４７２０，４８６１－４８７０ 52 133

阿南町 大下条 やこざわひかげやました屋古沢日陰山下1013～1014

阿南町 大下条 やこざわやま 屋古沢山 1016，1021～1022

阿南町 大下条 やこざわやまいえのうえ屋古沢山家ﾉ上1023

阿智村 浪合 やごし 矢越 ６１８～１６４２ノ３

下條村 陽皐 やこた 屋古田 ５３３～５３４

松川町 生田 やごのさわ やごの沢 3782-3785 52 133

大鹿村 大河原 やこやうえ？ 八子？八上 4230－

根羽村 田島 やごやしき 弥吾屋敷 252～255，281

下條村 陽皐 やごろうだ 弥五郎田 ２７７１～２７７２

阿南町 富草 やざえもん 弥左エ門 1385～1401

阿智村 智里 やざえもんほらした 弥左エ門洞下３５４７～３５４８

阿南町 富草 やさがいと 弥左垣外 1841～1842

阿南町 富草 やざがいと 弥左垣外 1453～1465

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

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

泰阜村 怒田 やざきばた ヤザキ畑 2981-2984 38,41 111

阿南町 大下条 やさくだ 弥作田 1658～1660

阿南町 富草 やさくばた 弥作畑 1098

松川町 生田 やさくまば 彌作馬場 ５７７３－５７７５ 41 134

天龍村 平岡 やさぶろうさわ 弥三郎沢 692-694 48 33

天龍村 平岡 やさぶろうさわ 弥三郎沢 848,997,1019-1020 48 33

豊丘村 神稲 やさぶろうさわぐち 弥三郎沢口 ６５５２－６５５４ 五－5 117

下條村 睦沢 やさぶろうばやし 弥三郎林
８４０３，９４０５～９４０６，９４６８，９４７０，９４７３，９４７８
～９４９８，９５５７～９５５９，９５７１

高森町 牛牧 やざわ ヤサハ 2799 ４－１２ 120

高森町 吉田 やざわ ヤサハ ２７５２－２８０３，２８３５－２８５０，２７８６，２７９９，２９０４ ７－９ 120

高森町 吉田 やざわ 矢沢 ２９０３－２９10，２９１３－２９１５ ７－９ 120

豊丘村 河野 やざわ 矢沢 ７４８５－７４８６ 二－4 64，74

豊丘村 河野 やざわがしら 矢沢頭 １１４０－ 二－4 74

阿智村 浪合 やしき 屋敷 ７６ロ～１１９イ

阿智村 浪合 やしき ヤシキ ９９６ロ

阿南町 富草 やしき 屋しき 2093

阿南町 大下条 やしき ヤシキ 1949

阿南町 大下条 やしき 屋敷 1990
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阿南町 大下条 やしき ヤシキ 3144

阿南町 富草 やしき 屋敷 6277～6278

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ９０９

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ５１２５

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ６２９５

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ７２０４

下條村 睦沢 やしき 屋敷 ７９３６

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ２８３７～２８３８，２８４１

下條村 睦沢 やしき 屋敷 ３３００，　３５５１

下條村 陽皐 やしき 屋敷 ４６２４～４６２５

下條村 睦沢 やしき ヤシキ
５４６７，６１９８，６２０３，６２２７，６２３９～６２４０，６２４７，
６２５３，６２５６，６２７３，６２８４

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

下條村 睦沢 やしき ヤシキ
６３５２～６３５３，６３７０，６３７４，６３９２，６３９７，６４１６，
６４３４，６４５７，　６４７０，７２１４

下條村 陽皐 やしき 屋敷

喬木村 加加須 やしき 屋敷 5390

喬木村 小川 やしき 屋敷 8009-8010

喬木村 伊久間 やしき 屋敷 15964-15966,15987-15995

高森町 出原 やしき ヤシキ 100 ８－９ 120

豊丘村 河野 やしき 家敷 ４２３０－ 五－1 148

泰阜村 明島 やしき ヤシキ 5014 36 80

泰阜村 黒見 やしき ヤシキ 4562,4565,4569-4571 33,35 80

泰阜村 南山 やしき 屋敷 8043,8650-8651,8471 90 80

阿智村 浪合 やしきうえ 屋敷上 １１１９～

阿智村 浪合 やしきうえ 屋敷上 １８１～

阿智村 浪合 やしきうえ 屋敷上 ２８１～３１８

阿智村 浪合 やしきうえ 屋敷上 ４６０～

阿智村 浪合 やしきうえ 屋敷上 ８８３～

豊丘村 神稲 やしきうえ 屋敷上 ３８６７－３８６９ 二－5 16

阿南町 大下条 やしきうしろ ヤシキウシロ 643

阿智村 駒場 やしきうら 屋敷裏 ８７２～８７３

阿智村 浪合 やしきうら 屋敷浦 １００８ロ～１０３３ロ

阿智村 浪合 やしきうら 屋敷裏 ２７１～３２３ノ２

阿智村 浪合 やしきうら 屋敷裏 ６８～１８０

下條村 陽皐 やしきうら 屋敷裏 ２７５６

豊丘村 神稲 やしきうら 屋敷裏 １０７１７－

阿智村 浪合 やしきおおぼらぐち 屋敷大洞口 ９５ハ

高森町 牛牧 やしきごし ヤシキゴシ 1189 120

高森町 牛牧 やしきごし 屋敷越 1191 ５－１２ 120

阿智村 伍和 やしきした 屋敷下 ７７２～７７３

阿智村 浪合 やしきした 屋鋪下 １３４～

阿智村 浪合 やしきした 屋敷下 ３１７ノ１～３１７ノ２

阿智村 浪合 やしきした 屋鋪下 ６６～
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下條村 睦沢 やしきした 屋敷下 ４５５４

下條村 睦沢 やしきした 屋敷下

天龍村 神原 やしきした 屋敷下 4023 105 273

天龍村 平岡 やしきした 屋敷下 226

天龍村 平岡 やしきした 屋敷下 735 3 125

豊丘村 河野 やしきした 屋敷下 ６１３５－６１３８ 五－4 140

阿智村 駒場 やしきぞい 屋敷添 １４００，１４２０，１４３２～

阿智村 駒場 やしきぞい 家敷添 ４８４～

阿智村 駒場 やしきぞい 家敷添 ７７３～７７５，８０２，８１７～８１９

阿智村 伍和 やしきぞい 屋敷添 １３，６８，７４～７６

阿智村 清内路 やしきぞい 屋敷添 １６１１～１６１２

阿智村 智里 やしきぞい 屋敷添
４３２８，４３３３～４３３６，４４９８，４５２５～４５２６，４６４
６，４７０２～４７０６，４７０８～４７０９，４７１１～４７１２，４７
１５

喬木村 富田 やしきぞい 家敷添 12336-12342 1 33

喬木村 加加須 やしきぞい 屋敷添 5463

喬木村 小川 やしきぞい 屋敷添

5801-5804,5809,5811-5812,5833,5885-5893,5895,5898-
5899,5902,5983-5988,5943-5945,6020,6025,6029-
6030,6037-6039,6098-6101,6115-6116,6127,6203,6207-
6208,6216,6234,6236-6238,6321-6323,6331

喬木村 小川 やしきぞい 家敷添 5836-5838,5846,6010-6011,6017ﾉ1

喬木村 小川 やしきぞい 家敷添 7276-7277,7279,7317,7320

喬木村 小川 やしきぞい 家敷添
7725,7961,7895,7932,7938-7941,7958，7969，
7984,7992,7998,8001,8003-8004,8059,8061,8090-
8091,8128,8130

喬木村 小川 やしきぞい 家敷添 8159,8176-8177,8184-8185,9219,8260-8263

喬木村 小川 やしきぞい 屋敷添 8279,8327,8649-8651,8657-8658,8660-8667

喬木村 大島 やしきぞい 屋敷添 9464-9465

喬木村 氏乗 やしきぞい 屋敷添 9957,10080-10083

喬木村 大和知 やしきぞい 屋敷添 11645

喬木村 大和知 やしきぞい 屋敷添 11892-11896

喬木村 伊久間 やしきぞい 屋敷添 16303-16306

松川町 元大島 やしきぞい 屋敷添

１１３－１１４，５８９－５９０，５９３－５９４，１０６７，１１１１，
１２５４－１２５６，１２５８，１３５５－１３５７，１３６０，１４０
２，１４１５，１４８１，１４９５－１４９６，１５００，１４９５－１４
９６，１５００，１７１８－１７１９，１７２６，１７４９－１７５１，１
７６９，１７７１－１７７２，１８３８，１８６９－１８７４，１８９４－
１８９５，１９５４，２３５３，２４０６，２６５４－２６５５

28，29
36，38

10

松川町 生田 やしきぞい 屋敷添 ４９４９ 43 10

松川町 元大島 やしきぞい 屋しき添 １９１１－１９１２，１９８１ 28，29 10

松川町 元大島 やしきぞい ヤシキ添 ２５６８ 29 10

阿智村 駒場 やしきぞいうら 家敷添裏 ８６４～

豊丘村 河野 やしきぞえ 屋敷添 １８１４－１８１５，７８４ 二－2 162

松川町 上片桐 やしきぞえ 屋敷添 2658，3406，４５９８，４１４８，４１５１，４４１６ 10，16 10

阿智村 伍和 やしきだ 屋敷田 １４９～

阿智村 伍和 やしきだ 屋敷田 ２４１３～２４２０

阿智村 智里 やしきだ 屋敷田 ２６７～

阿南町 富草 やしきだ 屋敷田 486～490
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阿南町 大下条 やしきだ ヤシキダ 1195

阿南町 富草 やしきだ ヤシキ田 6294～6310

阿南町 富草 やしきだ 屋敷田 6829～6832

下條村 睦沢 やしきだ 屋敷田 ４８２

下條村 睦沢 やしきだ ヤシキ ９９５５

下條村 陽皐 やしきだ 屋敷田 ２８８０～２８８１

下條村 陽皐 やしきだ ヤシキ田 ５３３５～５３３６

喬木村 富田 やしきだ 屋敷田 14759-14765 4 33

高森町 牛牧 やしきだ ヤシキ田 908 120

高森町 山吹 やしきだ ヤシキタ ２６２４－２６２７ 120

高森町 山吹 やしきだ 屋敷田 ３００２－３００５ ８－７ 120

豊丘村 河野 やしきだ 屋敷田 ８５４－

松川町 生田 やしきだ 屋敷田 ６８3－６８４，６８９－６９０ 48 134

松川町 元大島 やしきだ 屋敷田 ７２８ 54 134

高森町 山吹 やしきづき 屋敷附 5421 120

下條村 睦沢 やしきどころ 屋敷所

阿南町 大下条 やしきのた ヤシキノ田 3871～3875

阿南町 大下条 やしきのた ヤシキ 640～641

下條村 睦沢 やしきはた 屋敷畑 ４５４０

阿智村 智里 やしきばた 屋敷畑 １２３～

阿智村 智里 やしきばた 屋敷畑 ２６６～

下條村 陽皐 やしきばた ヤシキ畑 ５６１９

下條村 陽皐 やしきばた 屋敷畑

豊丘村 河野 やしきばた 屋敷畑 ４１８９－４１９３，４２００，４２０９－４２１０，５６９２－５６９３ 五－4 131

泰阜村 鍬不取 やしきばた ﾔｼｷ畑 2766, 38 80

豊丘村 河野 やしきばたまえ 屋敷畑前 ４１９８－

泰阜村 黒見 やしきばやし 屋敷林 4557-4558 33,35 80

泰阜村 黒見 やしきぼら ﾔｼｷ洞 4565-4568 33,35 80

泰阜村 黒見 やしきぼら 屋敷洞
4552-4553,4559-4561,4563-4564,4572-4575，4577-4581，
4583

33,35 80

阿智村 浪合 やしきまえ 屋敷前 ８６９ロ～８９４

下條村 睦沢 やしきまえ 屋敷前

高森町 出原 やしきまえ ヤシキマヱ 221 ８－９ 120

泰阜村 門島 やしきまえ 屋敷前 4646 31 80

阿智村 伍和 やしきまわり 家敷廻り １２６０～

豊丘村 神稲 やしきもと 屋敷本 ７７８３，７７８９ 二－5 32

下條村 睦沢 やしきやま 屋敷山 ６９７４

阿智村 浪合 やした 屋下 １４０ロ

阿智村 浪合 やした 屋下 ２８２～３７９

阿智村 浪合 やした 屋下 ７４～１４９

阿智村 浪合 やした 屋下 ７５７～

阿智村 浪合 やした 屋下 ７８１イ，９０６イ１～９０７ロ

阿南町 富草 やした 屋下 1449～1452
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阿南町 大下条 やした ヤシタ 3391

阿南町 大下条 やした ヤシタ 2595～2598

阿南町 和合 やした 屋下 2657～2658

阿南町 大下条 やした 屋下 2719，3190～3192，2753，2769～2770，2937，3135

阿南町 大下条 やした や下 2801～2805，2942～2943，3142～3143

下條村 陽皐 やした 屋下 ３７８２

下條村 陽皐 やした 家下 ３１４１～３１４４，３１８３

天龍村 平岡 やした ヤ下 1746 83 63

天龍村 平岡 やした ヤ下 2605 156 63

天龍村 平岡 やした ヤ下 2470-2471,2473 155 ,156 63

天龍村 平岡 やした ヤ下 2221 124 ,139 63

天龍村 平岡 やした 屋下 2341　,2432 138 ,153 63

天龍村 平岡 やした 屋下 2432 170 ,181 63

天龍村 平岡 やした 屋下 769-770,796,844 3 120

根羽村 新井 やした 屋下 855

根羽村 黒地 やした 屋下 2426～2427

根羽村 小川 やした 屋下 3964～3965，4124

根羽村 中野 やした 屋下 4231～4241

根羽村 高橋 やしたかわむこう 屋下川向 4975～4978

阿智村 浪合 やしたばた 屋下畑 ８４１ロ

天龍村 平岡 やしたばやし 屋下林 857 22 131

根羽村 新井 やしちたみちうえ 弥七田道上 585～586

豊丘村 神稲 やしちはた 弥七畑 ８１８４－８１９０ 二－5 32

根羽村 新井 やしちばたおおみちうえ弥七畑大道上553

根羽村 新井 やしつばた 弥七畑 517～552，645ロ

阿南町 富草 やじばた 屋治畑 555～560

阿南町 富草 やじばたうえ 弥治畑上 511

阿南町 和合 やしやかわど？ やしや川ど？ 2048

天龍村 神原 やしやごうり ヤシヤゴフリ 5862　,5878 66 315

泰阜村 鍬不取 やしゃごしなぎ ヤシヤゴシナギ2844 38 95

阿南町 大下条 やじゅうろうつくり 弥十郎作リ 1631～1633，1645

阿南町 和合 やじょう ヤジヤウ 83～84

阿南町 富草 やしらき ヤシラキ 6033，6039～6040，6043～6054

阿南町 和合 やじろ やじろ 1649，　1653

泰阜村 高町 やじろうずくり 弥次郎作 1057,1059 19 43

根羽村 取手 やしろのいり 社ノ入 4789～4790

阿南町 大下条 やしろばやし ヤシロ林 1026～1039

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

泰阜村 南山 やすいざ 安井佐 7879 74 159

阿南町 和合 やすえ ヤスエ 8

阿南町 大下条 やすけばた 弥助畑 603

阿智村 伍和 やすこざわ 安子沢 ２２０８～２２０９

大鹿村 鹿塩 やすへいづくり 安平作 2429－
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大鹿村 鹿塩 やすへいづくり 安平作 2429－

