
地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた

相木一丁目 あいのきいっちょうめ 東新町 ひがししんまち 法仏町 ほうぶつまち

相木二丁目 あいのきにちょうめ 古城町 ふるしろまち 宮原町 みやはらまち

相木三丁目 あいのきさんちょうめ 安田町 やすたまち 宮保新町 みやぼしんちょう

相木町 あいのきまち 八ツ矢新町 やつやしんちょう 宮保町 みやぼまち

旭町 あさひまち 八ツ矢町 やつやまち 宮丸町 みやまるまち

石同新町 いしどうしんまち 八日市町 ようかいちまち 村井東一丁目 むらいひがしいっちょうめ

石同町 いしどうまち 横町 よこまち 村井東二丁目 むらいひがしにちょうめ

鍛治町 かじまち 四日市町 よっかいちまち 村井町 むらいまち

倉光一丁目 くらみついっちょうめ 若宮一丁目 わかみやいっちょうめ 米永町 よねながまち

倉光二丁目 くらみつにちょうめ 若宮二丁目 わかみやにちょうめ 北成町 きたなりまち

倉光三丁目 くらみつさんちょうめ 若宮三丁目 わかみやさんちょうめ 北安田西一丁目 きたやすたにしいっちょうめ

倉光四丁目 くらみつよんちょうめ 上安田町 かみやすたまち 北安田西二丁目 きたやすたにしにちょうめ

倉光五丁目 くらみつごちょうめ 源兵島町 げんぺいじままち 北安田町 きたやすたまち

倉光六丁目 くらみつろくちょうめ 出合島町 であいじままち 新成一丁目 しんなりいっちょうめ

倉光七丁目 くらみつななちょうめ 番田町 ばんだまち 新成二丁目 しんなりにちょうめ

倉光八丁目 くらみつはっちょうめ 福新町 ふくしんまち 新成三丁目 しんなりさんちょうめ

倉光九丁目 くらみつきゅうちょうめ 福留町 ふくどめまち 新成四丁目 しんなりよんちょうめ

倉光十丁目 くらみつじゅっちょうめ 福留南一丁目 ふくどめみなみいっちょうめ 竹松町 たけまつまち

倉光西二丁目 くらみつにしにちょうめ 福永町 ふくながまち 中成一丁目 なかなりいっちょうめ

新田町 しんでんまち 水島町 みずしままち 中成二丁目 なかなりにちょうめ

末広一丁目 すえひろいっちょうめ 水澄町 みすみまち 成町 なりまち

末広二丁目 すえひろにちょうめ 四ツ屋町 よつやまち 平木町 ひらぎまち

辰巳町 たつみちょう 荒屋柏野町 あらやかしわのまち 蕪城一丁目 ぶじょういっちょうめ

茶屋一丁目 ちゃやいっちょうめ 上柏野町 かみかしわのまち 蕪城二丁目 ぶじょうにちょうめ

茶屋二丁目 ちゃやにちょうめ 小上町 こがみまち 蕪城三丁目 ぶじょうさんちょうめ

殿町 とのまち 下柏野町 しもかしわのまち 蕪城四丁目 ぶじょうよんちょうめ

中町 なかまち 中柏野町 なかかしわのまち 蕪城五丁目 ぶじょうごちょうめ

西新町 にししんまち 阿弥陀島町 あみだじままち 相川新町 そうごしんまち

布市一丁目 ぬのいちいっちょうめ 石立町 いしたてまち 相川町 そうごまち

布市二丁目 ぬのいちにちょうめ 笠間新一丁目 かさましんいっちょうめ 徳光町 とくみつまち

博労一丁目 ばくろいっちょうめ 笠間町 かさままち 村井新町 むらいしんまち

博労二丁目 ばくろにちょうめ 北島町 きたじままち

博労三丁目 ばくろさんちょうめ 松本町 まつもとまち

馬場一丁目 ばばいっちょうめ 米光町 よねみつまち

馬場二丁目 ばばにちょうめ 小川町 おがわまち

東一番町 ひがしいちばんちょう 上小川町 かみおがわまち

東二番町 ひがしにばんちょう 黒瀬町 くろせまち

東三番町 ひがしさんばんちょう 七郎町 しちろうまち
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地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた

