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町名 字名 地番

中江 南屋敷 275

中江 南屋敷 276-1

不入岡 鋤先 64-6

東町 ― 348-5

東町 ― 348-6

和田東町 菱田 189-1

広栄町 広栄 741-10

荒神町 ― 254-11

荒神町 ― 254-30

大谷 西間前 47

中河原 道久橋 522-3

馬場町 ― 71-1

馬場町 ― 73-1

馬場町 ― 73-2

巌城 西屋敷 793

巌城 西屋敷 794

巌城 西屋敷 795

巌城 西屋敷 796

巌城 西屋敷 789

巌城 西屋敷 797

巌城 西屋敷 798

巌城 西屋敷 788-1

巌城 西屋敷 788-2

巌城 西屋敷 799

巌城 寺屋敷 939

巌城 寺屋敷 941

巌城 西屋敷 786

巌城 西屋敷 786-2

巌城 西屋敷 785

巌城 西屋敷 784
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巌城 上前田 805-2

巌城 上前田 806

巌城 寺屋敷 936-1

福吉町２丁目 ― 1535-1

福吉町２丁目 ― 1536-4

福吉町２丁目 ― 1536-5

福吉町２丁目 ― 1536-1

福吉町２丁目 ― 1536-8

福吉町２丁目 ― 1536-3

福吉町２丁目 ― 1535-3

福吉町２丁目 ― 1534-1

幸町 ― 466-1

幸町 ― 456-2

幸町 ― 463-1

幸町 ― 457-1

見日町 ― 668

大塚 五反田 304-3

大塚 五反田 305-3

大塚 五反田 306-3

河原町 ― 1936-1の一部

不入岡 垣之内 39-1

和田 上畑田 159-1

和田 上畑田 159-4

新田 中筋通 361-1

新田 中筋通 361-5

新田 中筋通 361-6

新田 中筋通 361-7

新田 中筋通 361-8

新田 中筋通 361-10

新田 中筋通 361-11
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新田 中筋通 361-9

大谷 中尾 634-4

清谷町２丁目 ― 122

八屋 寺屋敷 130

伊木 奥田口 31

中江 出口 215-1

下余戸 屋敷廻り 13

大塚 五反田 247-1

穴窪 損亡 44-4

仲ノ町 長谷山 2960

蔵内 五反田 111

穴窪 屋鋪 163

関金町安歩 壱里塚 1268-1

仲ノ町 打吹山 3445-1

北野 前田 129-3

中江 出口 214-3

生田 西河原 688-25

大塚 五反田 298-1

新田 東通 326-2

清谷 五ノ坪 366-1

清谷 五ノ坪 366-4

清谷 五ノ坪 366-5

清谷 五ノ坪 366-6

清谷 五ノ坪 366-7

大谷 平垣 330

大谷 平垣 331

大原 宮ノ下 634-2

大原 宮ノ下 634-3

上古川 空町 213-1

上古川 頭ナシ 260-1

鴨河内 上河原 918

鴨河内 上河原 918-1

黒見 庄田 69-2

中江 出口 217-1

中江 出口 217-4

和田東町 堂庵寺 920-8
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北野 大石橋 572-4

北野 大石橋 575-3

大原 山ノ下 649

山根 大谷 3-7

山根 大谷 5-1

生田 高瀬 720-1

上余戸 大谷口 395-5

福光 稲代 131-1

北野 天神野 764-1

北野 天神野 761-113

北野 天神野 761-10

北野 天神野 761-11

北野 天神野 761-12

北野 天神野 761-9

北野 天神野 760

石塚 上河原ソリ 86-2

関金町大鳥居 大林 1133-6

新田 西通 392-5

大谷 向野 227-88

石塚 上河原 87

生田 高瀬 720-25

鴨河内 上河原 905-4

伊木 奥田口 32-5

中河原 東 497-1

中河原 東 497-9

中河原 東 497-10

中河原 東 497-11

中河原 東 497-12

中河原 東 497-13

中河原 東 497-14

中河原 東 497-15

中河原 東 497-16

中河原 東 497-17

生田 狐ツ屋 321-1

生田 狐ツ屋 321-2

生田 狐ツ屋 321-3

生田 狐ツ屋 321-4
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生田 狐ツ屋 321-5

生田 狐ツ屋 321-6

生田 狐ツ屋 321-7

生田 狐ツ屋 321-8

生田 狐ツ屋 321-9

生田 狐ツ屋 321-10

生田 狐ツ屋 321-11

生田 狐ツ屋 321-12

生田 狐ツ屋 321-13

巌城 中河原 896

生田 高瀬 718-1

生田 高瀬 718-7

福光 上石ゾ子 241-7

福光 上石ゾ子 241-8

福光 上石ゾ子 241-9

福光 上石ゾ子 241-10

蔵内 川端 92-3

蔵内 川端 92-4

蔵内 川端 92-5

大谷 中尾 636-21
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