阿智村 伍和 やすみいし 休石 ２５６１～２５６２

泰阜村 南山 やすみいし 休石 7157-7158 - -

阿南町 大下条 やすみし ヤスミシ 896，900～924

阿智村 伍和 やすみつち？ 休土 ６９０７～６９２１

阿南町 大下条 やすみど ヤスミ戸 1077

下條村 陽皐 やすみど 休戸 １８０１～１８０２，１８２９～１８３０

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

阿智村 伍和 やすみば 休場 ４０５２，４０５６～４０６１

喬木村 小川 やすみば 休場 8737-8744,8782,8785-8790,9032-9035

豊丘村 神稲 やすみば 休場 １０８９３－ 五－3 99

天龍村 神原 やすんと ヤスント 63 ,64

阿智村 駒場 やすんど 休所 ２２１８～

阿南町 和合 やすんど やすんど 1158

阿南町 和合 やすんど 休戸 1167

阿南町 和合 やすんど 休戸

阿智村 智里 やせうま ヤセ馬 ４５８０～

松川町 生田 やせくぼ ヤセ久保 １５５６ 62 134

泰阜村 鍬不取 やせずるね やせずるね 2780-2782 38 96

阿南町 富草 やせだ やせ田 4627～4630

下條村 睦沢 やせつるね ヤセツルネ ９２８６～９２９１

高森町 吉田 やせつるね ヤセツル子 １３８５－１３８７ ９－１２ 120

泰阜村 鍬不取 やせつるね ヤセツルネ 2786 38 96

阿智村 駒場 やせづるね ヤセヅルネ ２２３２～

阿智村 智里 やせね ヤセネ １７８～

阿南町 富草 やせね ヤセ根 7945～7947

阿南町 富草 やせね ヤセ子 8805～8810

阿南町 大下条 やせね ヤセ子 925～931

下條村 陽皐 やせね ヤセネ ５９３２～５９３７

泰阜村 南山 やせね ヤセ子 7201 72 159

泰阜村 南山 やせね 屋セ根 7199-7200,7205 72 159

泰阜村 左京 やせねさき ヤセネサキ 6035 53 106

阿南町 大下条 やせねばた ヤセネ畑 996

下條村 陽皐 やせねひかげ ヤセネ日かげ５９３８～５９４６

阿智村 智里 やせばた ヤセ畑 ４６５２，４６５５，４６５７～

阿智村 智里 やせばた 八畝畑 ４６５３～４６５４，４６５６

喬木村 氏乗 やせぼら やせ洞 11311-11315

天龍村 平岡 やせみね ヤセ峯 34 26 3

天龍村 平岡 やせみね 痩峯 2220 124 ,139 3

高森町 牛牧 やそうだ 弥惣田 ４６８－４６９，４７１－４７２ ５－１３ 120

高森町 牛牧 やそうばた 弥惣バタ ４５８－４６５ ５－１３ 120

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

阿智村 智里 やぞうばた 弥造畑 ２３２８～



524

豊丘村 神稲 やぞえ 屋添 １９４６－ 二－4 85

阿南町 富草 やそしま 八十島 803～808

阿智村 駒場 やだいら 家平 ２２２８ノ１

豊丘村 神稲 やだいら 屋平 １０００６－ 五－3 108

豊丘村 神稲 やだいら 矢平 １００１０－１００１４ 五－3 108

泰阜村 南山 やだいら 屋平 7449-7450 45,46 159

下條村 睦沢 やたけ 矢岳
７７７７，７８０４，７８０９～７８１０，７８１２～７８２７，７８３０
～７８３２，７８９５，７８９９

根羽村 田島 やだけ 矢竹 342～349，396

根羽村 田島 やだけいのした 矢竹井ノ下 384～388

根羽村 田島 やだけおおみちうえ 矢竹大道上 350～352

根羽村 田島 やだけさかみちした 矢竹坂道下 384～396

根羽村 田島 やだけみちあい 矢竹道合 355

根羽村 田島 やだけみちうえ 矢竹道上 369～373イ

根羽村 田島 やだけやまみちあい 矢竹山道合 356～359

根羽村 田島 やだけやまみちした 矢竹山道下 360～364

松川町 生田 やだし 矢出し ７３４８－７３５３ 134

阿智村 浪合 やたて 矢立 ７～

天龍村 神原 やたて ヤタテ 4583-1,2 144 ,159 282

天龍村 神原 やたて ヤタテ 4320 119 ,134 282

天龍村 神原 やたら ヤタラ  4583-3 144 287

喬木村 富田 やたるどりや ヤタルドリヤ 15023-15034 4 33

泰阜村 南山 やだれざわ ヤタレ沢 7401 76 159

阿智村 伍和 やたろうかいと 弥太郎垣外 ６７４６～６７５３

高森町 大島山 やたろうがいと 弥太郎垣外 ４７０－４７４ ６－１１ 120

阿南町 和合 やたろうやしき 弥太郎屋敷 1762～1763

松川町 元大島 やたろく 弥太六 ２０３６－２０３８，２０４１，２４４１－２４４３ 38 134

喬木村 富田 やたろくばた 弥太六畑 14840-14841 4 34

天龍村 平岡 やたろとちばやし
ヤタロ杤林
（黒石高久立
谷ノ内）

700-701 8 ,15 127

天龍村 神原 やつあし 八ツ足 5248-5262，5269 104 303

下條村 睦沢 やつぎだ 八十次田 １０９５～１０９７

天龍村 平岡 やつくらばた ヤツクラ畑 1168 61 38

天龍村 平岡
やつくらばたくろみが
ふれ

やつ倉畑黒ミ
がふれ

2087 111 51

下條村 陽皐 やつぞね 八曽根 ６５６～６６０

根羽村 田島 やつだ 八ツ田 131～134，146

阿南町 和合 やつぼ 矢坪 1675，1680～1689，1693～1695

阿南町 大下条 やとこ ヤトコ 2723～2727

阿南町 大下条 やとこほら ヤトコホラ 644～647

大鹿村 大河原 やながせ 柳ヶ瀬 55～57

大鹿村 大河原 やながせ 柳ヶ瀬 55～57

天龍村 平岡 やなぎいど 栁井戸 847 22 131

喬木村 加加須 やなぎがくぼ 柳ｹ久保 5676
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泰阜村 黒見 やなぎがくぼ 柳ｹ窪 4433 30,32 73

下條村 睦沢 やなぎがほら 柳木ヶ洞 ５３１０～５３１３

泰阜村 左京 やなぎがほら 柳ｹ洞 5533,5542,5547-5550 51 39

泰阜村 万場 やなぎがほら 柳ｹ洞 3722-3730,3733,3735,3737-3739,3744-3760 21,34 39

松川町 元大島 やなぎくね 柳く祢 １２７０ 38 134

喬木村 加加須 やなぎくぼ 柳久保 5680-5682

豊丘村 神稲 やなぎくぼ 柳久保
５０８５，５１２４－５１２７，５７５５－５７７０，５９８０－５９８
３，６１１７－６１２０，９８４７，９８７３，１０４５１－１０４６１

二－6 50

松川町 生田 やなぎくぼ 柳久保 ３４１８－３４２２，３４３４－３４３６ 43，44 134

松川町 生田 やなぎくぼひかげ 柳久保日陰 ３４３７ 44 134

豊丘村 神稲 やなぎざか 柳坂 ６５３３－６５３６ 五－5 116

阿智村 智里 やなぎさわ 柳沢 ５０６３～５０７２

阿南町 大下条 やなぎさわ 柳沢 1404，1408～1416，1441～1442，1444，1459～1537

大鹿村 大河原 やなぎさわ 柳沢 2152～2153

大鹿村 大河原 やなぎさわ 柳沢 5086～5090，5104～5120

喬木村 氏乗 やなぎさわ 栁沢 9974,10354-10358,11454-11455,11464

天龍村 神原 やなぎさわ 桺沢
2625,2630-2631,2635,2637,2640,2644-2657,2660-
2662,2664,2668

177 ,186 236

松川町 生田 やなぎさわ 柳沢 ３１４５－３１５７ 32，42 134

泰阜村 南山 やなぎさわ 柳沢 6407､6470-6476,6478,6480,7271 72 159

喬木村 氏乗 やなぎさわかわら 柳沢川原 10352-10353,10357-10371

松川町 大島 やなぎさわたなだ 柳沢棚田 ３１５８－３１６０ 32 135

阿南町 富草 やなぎしたひがし 柳下東 455～457，460～462

大鹿村 鹿塩 やなぎしま 桺島 4110～4116，4122～4123，4127～4130，4134

大鹿村 鹿塩 やなぎしま 柳島 1626～1627，3419～3429，3433～3434，3438～3467？

高森町 山吹 やなぎしま 柳島 ４４７２－４４９１，４５０６－４５３０，４５３９－４５６２ １１－８ 120

高森町 吉田 やなぎしま 柳島 ２３２９－２３５７ ９－１１ 120

天龍村 神原 やなぎしま 柳島
4254，4274-4281，4283-4284，4287-4291，4293-4295，
4308-4309

119 279

豊丘村 神稲 やなぎせ 柳瀬 ３４６４－３４８８ 二－5 13

阿智村 春日 やなぎだ 柳田 １８３２～１８６２

阿智村 伍和 やなぎだ 柳田 ４３４６～

阿智村 伍和 やなぎだ 柳田 ６３１～６３２，６６１～６６４

阿南町 富草 やなぎだ 栁田 8551～8555，8560～8567，8576～8558

豊丘村 神稲 やなぎだいら 柳平 ５５７２－ 五－2 53

平谷村 合川 やなぎだいら 柳平 １７７－１８７，１９４－１９７，２８３，１５２８－１５３９

平谷村 ムク沢 やなぎだいら 柳平

豊丘村 神稲 やなぎだいらした 柳平下 ３７２３，３７２５

豊丘村 神稲 やなぎたぐち 柳田口 ６５５５－６５６５ 五－5 116

阿南町 大下条 やなぎつぼ 栁坪 1346～1355

喬木村 伊久間 やなぎつぼ 柳壺 15754

豊丘村 神稲 やなぎつぼ 柳坪 １２９３－１２９６ 二－3 10

松川町 大島 やなぎつぼ 柳坪 ９５３－９６１，９８２ 18 28

大鹿村 鹿塩 やなぎなり 柳鳴 1595－

阿南町 富草 やなぎね 柳根 1916
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高森町 山吹 やなぎのき 柳ノ木 ２６２２－２６２３ 121

阿南町 富草 やなぎのくち 栁ノ口 6491～6495

天龍村 平岡 やなぎのくぼ 柳ノ久保 1747 83 63

阿南町 旦開 やなぎのもと 柳ノ本 852～857

大鹿村 大河原 やなぎはらまるばた
上蔵山の内
柳原丸畑

4828～4831

阿南町 富草 やなぎほら 柳洞 1046～1051

下條村 睦沢 やなぎほら 栁洞 ３９１２～３９１５，４１０７，４１８８～４１９０，４２７６

泰阜村 南山 やなぎほら 柳洞 7443-7444 45,46,61 39

阿南町 大下条 やなぎぼら 栁洞 277～295

阿南町 富草 やなぎぼら 栁洞 9457～9459，9525～9535

下條村 陽皐 やなぎぼら 柳洞 ４８７５～４８７６

阿南町 富草 やなぎほらひかげ 柳洞日影 1074

阿南町 富草 やなぎほらひなた 柳洞日向 1093

天龍村 平岡 やなせ 屋那瀬 745-749 3 125

喬木村 小川 やなば ヤナバ 8784

喬木村 加加須 やなばこ やなばこ 5561

喬木村 加加須 やなばた やなはた 5566

喬木村 加加須 やなわ ヤナハ 5562

天龍村 平岡 やなわ 柳輪 81,172-173 47 114

高森町 牛牧 やぬき 矢抜 １１６０－１１６１，１１６４，１１６７，１１８７ ４－１２ 12

高森町 牛牧 やぬきいのうえ 矢抜井ノ上 １１６８－１１７０ ５－１２ 12

泰阜村 南山 やねまつ 屋根松 8765,8767-8773 94,108 160

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

阿南町 旦開 やのいしがみ 矢野石がみ 3629

阿南町 旦開 やのいしがみ 矢野石神 3627～3628，3630

阿南町 旦開 やのいりがいと 矢野入開土 3613，3619～3624

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

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

阿南町 旦開 やのかじやさわ 矢野カジヤ沢 3712～3713，3715

阿南町 旦開 やのがわはらだ 矢野川原田 3625～3626

阿智村 伍和 やのくぼ 屋ノ久保 ４１３０～４１３４，４１７３～４１７５，４１７７～４２００，４２０３

阿南町 旦開 やのた 矢の田 875～877

豊丘村 河野 やのの 矢ノ野 ７４８５－７４８６ 五－4 150

阿南町 旦開 やのまつばざか 矢野松葉阪 3657

下條村 睦沢 やのまわり 屋ノ廻リ ３５

天龍村 神原 やのみち 矢ノ道 5687 90 309

天龍村 平岡 やはぎ
ヤハギ（黒石
高久立谷ノ
内）

703-713 4 ,7 127

泰阜村 唐笠 やはず 矢ハズ 3984 12 21

天龍村 神原 やばす ヤバス 5926 54 ,66 318

阿智村 清内路 やはち 弥八 １３１７～

下條村 睦沢 やばみ ヤバミ ７２８８～７２９６，７３０３～７３０８



527

高森町 出原 やばら ヤバラ ４８３－４８６ ７－９ 121

松川町 生田 やばら 矢原 １９０４－１９１６ 20 34

天龍村 神原 やびつ
ヤビツ（郷戸
ヒラノ内）

218 56 29

天龍村 平岡 やびつ ヤビツ 400-401 ４８，４９ 29

阿南町 大下条 やぶ ヤブ 42

阿南町 大下条 やぶ ヤブ 787～792

喬木村 富田 やぶ 薮 13656

阿智村 浪合 やぶうえ 薮上 ３３２～３６７

泰阜村 南山 やぶがいと 藪垣外 7682 74 160

高森町 牛牧 やぶかげ ヤブカゲ ２２２６－２２２７ ６－１３ 121

阿南町 富草 やぶきわ 藪際 6701

阿南町 富草 やぶぎわのうえ 薮際上 7948～7950

天龍村 神原 やぶぐち 藪口 3712-3715 106 269

喬木村 大和知 やぶぐろ 薮ぐろ 11755-11757

阿南町 大下条 やぶこし 籔越 3889

下條村 陽皐 やぶこし 藪越 ３７５９

高森町 牛牧 やぶこし 薮コシ 1082 121

高森町 牛牧 やぶこし ヤブコシ 2080－2081，２２９３，２２９５－２２９６，２３０４，2372 ５－１２ 121

高森町 牛牧 やぶごし 薮ゴシ 1091 121

高森町 牛牧 やぶごし ヤフコシ 2294 ５－１２ 121

高森町 牛牧 やぶごし ヤブゴシ １２３２－１２３３ ５－１２ 121

阿南町 富草 やぶさわぼら 藪澤洞 7257～7259

天龍村 平岡 やふじ やふじ 2073 111 48

阿智村 春日 やぶした 薮下 ３２７８～３２７９

阿智村 春日 やぶした 籔下 ４４１～４４３，５７５～５８１

阿智村 駒場 やぶした 藪下 １２３９～１２４０

阿智村 智里 やぶした 薮下 ４３３７，４３７２～４３７３

阿智村 浪合 やぶした 薮下 ５１０～

阿南町 富草 やぶした 薮下 2085～2087

阿南町 富草 やぶした やぶ下 3056

阿南町 富草 やぶした 藪下 4240～4276，4335

阿南町 富草 やぶした 藪下 4639

阿南町 大下条 やぶした やぶ下 2712～2713

阿南町 大下条 やぶした 籔下 3675～3679

阿南町 富草 やぶした やぶ下 4621～4623，4632～4634，4654～4656，4675～4676

阿南町 富草 やぶした 薮下 8663～8665

下條村 陽皐 やぶした ヤブ下 ９５５

下條村 睦沢 やぶした ヤブ下 ７３２５

下條村 睦沢 やぶした 藪下 ２３９～２４０

下條村 睦沢 やぶした 藪下 ８５１３～８５１４

下條村 睦沢 やぶした 藪下

喬木村 富田 やぶした 薮下 12381-12383 1 34

喬木村 氏乗 やぶした 藪下 10419-10420
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喬木村 大和知 やぶした 薮下 11649-11652

高森町 出原 やぶした ヤブ下 328 ９－９ 121

天龍村 平岡 やぶした 籔下 101-102,110,122-123,142 47 115

豊丘村 河野 やぶした 薮下 ４９７２，５２９０－５２９３，５３３３－５３３７ 五－2 128

松川町 生田 やぶした 薮下 ３４，１３２ 56 135

松川町 元大島 やぶした 薮下 １３９９ 38 135

泰阜村 稻伏戸 やぶした 藪下 1318-1320,1401-1402,1405,1446 20 65

泰阜村 打沢 やぶした ヤブシタ 2448,2511-2512,2619,2681-2688 26，42 48

泰阜村 高町 やぶした 籔下 1064 19 48

泰阜村 怒田 やぶした ヤブ下 2885-2886,2893 41 48

泰阜村 怒田 やぶした ヤブシタ 2894 38 48

泰阜村 怒田 やぶした ヤブ下 2994-2995 38 48

泰阜村 南山 やぶした 藪下 7651,7829-7830,7859,7862-7863,8527 74 48

下條村 睦沢 やぶしたきんべえばた 藪下金兵衛畑１３９６

松川町 元大島 やぶぞい ヤフ添 １０６３ 46 135

阿智村 伍和 やぶた 籔田 １９４２～１９６３

阿智村 伍和 やぶた 藪田 ４３２３，４３４７～４３６０，４３６２

高森町 大島山 やぶた 薮田 ５５７，５５９－５６５，５９２－６００ ６－１１ 121

豊丘村 河野 やぶた 薮田 ３９４８，３９６３ 五－4 144

売木村 旭 やぶち 薮地 ６８２ハ～７２６，２６５６

阿智村 清内路 やぶちやま 矢渕山 １０４２～

阿南町 富草 やぶと ヤブト（下）？ 8407

泰阜村 南山 やぶとち 藪栩 7388 47 160

阿南町 大下条 やぶのうえ ヤフノ上 145

阿南町 和合 やぶのうえ 薮ノ上 2156

阿南町 富草 やぶのうえ 薮ノ上 7648

阿南町 大下条 やぶのうえ ヤブノ上 561～563

下條村 睦沢 やぶのうえ 藪ノ上 １８２９

根羽村 中野 やぶのうえ 薮ノ上 4380～4387，4395

阿智村 駒場 やぶのこし 藪ノ腰 ４０３，４０５，４７２～４７６，６１８

喬木村 富田 やぶのこし 薮ノ越 13659-13669 1 34

高森町 出原 やぶのこし ヤブノコシ １９３－１９４，２０６－２０８ ８－９ 121

豊丘村 河野 やぶのこし 薮ノ越 ４２２７，４２４４－４２４５，４２４７ 五－1 148

豊丘村 神稲 やぶのこし 藪ノ腰 ６７４１－６７４６，６７４８－６７４９ 二－5 25

泰阜村 打沢 やぶのこし ヤブノコシ 2318-2319 25 67

泰阜村 左京 やぶのこし ヤブノ越 5739 53 67

泰阜村 南山 やぶのこし 藪ノ腰 7228,7230,7681 72,74 67

喬木村 加加須 やぶのした 籔ノ下 5415

高森町 出原 やぶのした ヤブノ下 125 ８－１０ 121

泰阜村 南山 やぶのした 藪ノ下 7249 72,73 48

阿智村 伍和 やぶのまえ 藪ノ前 ２６６～２６８

阿智村 駒場 やぶのわき 藪ノ脇 ６２５～６２６

阿南町 大下条 やぶのわき ヤブノ脇 567
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喬木村 富田 やぶのわき 薮ノ脇 13653-13655 1 34

高森町 山吹 やぶはら 薮原 ５１５８，５２２５－５２２８ ９－６ 121

豊丘村 河野 やぶはら 薮原 ４９１９－４９２３ 五－2 61

松川町 元大島 やぶはら 籔原

５２１５ノ１，５２１５ノ３，５２１９ノ１，５２１９ノ３－５２２０ノ２，
５２２１ノ１，５２２１ノ３－５２２２ノ１，５２２２ノ３－５２２２ノ
８，５２２７，５２７５，５２７７ノ４－５２７８，５２８３－５２９７，
５２９９－５３５７，５３５９－５３６８，５３８５－５３９３

19，20
27

43

松川町 大島 やぶはら 籔原 １９４６ノ１～３，１９４７ノ２ 20 43

松川町 元大島 やぶはら 薮原 ３３０５－３３４５ 27 43

喬木村 大和知 やぶまわり 薮廻り 11758-11766

阿智村 智里 やぶやくし 藪薬師 １４２～

阿智村 伍和 やへいがいと 弥平垣外 １３８５～

天龍村 平岡 やへいじくりやま 弥平治栗山 2355 153 95

松川町 元大島 やへた ヤヘ田 ８６７－８６９，８７１－８８４ 54 135

松川町 元大島 やべた ヤベ田 ８６４－８６６，８８５ 54 135

大鹿村 大河原 やまあおいざわぐち 山葵沢口 5056－

天龍村 神原 やまいど 山井戸 543 69 165

喬木村 富田 やまかげ 山カケ 14381-14384

泰阜村 南山 やまかげ 山陰 7000-7003,7096 73 160

泰阜村 南山 やまかけばし 山掛橋 7693 75 160

阿智村 智里 やまかじ 山カジ １５６２～１５７２

豊丘村 神稲 やまがだ 山家田 ２２８１－２２９６，２３１７ 二－6 57

阿南町 富草 やまかみ 山神 8079

阿南町 富草 やまがみ 山神 5416，5466～5469，5512

阿南町 富草 やまがみ 山神 5925～5931

下條村 睦沢 やまがみ 山神 ５０２６

豊丘村 河野 やまがみ 山神 ５７９３，５７９５ 五－5 104

松川町 生田 やまがみ 山神 １５９１－１５９５ 57 14

泰阜村 高町 やまがみ 山神 1129 20 45

松川町 生田 やまがみいさわ 山神井沢 １３８０ 62 14

松川町 生田 やまがみおおみちした 山神大道下 １３７２，１３７４，１３７８ 62 14

松川町 生田 やまがみおざき 山神尾崎 １５９６－１５９７ 57，62 14

阿南町 和合 やまがみさわ 山神沢 515～516，1152～1154，1156

松川町 生田 やまがみさわ 山神沢 １３６４，１３７０，１３７９ 62 14

松川町 生田 やまがみさわいした 山神沢井下 １３８１ 62 14

松川町 生田 やまがみさわした 山神沢下 １３７１ 62 14

阿南町 大下条 やまがみした 山神下 1693～1695，1699

天龍村 神原 やまがみした 山神下 3038-3040,3066 137 247

豊丘村 河野 やまがみした 山神下 ４６６３－ 五－2 60

松川町 生田 やまがみした 山神下 １５９６－１６０１ 62 14

阿南町 大下条 やまがみそと 山神ソト 1673

天龍村 平岡 やまがみだ 山神田 551 35 124

豊丘村 河野 やまがみだいら 山神平 ４７３５－４７４４ 五－2 60

泰阜村 唐笠 やまがみだいら 山神平 3955 12 45
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泰阜村 黒見 やまがみだいら 山神平 4399 30 45

阿南町 和合 やまがみど 山神度 1958

阿南町 和合 やまがみど 山神渡 1959

泰阜村 唐笠 やまがみとうげ 山神峠 3955, 12,14 20

阿南町 大下条 やまがみのうしろ 山神ノウシロ 2958，　2964

天龍村 神原 やまがみのさわ 山神ノ沢 6112 11 ,20 323

阿南町 大下条 やまがみのまえ 山神前 2963，　2965

根羽村 一之瀬 やまがみはしきわ 山神ハシキハ4916

豊丘村 河野 やまがみばやし 山神林 １２８０－ 二－4 72

阿南町 大下条 やまがみはやしした 山神林下 2151～2152

松川町 生田 やまがみひかげ 山神日影 １５８９－１５９０，１５９２ 57 14

松川町 生田 やまがみひなた 山神日向 １３７3 14

松川町 生田 やまがみひら 山神ヒラ 3918-3926 53 14

松川町 大島 やまがみひら 山神平 3941-3948 53 14

泰阜村 平島田 やまがみほら 山神洞 3265-3268 40 114

豊丘村 神稲 やまがみぼら 山神洞 ５８２５－５８２８，６２２９ 五－5 120

豊丘村 神稲 やまがみぼら 山神 １０５２７－ 五－3 104

阿南町 大下条 やまがみまえ 山神前 2065～2072

根羽村 小川 やまかわら 山川原 4023～4026

高森町 山吹 やまきし 山キシ ３０１７－３０２２ ９－７ 121

泰阜村 南山 やまきし 山キシ 7088,7090-7092,7094 72,73 160

阿智村 智里 やまぎし 山岸 ２４１８～２４２８，２５４８～２５５２

阿智村 智里 やまぎし 山岸 ４１５～４１６，４４３

阿智村 浪合 やまぎし 山岸 １９６～

阿智村 浪合 やまぎし 山岸 ３４６～

阿智村 浪合 やまぎし 山岸 ８４３～８６１

阿南町 富草 やまぎし 山岸 7955

阿南町 大下条 やまぎし ヤマギシ 328～329

高森町 牛牧 やまぎし 山ギシ 1695 ５－１１ 121

高森町 牛牧 やまぎし 山岸 ９３５，　９３７ ４－１３ 121

高森町 山吹 やまぎし 山ギシ ２４３２，２５８９－２５９６，２９９８－３００１ ８－７ 121

高森町 山吹 やまぎし 山キシ ６０５４，６０５８－６０５９，６０６４－６０６５，６０９０－６０９５ １２－８ 121

泰阜村 南山 やまぎし 山岸 7078,7117 72,73 160

泰阜村 南山 やまきせ 山きせ 7075 73 160

下條村 陽皐 やまぎり？ 山きり ４６９２

阿南町 富草 やまきわ 山き王 5610～5611，5617～5619，5621～5624

阿智村 智里 やまぎわ 山ギワ ４１４～

阿南町 大下条 やまぎわ ヤマキワ 1097～1100

下條村 陽皐 やまぎわ 山際
２９２４～２９３７，２９３９～２９５４，２９６８～２９７５，２９７７
～２９９３，２９７７～３０００，３００４～３００５

下條村 陽皐 やまぎわ 山キハ ４６９４～４６９７

下條村 睦沢 やまぎわ 山キワ

泰阜村 左京 やまぎわ 山キハ 5700-5702 53 106
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泰阜村 南山 やまぎわ 山際 7079-7080,7101-7102 72,73 106

下條村 陽皐 やまぎわきくえもんだ
山際菊右エ
門田

２９６４～２９６７

阿南町 富草 やまぐち 山口
1118～1137，1144～1145，1116～1151，1178～1181，
1188～1189

阿南町 富草 やまぐち 山口 1861～1862

阿南町 富草 やまぐち 山口 2273～2277，2287～2291

阿南町 富草 やまぐち 山口 5342～5343

下條村 陽皐 やまぐち 山口 ５６５７～５６５８,５８７４ノ１，５８７５ノ２

下條村 陽皐 やまぐち 山口 ６０７７，６０８９～６０９３，

下條村 陽皐 やまぐち 山口

下條村 陽皐 やまぐち 山口

喬木村 富田 やまぐち 山口 14046-14060 3 34

豊丘村 神稲 やまぐち 山口 １９１３－１９１９，１０８７６－１０８８６ 二－4 86

松川町 大島 やまぐち 山口 １３８８－１４０４ 18 135

松川町 上片桐 やまぐち 山口 592 4 135

阿南町 富草 やまぐちいっかんめ？ 山口壱貫目 1162～1167

下條村 陽皐 やまぐちうえ 山口上 ５８６３～５８６４

阿南町 富草 やまぐちかみそうべえ 山口上惣兵衛1152～1160

豊丘村 神稲 やまぐちざか 山口坂 １０３９５－

阿南町 富草 やまぐちしじゅうかり 山口四十苅 1173～1177

阿南町 富草 やまぐちしたはっぴゃく 山口下八百 1168～1172

阿南町 富草 やまぐちすぎぼら 山口杉洞 1161

阿南町 富草 やまぐちすももがだいら山口李ヶ平 1182～1186

喬木村 小川 やまくろ 山クロ 6188

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

高森町 牛牧 やまこし 山コシ
１６５９－１６６５，１６６９－１６７１，２４６０，２４７０，２４７２
－２４７４

５－１１ 121

高森町 牛牧 やまこし 山腰シ ８５０－８５１ ４－１３ 121

高森町 牛牧 やまこし 山腰 ８５２－８５４イ ４－１３ 121

阿智村 浪合 やまごし 山腰 ９８７～

高森町 下市田 やまごし 山越 １６８２－１７３６ ８－１３ 121

喬木村 大島 やまこせ 山コセ 9454,9456-9463,9466-9475

高森町 牛牧 やまこせ 山コセ ８５５，1196－1197，１６５４，　１６７２ ４－１３ 122

高森町 牛牧 やまこや 山コヤ ８５４ロ ４－１３ 122

下條村 陽皐 やまさき 山さき ４６８５，　４６９８，４９０３

高森町 吉田 やまさき ヤマサキ ２６２２－２６５４ 122

阿智村 春日 やまざき 山崎 ２１１０～２１１２

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

下條村 睦沢 やまざき 山崎 ８５９４，８８１５～８８１８

喬木村 小川 やまざき 山崎 7063

喬木村 伊久間 やまざき 山﨑
15061,15063-15064,15066-15069,15073-15078,15099-
15122

喬木村 伊久間 やまざき 山﨑
15434-15435,15452-15454,15457-15473，15476,16509-
16510,16530-16534

高森町 大島山 やまざき 山崎 ８８７－８８８，８９１－９７３，１０１３－１０５４，１１３４ ６－１０ 122



532

松川町 生田 やまざき 山﨑 ７１５－７１８ 56 135

泰阜村 南山 やまざき 山﨑 6776 72 160

喬木村 伊久間 やまざきおおみちうえ 山﨑大道上 15062ﾉ1,15070

喬木村 伊久間 やまざきそと 山﨑外 15138,15141-15148,15224,15228,15229

平谷村 ムク沢 やまざわ 山沢 ８１５－８１９

阿南町 富草 やました 山下 1261～1263

阿南町 和合 やました 山下 2118，2131，2133～2135

天龍村 神原 やました 山下 467 57 42

天龍村 神原 やました 山下 1313，1353-1355，1358-1359 124 42

天龍村 神原 やました 山下 5538 105 42

天龍村 平岡 やました 山下 1659-1660 70 42

天龍村 平岡 やました 山下 1478 ７３，８５ 42

泰阜村 柿野 やました 山下 3627-3629 37 38

泰阜村 鍬不取 やました 山下 2849-2850,2868-2870 38 38

泰阜村 南山 やました 山下
6230,6515,7130-7135,7219,7247,7250-7251,7691-
7692,7694-7698,7748-7749,7753-7757,7759,7894-7896

70,72,74 38

天龍村 神原 やましたかみ 山下上 873 81 42

根羽村 中野 やましたかんのん 山下観音 4301～4303

天龍村 神原 やましたした 山下下 871 81 42

天龍村 神原 やましたなか 山下中 872 81 42

天龍村 神原 やましたみちうえ 山下道上 870 81 42

天龍村 神原 やましたみちした 山下道下 868-869 81 42

泰阜村 南山 やましばたち 山柴立 8747 107,109 161

阿智村 伍和 やましんでん 山新田 ２０７８～

阿南町 大下条 やますみ 山住 2741～2747

泰阜村 打沢 やまずみ 山住 1976-1997,2001-2004 18，21 38

泰阜村 高町 やまずみ 山住 856-859,,933-937,941-942 18,21 38

泰阜村 万場 やまずみ 山住 3876-3887,3924-3927 34 38

泰阜村 高町 やまずり 山釣 993-999,1003 19 41

阿智村 駒場 やまだ 山田 １５１９～１５２３

阿南町 富草 やまだ 山田 7013

阿南町 大下条 やまだ 山田 1517～1521，1525

阿南町 大下条 やまだ ヤマダ 1609～1610

阿南町 大下条 やまだ 山田 1647，1652，1654～1657，1689，1724～1727，1731，1732

阿南町 富草 やまだ 山田 7197～7198

下條村 陽皐 やまだ 山田 ２９１９

下條村 陽皐 やまだ 山田 １８６５～１８７１，１９５２～１９５５

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

喬木村 伊久間 やまだ 山田 16212-16233,16235-16241,16243-16246，17335

高森町 牛牧 やまだ 山田 1655 ５－１２ 122

高森町 牛牧 やまだ ヤマダ 1714 ５－１２ 122

豊丘村 神稲 やまだ 山田 ３４９１－３４９３，３５０８－３５０９

阿南町 大下条 やまだした 山田下 1688

喬木村 伊久間 やまだしんでん 山田新田 15625
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根羽村 小戸名 やまつじ 山辻 3242～3246

天龍村 神原 やまて 山手 3914-3915,3940-3941 106 271

天龍村 神原 やまて 山手 5517 104 271

阿南町 大下条 やまてまつ 山手松 778

豊丘村 河野 やまてやま 山手山 ４４６８－ 二－4 60

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

泰阜村 高町 やまどりぼら 山鳥洞 1133 8,20 16

阿南町 大下条 やまなか 山中 2099～2100，2108

下條村 陽皐 やまなか 山中
２１４９～２１４５，２１７２～２２０２，２２１５～２２１８，２２２９
～２２３０，２２３５～２２４０

下條村 陽皐 やまなか 山中
６１２１～６１２３，６２２９～６２３０，６２３２，６３０２，６３０
５，６３０８

松川町 大島 やまなか 山中 ４８１－４８９ 14 23

泰阜村 唐笠 やまなか 山中 4082,4089-4091 14 29

泰阜村 黒見 やまなか 山中 4190 17 29

下條村 睦沢 やまなかがいと 山中垣外 ５００６～５００９

下條村 睦沢 やまなかがいと 山中垣外

天龍村 神原 やまなかざわ 山仲沢 1993　, 1995 ,2213 ,2221-2226 179 219

天龍村 神原 やまなかさわぐち 山仲沢口 2230 179 219

天龍村 神原 やまなかざわひかげ 山仲沢日陰 1994 168 219

天龍村 神原
やまなかざわりょうむ
き

山仲沢両向 2214 179 219

阿南町 大下条 やまなかだ 山中田 1443，1454，1456～1458

阿南町 富草 やまなかのた 山中ノ田 8336～8342

泰阜村 唐笠 やまなかぼら 山中洞 4083-4085 17 29

下條村 陽皐 やまなかやけしざわ 山中ヤケシ沢６２２８

天龍村 神原 やまなかやま 山仲山 1978-1979，1984，1988-1990 179 219

天龍村 神原 やまなかやまねみち 山仲山根道 1987 180 219

阿南町 大下条 やまなし 山梨子 3853

天龍村 神原 やまなし 山梨 98

天龍村 平岡 やまなし 山ナシ 2325-2326 154 94

泰阜村 南山 やまなし 山ナシ 7180-7181 73 161

泰阜村 南山 やまなし 山梨 7147-7149,7154 73 161

松川町 生田 やまのうしろ 山ノ後 ２９６５－２９７７，２９８３ 4040 135

松川町 生田 やまのうしろくち 山ノ後口 ２９７９，２９８３ 31 14

泰阜村 南山 やまのかけばし 山ノ掛橋 7746-7747

阿智村 春日 やまのかみ 山神 １２３９～１２４２

阿智村 伍和 やまのかみ 山の神 ４１７０～４１７２，４２０４～４２１０

阿南町 富草 やまのかみ 山ノ神 1086～1090

阿南町 富草 やまのかみ 山之神 1928～1938

阿南町 和合 やまのかみ 山ノ神 489

阿南町 大下条 やまのかみ 山神 3690～3694

下條村 陽皐 やまのかみ 山神 ２８５０

下條村 陽皐 やまのかみ 山神 ４９３５～４９３６

喬木村 大和知 やまのかみ 山ノ神 11508-11514
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高森町 牛牧 やまのかみ 山ノ神 ３７３－３７９ ６－１３ 122

豊丘村 河野 やまのかみ 山ノ神 ３１７５－３１８１ 五－1 131

豊丘村 神稲 やまのかみ 山ノ神 １０５３５－１０５３７，１０５６６－１０５７０，１２５１６ 五－3 104

根羽村 小戸名 やまのかみ 山ノ神 3400

根羽村 中野 やまのかみ 山神 4432

根羽村 横畑 やまのかみ 山ノ神 4533～4538，4561

松川町 生田 やまのかみ 山ノ神 ６１６７，2786，2788 31 14

松川町 上片桐 やまのかみ 山ノ神 ２７４５－２７４９ 11 14

松川町 元大島 やまのかみ 山之神 ９７１－９７３ 46 14

松川町 元大島 やまのかみ 山ノ神
１７７６－１７７７，１７８４－１７８５，１８１５－１８１６，１８１９
－１８２０，１８２７－１８３２，１８３９－１８４０，２７８６－２７
８８

28 14

泰阜村 左京 やまのかみ 山の神 5786,5790,5797-5798 51,53 45

泰阜村 高町 やまのかみ 山ノ神 948-952, 1002, 19,21 45

泰阜村 南山 やまのかみ 山の（ノ）神
6184,6351-6355,6358,6365-6369,6374,6380-6381，
6390,6426,6455,6466

74,93 45

泰阜村 南山 やまのかみ 山ノ神 7832,8032 70,74 45

根羽村 中野 やまのかみいのうえ 山神井ノ上 4430

根羽村 田島 やまのかみいのした 山神井下 203～204

阿南町 大下条 やまのかみうえ 山神上 3108

喬木村 加加須 やまのかみうえ 山ノ神上 5516ﾉ2

豊丘村 河野 やまのかみうえ 山ノ神上 ５７９６－５７９９ 五－5 131

根羽村 中野 やまのかみうえ 山ノ神上 4307

大鹿村 大河原 やまのかみうえした 山ノ神上下 4205－

喬木村 氏乗 やまのかみうえだいら 山ノ神上平 11162-11166

阿南町 富草 やまのかみうしろ 山ノ神後 2541～2546

高森町 山吹 やまのかみくぼ 山の神久保 ７０８４－７０９１，７１００，７１０２－７１２６ ８－５ 122

大鹿村 鹿塩 やまのかみけいだい 山ノ神境内 2306－

阿南町 和合 やまのかみさわ 山神沢

下條村 睦沢 やまのかみさわ 山ノ神沢 ７００９

天龍村 平岡 やまのかみさわ 山神沢 78 46 ,47 114

根羽村 檜原 やまのかみさわ 山之神沢 1049ﾛ，1051ノ2？

松川町 生田 やまのかみさわ 山ノ神沢 １９１９，５８５５－５８６０，５８６２－５８６３ 50 14

松川町 生田 やまのかみさわでぐち
山ノ神沢出
口

１９１８ 50 14

松川町 生田
やまのかみさわにしひ
ら

山ノ神沢西
平

５８６１ 50 14

松川町 生田
やまのかみさわひが
しひら

山ノ神沢東
平

５８６４－５８６５ 50 14

阿智村 駒場 やまのかみした 山ノ神下 １８０８～

阿南町 富草 やまのかみした 山ノ神下 1788～1789

下條村 陽皐 やまのかみした 山ノ神下 ３３７９～３３８２

喬木村 小川 やまのかみした 山神下 8605

喬木村 小川 やまのかみした 山ノ神下 9045,9053-9054

喬木村 大和知 やまのかみした 山ノ神下 11560-11567
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豊丘村 河野 やまのかみした 山ノ神下
５７８６－５７８９，５７９１，５７９４，５８０８－５８０９，５８１１
－５８１２

五－6 131

豊丘村 神稲 やまのかみした 山ノ神下 １０２２０－

根羽村 横畑 やまのかみした 山ノ神下 4624

根羽村 一之瀬 やまのかみした 山神下 4915ｲ

阿南町 大下条 やまのかみじり 山ノ神尻 823～828

高森町 吉田 やまのかみだいら 山ノ神平 2957 122

松川町 生田 やまのかみにしひら 山ノ神西ヒラ １９２０－１９２１ 57 14

根羽村 中野 やまのかみのした 山ノ神ノ下 4425～4427

松川町 生田 やまのかみひかげ 山ノ神日影 ７９３７ 56 14

阿南町 富草 やまのかみひら 山神平 6357～6358，6380～6382

下條村 陽皐 やまのかみひら 山ノ神平 ５９７８

松川町 生田 やまのかみひら 山の神平 １２４７－１２４９ 56 14

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

喬木村 富田 やまのかみほら 山神洞 14715

下條村 睦沢 やまのかみぼら 山ノ神洞 ２３０２～２３０５

下條村 陽皐 やまのかみぼら 山神洞 ４９３４，４９３７～４９４２

阿智村 浪合 やまのかみまえ 山ノ神前 ８～

下條村 陽皐 やまのかみまえ 山神前 ２８０７～２８０９

根羽村 新井 やまのかみまえ 山神前 501～502

根羽村 小戸名 やまのかみまえ 山神前 3237～3238

根羽村 中野 やまのかみまえ 山ノ神前 4305

根羽村 取手 やまのかみまえ 山ノ神前 4715

根羽村 新井 やまのかみまえおおみちうえ山神前大道上503

下條村 睦沢 やまのかみまたぼら 山神又洞 １７１５

根羽村 中野 やまのかみみちうえ 山ノ神道上 4428

根羽村 一之瀬 やまのかみみちした 山神道下 4913

阿南町 大下条 やまのかみもと 山ノ神本 2413～2420

喬木村 小川 やまのかみやまばた 山神山畠 9046-9047

根羽村 万場瀬 やまのきし 山ノ岸 1427～1433，1520

阿南町 和合 やまのくぼ 山ノ久保 1671

高森町 牛牧 やまのこし 山ノ腰シ 849 ４－１３ 121

豊丘村 河野 やまのこし 山ノ越 ４２３２－４２３４ 五－1 149

根羽村 万場瀬 やまのこし 山ノ腰 1576

根羽村 町 やまのこし 山ノコシ 2038～2039

根羽村 小川 やまのこし 山ノ越 3762

根羽村 中野 やまのこし 山ノ越 4274

根羽村 取手 やまのこし 山ノ腰 4766

根羽村 中野 やまのこしはつた 山ノ越發田 4304

高森町 吉田 やまのさき 山ノサキ ７７１－７７８，９７２－９７４ ７－１１ 122

根羽村 小川 やまのした 山ノ下 3724

根羽村 中野 やまのした 山ノ下 4255～4265

根羽村 横畑 やまのした 山ノ下 4665～4666

根羽村 取手 やまのした 山ノ下 4726
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下條村 陽皐 やまのた 山ノ田 １３１４～１３１９，１３２６～１３３４，１３４３～１３５５

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

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

高森町 出原 やまのた 山ノタ 428 ８－９ 122

高森町 山吹 やまのた 山の田 １６０－１６５，１６９－１７０，１７２－１７４ ９－１０ 122

松川町 生田 やまのた 山の田 ２００－２３９, １２１０，１２２２－１２２５ 48, 56 135

泰阜村 唐笠 やまのた 山ノ田 3931-3933 12 16

泰阜村 高町 やまのた 山ノ田 1134 8,20 46

阿智村 伍和 やまのたいら 山ノ平 ４８０６～４８０９

泰阜村 南山 やまのたいら 山ノ平 8822-8823 95 161

泰阜村 高町 やまのたうえ 山ノ田上 1143,1144 8,19 16

泰阜村 高町 やまのたえだぼら 山ノ田エダ洞 1000-1001 19 16

泰阜村 高町 やまのたした 山ノ田下 1145 8,20 16

天龍村 平岡 やまのて 山ノ手 462-470 35 123

下條村 睦沢 やまのてら 山ノ寺 ７８２９，７８３３～７８３５，７８４１～７８４７，７８５７～７８５８

下條村 陽皐 やまのてら 山ノ寺

松川町 大島 やまのなか 山ノ中 ２４１，２５２－２５８，２６１－２６２，３９９－４１９ 14 23

喬木村 加加須 やまのはた 山ノ端
5540-5541,5543-5546,5550-5551,5552ﾉ3-5552ﾉ6､5552ﾉ
9,5557ﾉ2,5557ﾉ1

高森町 出原 やまのはた 山ノハタ ４１６－４２７，４２９－４３５ ８－９ 122

喬木村 富田 やまのぼりたて 山登立 14543-14551 4 34

松川町 元大島 やまば 山場 ５７５－５７６ 46 135

高森町 牛牧 やまはた 山ハタ １８９８－１８９９，１９０１－１９０４ ５－１１ 122

阿南町 富草 やまばた 山畑 1257～1259

阿南町 大下条 やまばた 山畑 1530～１５３１

阿南町 富草 やまばた 山畑 7190～7196

阿南町 富草 やまばた 山畑 7975～7976

豊丘村 河野 やまばた 山畑 ４０９９－４１３０ 五－4 146

泰阜村 南山 やまばた 山畑 8109-8110 89 161

天龍村 神原 やまぶき 山吹 3460-3464 107 255

根羽村 町 やまぶき 山吹 2047～2061，2079

松川町 生田 やまぶきさわ 山吹沢 ３２９３－３２９４，３２９７－３３１２，３５９６ 43 135

喬木村 富田 やまぶきづか 山吹塚 14744 4 34

根羽村 町 やまぶきみちうえ 山吹道上 2066～2068

高森町 吉田 やまぶし 山伏 1703 ７－１０ 122

豊丘村 河野 やまぶしだ 山伏田 ９４６－９４７ 二－4 79

阿智村 伍和 やまぶしづか 山伏塚 １６０９～１６１５

阿智村 伍和 やまぶしづか 山伏塚 ５６６４～５６６５

阿南町 富草 やまぶしづか 山伏塚 6522

下條村 睦沢 やまぶしづか 山伏塚 ２５３７，２５４２～２５４５

下條村 陽皐 やまぶしづか 山伏塚 ６２１１，　６２５９

喬木村 富田 やまぶしづか 山伏塚 14745-14754 4 36

喬木村 大和知 やまぶしづか 山伏塚 11797
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高森町 牛牧 やまぶしづか 山伏ツカ １８７２，　１８７７ ５－１１ 122

豊丘村 神稲 やまぶしづか 山伏塚 １３１３－１３１６，１３２０－１３２４，１３２７－１３３０ 二－3 10

松川町 生田 やまぶしづか 山伏塚 ７５６－７６９ 56 136

泰阜村 平野 やまぶしづか 山伏塚 4595 35 115

泰阜村 南山 やまぶしづか 山伏塚 6588 55,70 115

天龍村 平岡
やまぶしづかなぎえだ
に

山伏塚名木
恵谷

422 35 ,46 122

天龍村 平岡
やまぶしづかなぎえだ
に

山伏塚名木
恵谷

437,440-459 35 122

阿南町 富草 やまぶしとうげ 山伏峠 6533

根羽村 萸野 やまぶしばた 山伏畑 2969

阿南町 富草 やまふろ 山風呂 ７３～９５，１０３～110

阿南町 富草 やまふろてらだ 山風呂寺田 97

高森町 山吹 やまべいち 山部位置 ６３３－６４４ ９－９ 123

喬木村 氏乗 やまぼっし 山ボッシ 10606

喬木村 小川 やまみち 山道
8492,8500-8501,8505,8514,8521,8526，8529，
8531,8565,8582,8585-8586,8593,8607-8608,8986-
8987,9107

根羽村 田島 やまみちした 山道下 353～354

松川町 上片桐 やまみちばた 山道畑 ５２８，５４１イ，３９８３－３９８４ 6 4

松川町 上片桐 やまみちばた 山道端
３１３４，３１６９－３１７０，３１７２，３１８２－３１８４，３９８７
－３９８８

14，15 4

阿南町 富草 やまみちわき 山道脇 1407～1408

阿南町 富草 やまみちわき 山道脇 1848

泰阜村 南山 やまみね 山峯 6638 56 161

泰阜村 高町 やまむきばた 山向畑 1142 8,20 18

阿智村 清内路 やまむしがたいら 山ムシガ平 ３０７０～３０８７

天龍村 神原 やまもし 山モシ 4494 131 285

下條村 睦沢 やまや 山屋

泰阜村 南山 やもり 八森 7506 74 161

泰阜村 南山 やもりみちうえした 八森道上下 7505 74 161

阿南町 大下条 やよおかだ ヤヨ岡田 597

阿智村 清内路 やらうず ヤラウス ５０８～５１０

下條村 陽皐 やりのえ 槍ノ柄 ２３２３～２３２５

下條村 睦沢 やわたづるね 八幡釣根 ４０

松川町 上片桐 やわたみち 八幡道 ５４８－５５３，７４０ 6 4

阿南町 富草 やんぎしたみちうえ 柳下道上 450～454

阿南町 大下条 やんじょう ヤンジヤウ 1931,　1935

阿南町 大下条 やんじょう ヤン上 2005～2009

阿南町 大下条 やんじょうばた ヤンジャウバタ1999～2001

阿南町 大下条 やんじょさわ？ ヤン上沢 1938～1939

天龍村 神原 やんぶしだいら
ヤンブシ平
（郷戸ヒラノ
内）

186-189 44 142

大鹿村 大河原 ゆいじん 由井神 3745～3746

大鹿村 大河原 ゆいじん 由井神 5209～5210

大鹿村 大河原 ゆいじんやま 由井神山 5261～5267
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下條村 陽皐 ゆうがおぐら 夕顔蔵 ４７０８，４７１０～４７１５，４７１８

阿南町 大下条 ゆうばた ユウ畑 3578～3579

阿南町 富草 ゆうひあたり 夕日当り 4827～4835

大鹿村 鹿塩 ゆうみち 遊道 4318－

大鹿村 大河原 ゆおれゆのうしろ 湯オレ湯ノ後 5025～5029

高森町 牛牧 ゆがほらぐち 湯ヶ洞口 2870 ４－１３ 123

高森町 牛牧 ゆがほらひかげ 湯ヶ洞日カゲ ２８８１－２８８２ ３－１３ 123

高森町 牛牧 ゆがほらひなた 湯ホラ日向 2871 123

高森町 牛牧 ゆがほらひなた 湯ヶ洞日向 ２８７２，　２８８０ ３－１３ 123

高森町 牛牧 ゆがほらひなた 湯ヶホラ日向 2873，　2879 123

阿智村 春日 ゆかわざわ 湯川沢 １６５７，１６５９～１６６７

阿智村 春日 ゆかわざわ 湯川沢
２９０６ロ，２９３３，３０２１～３０２４，３０２７～３０３４，３０３
６～３０３９，３０４３～３１０７，３１１１～３１２０，３１２３～３
１３１

松川町 生田 ゆきおれまつ 雪折松 １９７７ 49 136

阿南町 和合 ゆきつら？ 行連 2033～2036

阿智村 春日 ゆきよし 行吉
２１０５，２１０７，２１１３～２１１４，２１１７～２１１８，２１２５
～２１３４

阿智村 春日 ゆきよしいなば 行吉稲場 ２１１６～

下條村 陽皐 ゆきよしじんじゃ 尹良神社

阿南町 富草 ゆさか 湯坂 643～644，647～649

阿智村 伍和 ゆざわ 湯沢 ２８２～２８４

喬木村 小川 ゆざわ 湯澤 6327-6328

天龍村 神原 ゆずりは ユヅリハ 6110-6111 20 322

天龍村 神原 ゆたほら
ユタ洞（倉ﾉ
平ﾋﾗﾉ内）

1439 123 203

泰阜村 金野 ゆどの 湯殿 687-689 16 89

泰阜村 金野 ゆどのさわ 湯殿沢 87-95,706 15,16 90

大鹿村 大河原 ゆのうしろ 湯ノ後 5021～5024

大鹿村 大河原 ゆのうしろ 湯ノ後 5021～5024

阿智村 伍和 ゆのせ 湯ノ瀬 ７４９３～７５０７

下條村 睦沢 ゆのせ 湯ノセ ３９０５～３９１１，４２９３～４２９６

泰阜村 南山 ゆのたいら 湯ノ平 8093-8100 89 161

阿南町 富草 ゆば ゆば 6176～6178

天龍村 神原 ゆば ユバ 2348

天龍村 神原 ゆぶね ユブネ（大久名平ノ内）418-420，422-424 70 160

天龍村 神原 ゆぶね ユブネ 487 81 160

天龍村 神原 ゆぶね ユブネ 883-884 81 160

阿南町 大下条 ゆほら 湯洞 819～820

大鹿村 大河原 ゆまばた？ 由（田）間畑 4479－

阿智村 智里 ゆみのまた 弓ノ又 ４２６０～

喬木村 氏乗 ゆみば 弓場 9924-9928

天龍村 平岡 ゆみば 弓場 987ﾛ､1033-1036,1039-1047,1057 48 35

阿南町 和合 ゆみばや 弓ばや 1281，1388～1391

高森町 牛牧 ゆみや 弓矢 ７３８，７８５－７８６ ５－１３ 123
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高森町 牛牧 ゆみやざわ 弓矢沢
６０５－６０６，６１２，６１６－６１８，６２３－６３３，６３５－６３
７，６４０，６４２，６５１，６７３，６７６，７１５－７１６，７２７－７
３２，７３４－７３７，７３９，７４２，７４５，７４７－７４８

５－１３ 123

高森町 牛牧 ゆみやざわいばた 弓矢沢井ハタ ７９３－７９４，７９８ ５－１３ 123

高森町 牛牧 ゆみやさわいり 弓矢沢入 2888 123

高森町 牛牧 ゆみやざわかわばた 弓矢沢川バタ ５９２－５９３ 123

高森町 牛牧 ゆみやのさわ 弓矢ノ沢 714 ５－１３ 123

下條村 陽皐 ゆみやば 弓矢場

松川町 大島 ゆりのさわ 百合沢 １０４５ 17 136

阿智村 清内路 ゆりわりやま ユリワリ山 １０６１～１０６３

大鹿村 大河原 ゆるなぎ ゆるなぎ 4515～4516

根羽村 田島 よあごやしきみちうえ 弥吾屋敷道上285

阿智村 智里 よいちがいと 与市垣外 ２５５３～２５７０

高森町 牛牧 よいちがいと ヨイチガイト ３３２，３３５－３３６ ６－１３ 123

高森町 牛牧 よいちがいと 与一垣外 ３３３－３３４，３４３ ６－１３ 123

豊丘村 河野 よいちだ 與市田 ６１８６－６１９５ 五－4 137

下條村 睦沢 よいちばた 与市畑 ２７６

阿智村 伍和 よいちぼら 与一洞 １３１０～

松川町 生田 よいちぼら 與一洞 ４６９１ 52 136

豊丘村 神稲 よいちやしき 與市屋敷 ６１８６－６１９５ 五－4 137,166

豊丘村 河野 よいちやしき 与市屋敷 ５６９５－５９７１ 五－4 137,166

高森町 山吹 ようかいちば 八日市場
４０４６－４０６３，４１９５－４２３３，４２９３－４２９８，４３００
－４３０２

１０－８ 123

高森町 山吹
ようかいちばひがしだ
いら

八日市場東
平

４１９３－４１９４ １０－９ 124

喬木村 伊久間 ようかがほら 八カカ洞 16996

阿南町 富草 ようきちぶん 要吉分 6631

根羽村 小戸名 ようじがしま ヨウジガ嶋 3424ｲ～ﾍ

大鹿村 大河原 ようしやなぎ 養子柳 4523－

天龍村 平岡 ようつ ようつ 49-55 ２５，３７ 5

天龍村 神原 ようどめ ヨフトメ 3169-3170,3176-3186,3190 81 172

天龍村 神原 ようどめ ヨウトメ 697-699 94 172

天龍村 神原 ようどめ ヨフトメ 3391 93 172

阿南町 旦開 ようほしば 要干場 2.40241E+11

天龍村 神原 ようやど ヨウヤド 6327 79 ,92 329

根羽村 一之瀬 ようやば？ ヨウヤ（マ）場？4882

下條村 睦沢 ようろうだ 養老田 ５３９０～５３９１，５９９５

高森町 牛牧 よえもんだ 与右衛門田 １３９５－１３９７ ５－１３ 124

阿南町 富草 よえもんなまれ
与右エ門な
まれ

2347

松川町 生田 よえもんみちやま
与右エ門道
山

３３８９－３３９１ 44 136

松川町 生田 よえもんやま 与右エ門山 ３３８５－３３８６，３３８７－３３８８ 44 136

天龍村 神原 よがらす
ヨガラス（天
竜川向ﾉ内）

1009101110151010 58 15

天龍村 平岡 よがらす ヨカラス 196 ２７，３８ 15

天龍村 神原 よがらすざわ ヨガラス沢 3452-3453,3456 107 15
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松川町 生田 よがらすざわ 夜ガラス沢 ５６３４－５６３６ 41 136

阿南町 大下条 よきいし ヨキ石 1252

阿南町 大下条 よきいわ ヨキ岩 659

阿南町 富草 よきち 与吉 1382～1384

阿智村 清内路 よきちいりさえもんち
与吉入左ヱ
門地

６１９～６２０

下條村 陽皐 よきちだ 与吉田 １６４３

阿智村 清内路 よきちはた 与吉畑 ６３１～６３９

阿智村 伍和 よきちばた 与吉畑 ４９４５～

阿智村 清内路 よきちやま 与吉山 ６１８，６２１～６３０

阿智村 春日 よきとうげ ヨキ峠 ２８７～２９５

阿智村 清内路 よきとぎ ヨキトギ １９８２～２０１７，２１２１～２１３７

阿南町 富草 よきとぎ よきとぎ 9325

下條村 睦沢 よきとぎ ヨキトギ ６９６１～６９６４

下條村 睦沢 よきとぎ ヨキトギ ７１４７～７１４８

高森町 牛牧 よきとぎ ヨキトキ １２９９－１３００，１５５４，１７７３ ５－１２ 124

高森町 牛牧 よきとぎ ヨキトギ １３０１－１３０２,１５５３，１５５５，１５６２ ５－１２ 124

松川町 上片桐 よきとぎ 斧礪 １９６７－１９６８，１９７２，２０８３－２０９４ 14 19

泰阜村 南山 よきとぎ ヨキトキ 7125-7127 73 162

下條村 陽皐 よきとぎぼら ヨキトギ洞 ４９６３～４９６６

高森町 吉田 よきとめ ヨキトメ １６５５－１６５８ ７－１１ 124

阿智村 浪合 よけ ヨケ ２１９～２２３

豊丘村 神稲 よけ よけ ５０８２－ 五－2 49

平谷村 ムク沢 よけ ヨケ ７４４，８３１－８３４

泰阜村 金野 よけ よけ 460-461,463-486 1 1

泰阜村 明島 よけんばやし ヨケン林 5074-5086 36，39 80

天龍村 神原 よこ 横 1179，1183，1186，　1188 82 193

高森町 牛牧 よこい ヨコイ ２４９８，２５２２－２５２３，２５４３ ６－１１ 124

高森町 牛牧 よこい ヨコ井 ２５４１－２５４３ ６－１１ 124

松川町 元大島 よこい 横井 ２００８ 28 48

阿南町 大下条 よこいち 横市 683～686，688～693

高森町 牛牧 よこうね 横ウ子 ９０６，９１９，　９４１ ４－１３ 124

高森町 牛牧 よこうね 横ウネ ９１１－９１２ ４－１３ 124

喬木村 富田 よこおおみち 横大道 14399-14404 4 35

松川町 元大島 よこおとし 横落シ ４６１５ 36 136

天龍村 平岡 よこかいと 横開土 129 27 12

高森町 山吹 よこがいと よこ垣外 ４８６６－４８７８ １１－７ 124

阿南町 富草 よこがみ 横神 6915

阿智村 智里 よこかわ 横川 ２２６６，２２７３，２２９９，２３０２～２３０３，２３０９

阿智村 智里 よこかわぐち 横川口 ２２５０ロ

阿智村 清内路 よこかわざわ 横川沢 １８１６～１８８１

阿智村 清内路 よこかわざわのくち 横川沢ノ口 １９１１～

阿智村 智里 よこかわだいら 横川平
２２６１～２２６５，２２６７～２２７２，２２７４～２２９８，２３００
～２３０８，２３１０～２３１６
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阿智村 智里 よこかわみちした 横川道下 ３６８９～

阿智村 智里 よこかわやま 横川山 ２３５２～

阿智村 智里
よこかわやまのうちと
りさわ

横川山ノ内
鳥沢

２３５２ロ

阿智村 智里
よこかわやまのうちと
りさわそうしちたに

横川山ノ内
惣七谷

２３５２ハ

阿智村 智里
よこかわやまのうちひ
こぞうばた

横川山ノ内
彦造畑

２３５２ニ

阿南町 和合 よこくら 横倉 2702～2705

喬木村 加加須 よこくら 横倉 5489,5490ﾉ4

喬木村 加加須 よこくら ヨコクラ 5490ﾛ

天龍村 平岡 よこくりばやし 横栗林 1792,1795-1796 83 68

喬木村 富田 よこざ 横座 13991-13996 3 35

根羽村 横畑 よこさわ 横沢 4642～4652

豊丘村 神稲 よこすて 横ステ ９６１９－９６２１

大鹿村 鹿塩 よこすら 横すら 1585～1586

豊丘村 神稲 よこすら 横スラ
１０６１７－１０６１９，１０７５４，９５６８－９６１１，９６３０－９
６３１

五－3 105

松川町 生田 よこすらひなた 横スラ日向 ２７８３－２７８４，３１０５，８８３９ 31，32 136

根羽村 萸野 よこそね 横ソネ 3006～3013

根羽村 萸野 よこぞれ 横曽禮 3000ﾉ1－3，3026

松川町 元大島 よこた 横田 １６３９，４５４９－４５５５ 28，37 49

天龍村 平岡
よこだいずじんごなま
れ

横大豆甚五
ナマレ

22 １，２，５ 2

下條村 睦沢 よこだいどう 横大道 ７７５８

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

高森町 牛牧 よこだいどう 横大道 ６０－６１，６４，６６，８３ ６－１２ 124

下條村 睦沢 よこだいどううえ 橫大道上 ７７５７

阿南町 和合 よこだいら 横平 306～307

阿智村 浪合 よこだけ 橫岳 １１６６～１１７４

下條村 睦沢 よこたてひら ヨコタテヒラ １００８３

豊丘村 神稲 よこつが 横都賀 １０１８０－１０１８１ 五－6 109

阿智村 駒場 よこて 横手 ２２４５～２２４７

阿智村 伍和 よこて 横手 ５５８４～５５８５，５５９１～５５９８

阿智村 伍和 よこて 横手 ６７８０～

阿智村 智里 よこて 横テ ４１６４～４１６９，４１７３

阿智村 智里 よこて 横手 ９１０～９２０

阿智村 浪合 よこて 横手 ２１８ロ～２７８

阿南町 富草 よこて 横手 1813～1815

阿南町 大下条 よこて ヨコテ 1843～1844

阿南町 大下条 よこて ヨコテ 3111～3113

阿南町 和合 よこて 横手
361～362，477～478，1066，1956～1957，2177，2248～
2252

阿南町 富草 よこて 横手 9255～9257

阿南町 和合 よこて ヨコテ

阿南町 和合 よこて 横手

喬木村 富田 よこて 横手 12791-12805 1 35



542

天龍村 神原 よこて
横手（天竜川
向ﾉ内）

1012 58 187

天龍村 神原 よこて 横手 1581，　1668，1675 138 ,153 187

天龍村 神原 よこて ヨコテ 3404-3407 93 187

豊丘村 神稲 よこて 横手 ３９６０－３９６１ 二－5 15

泰阜村 打沢 よこて ヨコテ 1873,1877-1878 21，22 37

泰阜村 黒見 よこて ヨコテ 4217 17 37

泰阜村 左京 よこて 横手 5529-5532 51 37

泰阜村 南山 よこて 横手
7975,7977,8104-8108,8111-8121,8123-8125,8142-8143，
8145，8149

74,89 37

阿南町 和合 よこてうえ 横手上 480，　490

天龍村 神原 よこてかしわやすみど 横手柏休戸 1586 153 206

阿智村 浪合 よこてかみ 横手上 ４７～５７

天龍村 神原 よこてかわばた 横手川端 1579 138 206

天龍村 神原
よこてかわばたいっぱ
いみず

横手川端一
盃水

1580 138 206

阿南町 和合 よこてした 横手下 475

天龍村 神原 よこてせとやま 横手セト山 1591 153 207

天龍村 神原 よこてぜりやま 横手ゼリ山 1583 138 206

天龍村 神原 よこてちゃやま 横手茶山 1670-1673 153 208

豊丘村 神稲 よこてとおり 横手通り ４０３３，３９６４－３９６８ 二－5 17

根羽村 老平 よこてのした 横手ノ下 3559～3560

阿南町 大下条 よこてばた ヨコテ畑 1816

阿南町 富草 よこてばやし 横手林 9273

阿南町 富草 よこてばやし 横手林 7308～7312

下條村 睦沢 よこてひら 横手平 １００８７～１００８８，１００９６

阿南町 富草 よこてみちうえ 横手道上 1792～1813

阿南町 富草 よこてみちした 横手道下 1816～1838

阿南町 富草 よこてみちした 横手道下 9873～

阿智村 駒場 よこてむこう 横手向 １４４２，１４４４～

阿南町 富草 よこてむこうひら 横手向ひら 1779～1787

阿南町 富草 よこてむこうひら 横手向平 1790～1791

天龍村 神原 よこてやすんど 横手休戸 1667 153 208

阿南町 富草 よこてやま 横手山 9272

阿南町 富草 よこてやま 横手山 7289～7290

阿南町 旦開 よこながて よこ長手 872

阿南町 旦開 よこながて 横長手 871，902～908，926～928

阿南町 旦開 よこなわて 横縄手 814～853

下條村 睦沢 よこねじ ヨコネジ ３７４６

泰阜村 南山 よこねばた 横根畑 8939 79 162

根羽村 萸野 よこのはた 横ノ畑 2958～2960

阿智村 伍和 よこはた 横畑 １２２～

阿南町 和合 よこはた 横畑 127～131，460，2376～2380，238，2808

阿南町 和合 よこはた ヨコハタ 2374～2375，2381～2382
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阿南町 和合 よこはた 横ハタ 2808～2809

喬木村 富田 よこはた 横畑 14176-14179 3 35

天龍村 神原 よこはた 横畑 901 81 135

天龍村 神原 よこはた 横畑 1080 82 135

天龍村 神原 よこはた 横畑 6338-6340，6343-6345 91 ,105 135

天龍村 平岡 よこはた 横畑 124-125,231-232 27 11

豊丘村 河野 よこはた 横畑 ４２３６－

根羽村 中野 よこはた 横畑 4322～4328，4494

根羽村 横畑 よこはた 横畑 4521，4710

松川町 元大島 よこはた 横畑 ４３１１－４３１４ 46 136

泰阜村 万場 よこはた 横畑 3689-3691 37 116

阿南町 大下条 よこばた 横畑 1701

阿南町 大下条 よこばた ヨコバタ 1162～1169

天龍村 神原 よこばた 横畑 26,｣262-263 13,44 135

天龍村 神原 よこばた 横畑 665-666 81 135

豊丘村 神稲 よこばた 横畑 ２７０４，２７０６ 五－5 111

天龍村 神原 よこはたうえ 横畑上 675 81 171

天龍村 神原 よこはたした 横畑下 676 81 171

阿智村 清内路 よこばやし 横林 ８３２～８４０

阿南町 和合 よこばやし 横林 975

阿南町 富草 よこばやし 横林？ 5186

天龍村 神原 よこばやし 横林 6208 80 10

天龍村 平岡 よこばやし 横林 89-90 39 10

天龍村 平岡 よこばやし 横林 2427 169 10

松川町 大島 よこばやし 横林 １０３８ 13 17

泰阜村 平島田 よこばやし 横林 3406 39 114

高森町 山吹 よこはら ヨコ原 ２３８４－２３８８ ７－７ 124

阿智村 駒場 よこび 横日 １０１１～１０１２

喬木村 小川 よこぶき 横吹 7821-7822,7824

阿智村 清内路 よこふきやま 横吹山 １２１６～１２２０

阿南町 和合 よこぼっき 横ぼっき 1279

阿南町 大下条 よこまい ヨコマイ 2268

下條村 睦沢 よこまい ヨコマイ ２３８３

根羽村 中野 よこまい ヨコマイ 4281

根羽村 中野 よこまい 横毎 4333～4335

根羽村 横畑 よこまい 横毎 4553～4558，4622

泰阜村 稻伏戸 よこまい ヨコマイ 1602 20 48

根羽村 横畑 よこまいやまのした 横毎山ノ下 4627

阿智村 春日 よこまえ 横前 １２４０ロ、１２４３～１２６６

阿智村 駒場 よこまえ 横前 ６２３～

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

阿南町 富草 よこまえ 横前 1541～1542

阿南町 富草 よこまえ 横前 2101～2107，2114～2115



544

阿南町 大下条 よこまえ ヨコマエ 1985

阿南町 和合 よこまえ 横前 2038

阿南町 富草 よこまえ 横前 6894

阿南町 富草 よこまえ 横前 8011

阿南町 大下条 よこまえ 横前 740～744

阿南町 富草 よこまえ 横前 8068～8071

売木村 南部第二 よこまえ 横前 １７８２～１９１９

大鹿村 鹿塩 よこまえ 横前 1678～1698

下條村 睦沢 よこまえ 橫前 ３０９７

下條村 睦沢 よこまえ 橫前 ４５１１

下條村 睦沢 よこまえ 橫前
７６９５，７７０４，７７０６～７７０７，７７０９～７７１２，７７１５
～７７１７，７７１９～７７２０，７７５０～７７５１，７７５９，９１１
９

高森町 山吹 よこまえ 横前 ５４９７，５５０４－５５１８ １１－７ 124

豊丘村 神稲 よこまえ 横前 ７８１６，７８１９，１１８７１－１１８７２ 二－5 28

松川町 生田 よこまえ 横前 ２６８－２６９，２７２－２７９，６７５－６７８ 48 137

泰阜村 稻伏戸 よこまえ ヨコ前 1508,1513 20 48

泰阜村 稻伏戸 よこまえ 横前 1535-1538,1542,1571-1572 20 48

泰阜村 門島 よこまえ 横前 4730,4732,4735,4737,4737,4739-4740 32，49 48

泰阜村 南山 よこまえ 横前 7675,8819,9019 48,95 48

豊丘村 神稲 よこまえしま 横前嶋 １１８５１－１１８５４ 二－5 28

泰阜村 南山 よこまえのうえ 横前ノ上 7676-7677 74 48

阿智村 駒場 よこまくら 横枕 ３６６，４２４～４２５

喬木村 富田 よこまくら 横枕 12574-12580 1 35

高森町 牛牧 よこまくら 横枕 ２１４０－２１４９ ５－１２ 125

豊丘村 神稲 よこまくら 横枕 ４３０－４３５，４４９－４６２ 二－3 9

松川町 元大島 よこまくら 横枕 ６６２－６６４ 46 137

阿智村 駒場 よこまくらすなだ 横枕砂田 ３６７～３７２

高森町 牛牧 よこまくり ヨコマクリ 2139 ５－１２ 125

天龍村 神原 よこまくり ヨコマクリ 3031 137 247

阿智村 春日 よこまち 横町 ４０４～４０７

阿智村 駒場 よこまち 横町 １０８１～１０８３

松川町 元大島 よこまち 横町 ９７，９９ 55 137

阿南町 富草 よこみち 横道 5206

阿南町 富草 よこみち 横道 6914

下條村 睦沢 よこみち 横道 ２２１９～２２２０

下條村 陽皐 よこみち 横道 ９９９～１００３

高森町 上市田 よこみち 横道
２３８，２４７－２４９，２５５－２９５，３００－３１３，３１９－３６
４

６－１２ 125

高森町 吉田 よこみち ヨコミチ 1770 ８－１１ 125

高森町 吉田 よこみち 横道 １５４７－１５５１，１７５９－１７７２ ８－１０ 125

天龍村 神原 よこみち 横道 2122 168 222

天龍村 神原 よこみち 横道 5721 90 222

天龍村 神原 よこみち 横道 6044-6045 31 222
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豊丘村 河野 よこみち 横道
６４４７－６４５０，６４５４－６４６０，６４６２－６４８８，６４９
０，６４９４

五－4 139

阿智村 智里 よこみちうえ 横道上 ９７１～９７３，９９３

阿南町 富草 よこみちうえ 横道上 518

下條村 睦沢 よこみちうえ 横道上 １００８２

下條村 陽皐 よこみちうえ 横道上 ５７０５，　５７０８

天龍村 神原 よこみちうえ 横道上 287381

天龍村 神原 よこみちうえ 横道上 1185 82 193

阿智村 智里 よこみちした 横道下 １０３５～１０５７

阿南町 大下条 よこみちした ヨコミチシタ 642

下條村 睦沢 よこみちした 横道下 ２２２２

下條村 陽皐 よこみちした 横道下 ５６８９～５６９２

天龍村 神原 よこみちした 横道下 110

天龍村 神原 よこみちした 横道下 380 57 157

天龍村 神原 よこみちした 横道下 6087 31 322

松川町 元大島 よこやだ 横谷田 ６６１ 46 137

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

阿南町 大下条 よこやま ヨコ山 2542～2545，2548，2541

阿南町 旦開 よこやま 横山 3696～3702，3716～3717

喬木村 大島 よこやま 横山 9737-9760

高森町 出原 よこやま 横山 513 125

高森町 牛牧 よこやま 横山 2874 125

高森町 山吹 よこやま ヨコ山 2439 ７－７ 125

天龍村 神原 よこやま 横山 4282 119 281

天龍村 神原 よこやま 横山 5472 90 281

天龍村 神原 よこやま 横山 6351-6352 105 281

豊丘村 河野 よこやま 横山 ３８６４－３８６６，３９１８ 二－2 84

豊丘村 神稲 よこやま 横山
９０７－９２８，３２１５－３２２５，３２９０－３３００，３３１０－
３３２７

二－4 84

阿南町 大下条 よこやまいえのうえ ヨコ山家ノ上 2550，　2552

天龍村 神原 よこやまぐち 横山口 6324-6326 92 329

大鹿村 大河原
よこやまだいみょうじ
んひなた

横山大明神
日向

1484～1485

大鹿村 大河原
よこやまのぶんひか
げ

横山ノ分日蔭 4501～4504

阿南町 大下条 よこやまみちうえ ヨコ山道上 2549，2553～2555

阿南町 大下条 よこやまみちした ヨコ山道下 2556

大鹿村 大河原 よこやまやしき 横山ヤシキ 4513～4514

下條村 陽皐 よざえもんだ 与左エ門田 ６２８７

阿南町 富草 よさく 与作 3180～3183

阿南町 富草 よさくばた 与作畑 6090～6092

下條村 陽皐 よさだ 与三田 ２６９９～２７０４

天龍村 神原 よさづくり ヨサ作リ 6168 67 ,68 326

天龍村 平岡 よさづくり 与佐作 2281-2282 154 91

阿智村 伍和 よしかいり ヨシカ入 ５２６２～
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阿智村 伍和 よしがいり 由ヶ入 ６５５６，６５５９～６５６５

下條村 睦沢 よしがさわ 𠮷ヶ沢 ７１３９

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

天龍村 平岡 よしがさわ 吉ｹ沢 2550-2558 141 ,156 106

豊丘村 神稲 よしがさわ 吉ヶ沢 五－6 100

泰阜村 南山 よしがさわ 吉ｹ澤（沢） 7186-7187,7266 72 162

阿智村 智里 よじがさわ 与治ヶ沢 ４３３０，４３６５，４３７１～

天龍村 神原 よしがしま
吉ヶ島（中組
平内）

760 94 52

天龍村 神原 よしがしま 吉ヶ島 780-782,784,786,792,793,806 94 52

天龍村 平岡 よしがしま よしが嶋 1526 59 52

松川町 生田 よしがしま 葭ヶ嶋 ３４８２ 137

高森町 吉田 よしがた ヨシガタ ９４４－９５６ ７－１１ 125

阿南町 大下条 よしがひら ヨシガヒラ 1680

阿南町 富草 よしがほら よしが洞 459

阿南町 大下条 よしがほら ヨシガホラ 1634～1644

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

阿南町 旦開 よしがほら 芳ヶ洞 3105～3174，3192～3200

阿南町 大下条 よしがほら ヨシガホラ 79～83

阿南町 大下条 よしがほら ヨシガ洞 85～86，167～171

下條村 睦沢 よしがほら 𠮷ヶ洞 ５６２０～５６２６

泰阜村 高町 よしくざわ よしく沢 901-902 15 107

松川町 上片桐 よしぐち 吉口 ３１５６－３１５７，３１６１－３１６３ 14 137

阿南町 富草 よしくぼ よし久保 1675～1676

天龍村 神原 よしけり ヨシケリ 5045-5051,5090 130 297

高森町 大島山 よしざわ 芳沢 １２３－１３２ 125

下條村 陽皐 よしちだ 与七田 ４６６３，　４６６６

天龍村 神原 よしのくぼ よしの久保 1768-1769 152 149

阿智村 伍和 よしはら 吉原
２１０６～２１０９，２１３０～２１３２，２１８６～２２０２，２２１８
～２２１９，２２３７～２２３９

阿智村 伍和 よしはら 吉原 ３２４～３３０

阿南町 富草 よしはら 吉原 2297～2304，2306～2309

阿南町 大下条 よしはら 吉原 1269～1278？

阿南町 大下条 よしはら 吉原 1726～1729，1931～1732，1734～1737

阿南町 旦開 よしはら 吉原 695～703

下條村 睦沢 よしはら 吉原 ８５９１

下條村 陽皐 よしはら 吉原 ３７９７～３８０７

下條村 陽皐 よしはら 吉原
５３７１ロ、５３７２，５３７４～５３８１，５３８４～５４００，５６２
７

下條村 睦沢 よしはら 吉原
６４２３～６４３０，６４３２，６４３６，６４３９，６６３４～６６３
５，６６３８～６６４２

高森町 山吹 よしはら 吉原 ２３７０－２３７２ ６－６ 125

天龍村 神原 よしはら 吉原 696 81 172

天龍村 神原 よしはら
吉原（倉ﾉ平ﾋ
ﾗﾉ内）

1434-1435 123 172

天龍村 神原 よしはら 吉原 1448 123 172
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天龍村 神原 よしはら 吉原 4522 146 172

天龍村 神原 よしはら 吉原 4647-4648，4650-4657 146 172

天龍村 神原 よしはら 吉原 5475,5483,5486-5492 90 172

豊丘村 神稲 よしはら 吉原 １０１９３－１０１９４ 五－6 175

根羽村 檜原 よしはら 吉原 2304～2324

松川町 上片桐 よしはら 吉原
３７１－３７９，３８３，３８４ロ－４３５，４３６ロ,４３８－４３９，
４５１ノ１１,４７１，４８０－４８１，４８３，４８６－５０３

4 137

天龍村 神原 よしはらのした 吉原ノ下 1449 123 172

阿智村 伍和 よしべえやしき 由兵衛ヤシキ６４４８～６４５１

阿南町 富草 よしぼら よし洞 689

下條村 睦沢 よしぼら ヨシ洞 ４３２６

喬木村 富田 よしぼら ヨシ洞 13354

下條村 睦沢 よしもとや 𠮷本屋 ６６６１

天龍村 神原 よしやち 芳弥地 1133-1134 82 192

天龍村 平岡 よじょうづくり 与丞作 2339 139 ,153 95

豊丘村 河野 よしろうだ 与四郎田 ６１４３－ 五－4 140

阿智村 伍和 よしわらうちひかげだ
吉原内日か
げ田

２２４９～

阿南町 富草 よすけ 与助 9091～9093

阿智村 春日 よすけだ 与助田 ２７５６～

阿南町 富草 よせした ヨセ下 8996～8999

阿智村 伍和 よせんばたけ ヨセン畑 ６０６０，６０６２～６０６４

阿智村 春日 よぞうばた 与三畑 ３２４３～３２４５

阿南町 和合 よそうばやし 与惣林

泰阜村 南山 よそがいと よそ垣外 8214 89 162

高森町 吉田 よそばた 余所畑 ６７６－６９２ ８－１１ 125

喬木村 小川 よたがいと よた垣外 8275-8277,8280-8283

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

泰阜村 稻伏戸 よつぐり 四ツ栗 1611,1617,1624 21，22 65

泰阜村 打沢 よつぐりまえ 四ツ栗前 1639 21，22 65

泰阜村 南山 よつじ 四ツ辻 8700-8704 91 162

阿南町 大下条 よつだ 四つ田 2503～2504

阿南町 富草 よつだ 四ツ田 7218～7219

下條村 陽皐 よつだ 四ッ田 ２６２８

下條村 睦沢 よつだ 四ツ田 ４２３１

根羽村 黒地 よつだ 四ツ田 2399～2400

根羽村 小戸名 よつだ 四ツ田 3231

根羽村 小川 よつだ 四ツ田 3881～3883

泰阜村 左京 よつだ 四ツ田 5957 53 106

泰阜村 南山 よつだ 四ッ田 7471 - 106

阿智村 駒場 よつめいし 四ツ目石 ２２３６～

下條村 睦沢 よでだ 與平田？ ２３７ノ２

阿智村 春日 よとおりだ 四通田 １９９９～２００４

豊丘村 河野 よどがさか 淀ヶ坂 ４８３０－ 二－4 62
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豊丘村 神稲 よどのさか 淀ノ坂 ２２３６，２２４４ 二－4 85

天龍村 神原 よながさわ ヨナガ沢 630 68 169

泰阜村 金野 よなそこ 米底 610-615 7 13

阿南町 大下条 よねやま よね山 2792～2795

下條村 陽皐 よねやま 米山 １４４５～１４６７

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

高森町 牛牧 よねやま 米山 ９２５－９２９，９３１，９３９ ４－１３ 126

泰阜村 門島 よねやま 米山 4631-4632 31，32 88

高森町 牛牧 よねやまひかげ 米山日カゲ 2859 ４－１３ 126

高森町 牛牧 よねやまひなた 米山日向 2860 ４－１３ 126

天龍村 平岡 よの 余野 988-996,998-1018,1021-1032 48 35

天龍村 平岡 よのばやし 余野林 1064　，1066 48 35

阿南町 和合 よはちがいと 与八垣外 1734～1735

下條村 睦沢 よはちがいと 与八垣外 １３５８

高森町 牛牧 よはちやしき 與八屋敷 １１２４－１１２６，１１３７－１１４０ ５－１２ 126

阿南町 大下条 よばりいし 余波里石 2441

阿南町 大下条 よばりいし ヨバリ石 2443～2449

泰阜村 南山 よばりいし 呼ばり石 8034 74 162

阿南町 大下条 よはりば ヨハリバ 3867

阿南町 富草 よばりば 呼リ場 6850～6855

阿南町 大下条 よひちばた 与七畑 2489～2490

天龍村 平岡 よふくら よふ倉 2392 169 97

阿南町 大下条 よへいじだ 与平治田 509～510

阿南町 和合 よへいづくり 与平作 1906

阿南町 大下条 よへいやしき 与平ヤシキ 136～137

阿南町 和合 よま ヨマ 182

阿南町 和合 よまのうえ ヨマノ上 175174

大鹿村 大河原 よもぎがぞうれ
よもぎがぞふ
れ

5016－

松川町 生田 よもぎくぼ ヨモギクボ ５５９６－５５９８，５６４０－５６７０，５６７２－５６７３ 41 137

松川町 上片桐 よもぎくぼ 蓬久保 ５６００－５６０６，５６３１－５６３２ 41 137

松川町 上片桐 よもぎだ 蓬田 ３００８－３０２９ 10 12

泰阜村 打沢 よもぎばた 蓬畑 2486,2515,2530 25，41 70

松川町 元大島 よりあいだ 寄合田 ３６６ 55 137

泰阜村 黒見 よりき ヨリキ 4501-4502 33,35 93

喬木村 小川 よろくだ 與六田 6903

下條村 陽皐 よろずや 萬屋 ４５６８

阿南町 大下条 よわりば？ ヨハリハ 3670～3673

豊丘村 河野 よんたんだ 四反田 ３７１－４８４，６９６１－６９７８，１１９１６－１１９１７， 二－3 12，35

豊丘村 河野 よんたんだやま 四反田山 ７６９６－７６９８ 二－7 46

松川町 元大島 らんとう 蘭塔 ７２３ 55 137

下條村 睦沢 らんとうば ラントウバ ３５８２，３５８４，３５８６～３５８９

喬木村 小川 らんとうば らんとうば 8169,　8172

阿智村 浪合 らんびら 蘭平 １５３～
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阿智村 浪合 らんびらぐち 蘭平口 １３０イ６

下條村 睦沢 りへいばた 利兵衛畑 ４０４０～４０４１

豊丘村 河野 りゅうかだ 龍花田 ５９３４－５９３５ 五－1 149

松川町 元大島 りゅうせんじばた 竜泉寺畑 77，２３７ 55 137

豊丘村 河野 りんけい 林畦 ３８３１－３８４４ 二－2 175

松川町 元大島 りんせんじばた 林泉寺畑 ２３７ 55 27

天龍村 平岡 りんとはた リント畑 1899 96 71

松川町 元大島 りんない 林内 １７７０ 28 46

泰阜村 左京 れいしゃばた 礼社畑 6000 57 106

天龍村 神原 れんかざわ レンカザワ 5948 41 319

高森町 牛牧 れんげんぼう 蓮玄坊 ２５１７－２５２１ ６－１２ 126

天龍村 平岡 れんじ 連地 836 ,852 ,]872 22 130

阿南町 大下条 れんじくぼ レンジクボ 1170～1180，1195～1212

松川町 上片桐 れんだい 蓮臺 2581，８２８－８３１，８６４－８９０，９０３－９０５ 6，11 6

喬木村 大和知 れんだいば 連台場 11803-11804

松川町 元大島 れんだいば 蓮臺場 １９０，１９４－１９５ 55 6

喬木村 小川 れんだいはば 連台羽場 7705,　7707

松川町 生田 れんだいひら 蓮台ヒラ ３６０－３６７，３７２－３７４ 48 7

松川町 生田 れんだいら？ 蓮平 ４５３ 48 15

喬木村 小川 れんたば レンタ場 8014

泰阜村 南山 ろうじがたわ ロウジカタワ 7387 47 162

下條村 睦沢 ろうせんまつがわ 良才松川 １９２８

阿智村 伍和 ろくえもんばた 六右ヱ門畑 ７５２４～７５２５

天龍村 神原 ろくがつかいと 六月カイト 1959-1960 168 218

天龍村 神原 ろくがやまとすら 六ｹ山トスラ 1474-1477 109 205

阿南町 富草 ろくさばた？ 六左畑 4729

喬木村 富田 ろくじぞう 六地蔵 14697 4 36

高森町 山吹 ろくじぞうだいら 六地蔵平 2369 ７－７ 126

阿南町 富草 ろくじゅうかり 六十苅 967～970

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

阿南町 富草 ろくじゅうがり 六十がり 5218，5220～5222

下條村 睦沢 ろくじゅうがり 六十刈 ３００３～３００５，３０２５～３０２８

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

下條村 睦沢 ろくじゅうがり 六十刈 ８８１２～８８１４，８８４５

阿南町 富草 ろくじゅうかりひかげ 六十苅日影 1018

阿南町 富草 ろくじゅうかりひなた 六十苅日向 941～943

阿南町 旦開 ろくしょうばた 六升畑 3511～3524

喬木村 富田 ろくしょうぼら 六升洞 13062-13067 2 36

松川町 生田 ろくすけだ 六助田 ５４４５－５４４６，５４４９，５４５２－５４５４ 41 137

松川町 生田 ろくすけだひかげ 六助田日蔭 ５４５０－５４５１ 41 137

松川町 上片桐 ろくすけだひなた 六助田日向 ５４３５－５４３７，５４４７－５４４８ 41 138

下條村 睦沢 ろくすけばやし 六輔林 ６４７６

阿南町 大下条 ロクドウ ロクドウ 51～62
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阿智村 伍和 ろくとだ 六斗田 ４６８５～４６８６

松川町 上片桐 ろくとまき 六斗蒔 ３８０７－３８４９ 15 11

天龍村 神原 ろくにんたつま 六人立間 6156 68 325

阿南町 大下条 ろくはた ロクハタ 1325～1329，1331～1336，1339

天龍村 神原 ろくぶちゃ ロクブチャ 404 56 ,57 159

阿南町 大下条 ろくべえやしき 六兵衛屋敷 900～902

根羽村 黒地 ろくまえはた 六前畑 2266～2267

阿南町 富草 ろくまんぼう 六万保 2261～2262，2327～2328，2339～2340

泰阜村 金野 ろくろう 六郎 270-274 12 20

阿南町 和合 ろくろうがいと 六郎垣外 1745

天龍村 神原 ろくろぎざわ ロクロ木沢 6333 91 330

阿南町 和合 ろくろさわ ろくろ沢 2437～2438

松川町 大島 ろっかくやま 六角山 ４７２９－４７３１ 36 138

下條村 陽皐 ろっかんめ 六貫目 ６１６０

下條村 陽皐 ろっぴゃくだ 六百田 ２５２２～２５２７

阿南町 大下条 ろっぴゃくめ 六百目 1123～1124

阿南町 大下条 ろっぴゃくめ 六百目 1689～1691，1733

豊丘村 河野 ろっぴゃくめ 六百目 ４２５－４２８，４８１－４８４，４９１－４９２ 二－4 68

泰阜村 打沢 ろっぴゃくめ 六百目 2041-2044,2049-2051 22 56

泰阜村 打沢
ろっぴゃくめかみのき
り

六百目上ノ切 2045-2047 22 56

阿南町 大下条 ろっぴゃくめひとつだ 六百目一ツ田1692

阿南町 大下条 ろっぴゃくめみつだ 六百目三ﾂ田 1630

泰阜村 南山
ろっぽんまつみなみさ
わ

六本松南沢 8718 103 162

天龍村 平岡 わかくさ ワカクサ 2403 169 99

阿南町 和合 わかぐり 若栗 1757

天龍村 神原 わかぐり
若栗（中組平
内）

754 122 176

泰阜村 南山 わかぐり 若栗 7293,7394 47,60 163

高森町 牛牧 わかしゅうがほら 若衆ヶ洞 ２８６４－２８６９ ４－１３ 126

泰阜村 南山 わかのやま 若（ノ）山 9053-9057,9063 73 163

泰阜村 南山 わかば 若葉 7372 45,46,61 163

阿智村 智里 わかばやし 若林 １７０７～１７５２

阿南町 富草 わかばやし 若林 392～394

阿南町 富草 わかばやし 若林 2733

阿南町 和合 わかばやし 若林 199

阿南町 大下条 わかばやし 若林 340

阿南町 和合 わかばやし 若林 1692

阿南町 富草 わかばやし 若林 7593

阿南町 旦開 わかばやし 若林 1112，1120，1122～1136

下條村 睦沢 わかばやし 若林 ７５８７

下條村 陽皐 わかばやし 若林 ５３４４～５３４７

天龍村 神原 わかばやし 若林 2764 50

天龍村 神原 わかばやし 若林 237 ,591 33 50
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天龍村 神原 わかばやし 若林 5515 90 ,104 50

天龍村 神原 わかばやし 若林 6125，6246，6250-6251 20 ,21 50

天龍村 平岡 わかばやし 若林 2589ｲ，2590,2601,2668 156 50

天龍村 平岡 わかばやし 若林 2084 110 50

天龍村 平岡 わかばやし
若林（山伏塚
名木恵谷ﾉ
内）

434 34 ,35 50

豊丘村 神稲 わかばやし 若林 ９９５８－ 五－3 175

下條村 陽皐 わかほやしき 若穂屋敷 ２９７６

下條村 睦沢 わかまつ 若松 ５４２４

下條村 陽皐 わかまつ 若松 ９４２，１１３０～１１３３，１１３６～１１３７

天龍村 神原 わかまつ 若松 1139 82 96

天龍村 平岡 わかまつ 若松 2382 154 96

泰阜村 明島 わかまつ 若松 5046 36 80

阿南町 大下条 わかまつや 若松ヤ 2024

阿南町 和合 わかみや 若宮 2611，2624～2631

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

大鹿村 大河原 わかみや 若宮 1284～1287

大鹿村 大河原 わかみや 若宮 4387～4389，4398～4402

大鹿村 鹿塩 わかみや 若宮 2511～2513，2515

喬木村 氏乗 わかみや 若宮 10101-10105,10146-10147

高森町 牛牧 わかみや ワカミヤ 2408 ６－１２ 126

高森町 大島山 わかみや 若宮 60 ５－１０ 126

高森町 下市田 わかみや 若宮 １７７１－１７９０，１８４１－１８９７ ６－１０ 126

天龍村 平岡 わかみや 若宮 2604 156 ,171 109

松川町 上片桐 わかみや 若宮 ２８９６－２９２５，２９３０ 11 13

松川町 元大島 わかみや 若宮 ４２６２，４２６４－４２６７，４２６９－４２７１ 46 13

泰阜村 南山 わかみや 若宮 8619 90 163

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

根羽村 小戸名 わかみやのまえ 若宮ノ前 3255～3257

阿智村 浪合 わかみやまえ 若宮前 １５０～１６４

天龍村 神原 わかやま 若山 4014 105 272

豊丘村 神稲 わきだ 脇田 ７６３２，７６３５－７６３８

阿智村 伍和 わけばた わけ畑
２１７８～２１７９，２２２１～２２３６，２２４０～２２４４，２２４
７，２２５４～２２５６，２２５８～２２７３，２２８０～２２９２

大鹿村 大河原 わごう 和合 1135，1201～1283，1288～1294，1301～1305

大鹿村 大河原 わごうかみやじり 和合紙谷尻 1131～1134

下條村 陽皐 わごうみちうえ 和合道上 ５８１３～５８１５

大鹿村 大河原 わごひなた 和合日向 4386－

泰阜村 明島 わさび ワサビ 5329 50 80

天龍村 神原 わさびさわ ワサビ沢 2330 179 88

天龍村 平岡 わさびさわ ワサビ沢 2206 139 88

天龍村 神原 わさびさわへり 王さび沢へり 2328 179 227

泰阜村 左京 わさびだ ワサビ田 5675 53 106
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泰阜村 左京 わさびだ 山葵田 5918-5920,5922-5923 53 106

阿南町 富草 わしのす わしのす 4877

天龍村 神原 わしや ワシヤ 2933 166 244

天龍村 神原 わしやてんむき ワシヤ天向 2931 166 244

阿南町 和合 わしやばた ワシヤ畑 2063

泰阜村 打沢 わせがいと ワセ垣外 2394-2395 25 70

泰阜村 万場 わせがほら 早稲ｹ洞 3923 - -

阿南町 和合 わせぐり わせぐり 1872～1880，1882～1884，1889～1894

阿智村 伍和 わせだ 早稲田 ６３９７～６３９９

阿南町 大下条 わせだ ワセタ 224～225

下條村 睦沢 わせだ 早稲田 １７９９

下條村 陽皐 わせだ 早稲田 ６２６７，６２７６～６２７７

下條村 睦沢 わせだ 早稲田 ８０～８３

喬木村 小川 わせだ 輪瀬田 7342

喬木村 大和知 わせだ 早稲田 11734-11736,11937-11945

高森町 牛牧 わせだ 早稲田 2129 ５－１２ 126

高森町 牛牧 わせだ ワセタ 2136 ５－１２ 126

高森町 牛牧 わせだ ワセダ 2136，２１３６ノ３－２１３８ ５－１２ 126

豊丘村 神稲 わせだ ワセダ ６０８３－６０８４，６０９３，６０９５ 五－5 119

松川町 生田 わせだ 早稲田 ７３２－７３６，７８５５－７８５６，７８５８－７８７７ 56，58 138

松川町 元大島 わせだ 早稲田 55 55 138

松川町 元大島 わせだ わせ田 ２５０８，２５１０，２５１３ 39 138

天龍村 神原 わせとうじ ワセトウヂ 3597  

阿南町 和合 わせどち わせとち 1291～1292

天龍村 神原 わせどち ワセドチ 4139 105 275

天龍村 神原 わせどち ワセドチ 5857,5859　,5867 66 315

大鹿村 大河原 わぞう 上蔵 1870～2151，2179～2192，2261～2328，2332

大鹿村 大河原 わぞう 上蔵 4797～4800，4801

大鹿村 大河原 わぞうざか 上蔵坂 1849～1853

大鹿村 大河原 わぞうまえ 上蔵前 2350～2372

大鹿村 大河原 わぞうまえ 上蔵前 2350～2372

大鹿村 大河原 わぞうみやのもり 上蔵宮ノ森 2331－

大鹿村 大河原 わぞうみやのもり 上蔵宮ノ森 2331－

大鹿村 大河原
わぞうやまのうちこま
と

上蔵山の内
小的

4814～4815

大鹿村 大河原
わぞうやまのうちたか
はた

上蔵山の内
高畑

4826～4828，4832～4835

阿南町 大下条 わたがしま ワタガシマ 125～129

天龍村 神原 わたべみちした 渡辺道下 17

阿智村 伍和 わたりせ 渡り瀬 ６９０２，７１５４～７１５７

阿智村 智里 わたりせ 渡り瀬 ４４７３～４４７４，４５６０～４５６６

天龍村 平岡 わたりせ 渡瀬 2575 142 107

阿南町 大下条 わたりぜ ワタリゼ 28～29

高森町 山吹 わたりぜ 渡リ瀬 7721－7726，7728，７４８６－７４９２ ９－５ 126
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天龍村 神原 わたりぜ 渡瀬 22-23 6 107

阿南町 大下条 わたりせうえ 渡リ瀬上 1594

天龍村 神原 わたりぜみちうえ 渡瀬道上 19 6 107

天龍村 神原 わたりぜみちした 渡瀬道下 18,20-21 6 107

阿南町 富草 わたりだ 渡リ田 1239～1242

下條村 睦沢 わたりて 渡手？ １０２０９

泰阜村 南山 わたりのあがり 渡リノ上リ 8746 106 163

阿南町 大下条 わで 上手 2015

阿南町 和合 わで 上手 2109

下條村 陽皐 わで 和手 ６８２７

喬木村 氏乗 わで 上手垣外 10059-10063

天龍村 神原 わで ワデ 2163-2168，2171-2173，2178-2179 167 224

天龍村 神原 わで 上手 4010　，4133 105 272

豊丘村 神稲 わで 王で ９０１７－９０１８ 二－5 16

泰阜村 稻伏戸 わで 和手 1431 20 27

泰阜村 唐笠 わで 上手 4140,4145,4146, 14 27

泰阜村 黒見 わで 和手 4352-4355,4356,4371 30 24

泰阜村 南山 わで 和手 8438-8443 88 27

喬木村 大和知 わでかいと 上手垣外 11535,11548-11550

喬木村 大和知 わでかいと 上手 11713-11722

喬木村 氏乗 わでがいと 上手垣外 10049-10050

天龍村 神原 わでがいと 上手開土 4005-4006 105 272

阿智村 清内路 わでのたいら ワデノ平 １３１０～１３１６

阿智村 清内路 わでのやま ワデノ山 １２８６～１３０９

天龍村 神原 わでばやし 上手林 4007 105 272

泰阜村 南山 わでばやし 和手林 8424 91 163

泰阜村 南山 わでまえ 和手前 8176 92 163

根羽村 萸野 わなば ワナバ 3014

根羽村 萸野 わなばのうちしまのたにワナバノ内島谷3015

天龍村 平岡 わなばひら 和那場平 2327 154 94

天龍村 神原 わにあて ワニアテ 3379 80 254

阿南町 大下条 わのくち ハノクチ 1083～1086，1056～1079

天龍村 神原 わらひ ワラヒ 606 56 168

豊丘村 神稲 わらびあな ワラビアナ ３５３１，３５５９ 五－3 101

天龍村 神原 わらびう
ワラビウ（中
組平内）

764-766 95 176

天龍村 神原 わらびうち ハラビ内 1696，1698-1699 168 210

天龍村 神原
わらびうちちゃやまう
えみち

わらび内茶
山上道

1695　，1697 168 210

天龍村 神原 わらひえ ワラヒヱ 403 56 ,57 158

泰阜村 怒田 わらびがたいら ワラビガ平 3054 41 111

泰阜村 怒田 わらびがたいら 蕨ｹ平 3029-3030 41 111

泰阜村 怒田 わらびがほら ワラビカ洞 3053 41 111

泰阜村 南山 わらびぐさ ワラビグサ 8800-8802 95 163
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天龍村 神原 わらびさわ ワラビ沢 1701

阿南町 大下条 わらびたいら ハラビタイラ 1520～1522

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

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

阿南町 大下条 わらびだいら ワラビ平 1087～1094

平谷村 ムク沢 わらびだいら ワラビ平 ７４４，　７５４

天龍村 神原 わらびだわ
ワラビダワ
（郷戸ヒラノ
内）

194 43 143

天龍村 神原 わらびない わらび内 1704-1707，1710 168 210

天龍村 神原 わらびないちゃやま
わらび内茶
山

1708-1709，1712-1714 168 210

天龍村 神原 わらびないみちした
わらび内道
下

1700 168 210

天龍村 神原 わらびゆ ワラビユ 605 56 167

阿南町 大下条 わらもたいら ハラモ平 1523

阿智村 智里 わりいしうえのたいら 割石上ノ平 ３９４７～４０２９

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

阿智村 智里 わりいしだいら 割石平 ４０３７～４０８２，４０８５～４０９０

阿智村 智里 わりいしだいらほら 割石平洞 ４０３０～４０３３

阿智村 智里 わりいしぼら 割石洞 ４０３４～４０３７

阿南町 富草 わりかけ ワリカケ 9021～9023

下條村 睦沢 わりた 割田 ３１０１，３１０４～３１０８

泰阜村 南山 わりた 割田 7802-7803,7806 74

豊丘村 河野 わりだし 割出し １０８６４－ 二－2 155

豊丘村 河野 わりだしおき 割出沖 ８７４３－８７５４ 二－2 155

下條村 睦沢 わりばやし 割林 ７５８９～７５９３

泰阜村 南山 わりやま 割山 7914-7919 74

阿智村 伍和 わるさわ 割沢 １６０３～１６０８，１６１６～１６１８

阿智村 伍和 わるさわ ワル沢 １６１９～

阿南町 和合 わるさわ ワルザワ 3

阿南町 和合 わるさわ わる沢 1050～１０５１

豊丘村 河野 わるさわ 悪沢 二－2 138

平谷村 ムク沢 わるさわ ワル沢 １４６４－１４７９？

松川町 生田 わるさわ 割沢 ７２６４－７２６６，７２６８－７２６９ 138

阿智村 春日 わるざわ ワル沢 ２５９～２６２

阿智村 清内路 わるざわ ワル沢 １６７３～１６７９

阿智村 清内路 わるざわ ワルザワ １７０８～１７０９

豊丘村 河野 わるさわあいいうえ 悪沢合井上 二－2 149

阿南町 和合 わるさわいり わる沢入 1056

阿智村 浪合 わるさわぐち 悪沢口 １１３０ハ

阿南町 和合 わるさわしものひかげ わる沢下の日影1053

阿南町 和合 わるさわひなた わる沢ひなた 1052

阿智村 浪合 わるぜぐち ワルゼ口 １１２９～

泰阜村 南山 わるね ワル子 7382 47,65
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阿南町 和合 わるぼら わる洞 2602

泰阜村 南山 わるぼら 悪洞 8818 94

阿南町 大下条 太イウ 2771

阿南町 富草 7733～7736

売木村 南部第一 伊豆作 ２５４８～２５４９

売木村
新山ノ内木
立

２６５５－

下條村 睦沢 西島屋

下條村 睦沢 島屋

根羽村 横畑 ？石 4696～4697

根羽村 横畑 ？石上ノ手 4700～4703