旭丘一丁目 あさひがおかいっちょうめ 坊丸町 ぼうまるまち 千代野東五丁目 ちよのひがしごちょうめ

旭丘二丁目 あさひがおかにちょうめ みずほ一丁目 みずほいっちょうめ 千代野東六丁目 ちよのひがしろくちょうめ

旭丘三丁目 あさひがおかさんちょうめ みずほ二丁目 みずほにちょうめ 千代野南一丁目 ちよのみなみいっちょうめ

旭丘四丁目 あさひがおかよんちょうめ みずほ三丁目 みずほさんちょうめ 千代野南二丁目 ちよのみなみにちょうめ

あさひ荘苑一丁目 あさひそうえんいっちょうめ みずほ四丁目 みずほよんちょうめ 柏町 かしわまち

あさひ荘苑二丁目 あさひそうえんにちょうめ みずほ五丁目 みずほごちょうめ 西柏一丁目 にしかしわいっちょうめ

あさひ荘苑三丁目 あさひそうえんさんちょうめ みずほ六丁目 みずほろくちょうめ 西柏二丁目 にしかしわにちょうめ

あさひ荘苑四丁目 あさひそうえんよんちょうめ 専福寺町 せんぷくじまち 西柏三丁目 にしかしわさんちょうめ

一塚町 いちづかまち 田中町 たなかまち 西柏町 にしかしわまち

倉部町 くらべまち 番匠町 ばんじょうまち 西美沢野一丁目 にしみさわのいっちょうめ

中新保町 なかしんぼまち 横江町 よこえまち 西美沢野町 にしみさわのまち

八田中町 はったなかまち 内方新保町 うちかたしんぼまち 東柏町 ひがしかしわまち

八田町 はったまち 漆島町 うるしじままち 東美沢野町 ひがしみさわのまち

福増町 ふくますまち 上島田町 かみしまだまち 美沢野町 みさわのまち

宮永市町 みやながいちまち 御影堂町 ごえどうまち 美川今町 みかわいままち

宮永新町 みやながしんまち 島田町 しまだまち 美川永代町 みかわえいたいまち

宮永町 みやながまち 長島町 ながしままち 美川北町 みかわきたまち

青葉台一丁目 あおばだいいっちょうめ 藤木町 ふじのきまち 美川神幸町 みかわじんこうまち

青葉台二丁目 あおばだいにちょうめ 向島町 むかいじままち 美川新町 みかわしんまち

乾町 いぬいまち 矢頃島町 やごろじままち 美川末広町 みかわすえひろまち

幸明町 こうみょうまち 安吉町 やすよしまち 美川中町 みかわなかまち

五歩市町 ごぼいちまち 八束穂一丁目 やつかほいっちょうめ 美川浜町 みかわはままち

徳丸町 とくまるまち 八束穂二丁目 やつかほにちょうめ 美川南町 みかわみなみまち

中奥町 なかおくまち 八束穂三丁目 やつかほさんちょうめ 美川本吉町 みかわもとよしまち

長竹町 ながたけまち 山島台一丁目 やまじまだいいっちょうめ 美川和波町 みかわわなみまち

菜の花一丁目 なのはないっちょうめ 山島台二丁目 やまじまだいにちょうめ 井関町 いせきまち

菜の花二丁目 なのはなにちょうめ 山島台三丁目 やまじまだいさんちょうめ 鹿島平 かしまだいら

菜の花三丁目 なのはなさんちょうめ 山島台四丁目 やまじまだいよんちょうめ 鹿島町 かしままち

橋爪新町 はしづめしんまち 山島台五丁目 やまじまだいごちょうめ 末正町 すえまさまち

橋爪町 はしづめまち 山島台六丁目 やまじまだいろくちょうめ 長屋町 ちょうやまち

福正寺町 ふくしょうじまち 吉田町 よしだまち 手取町 てどりまち

三浦町 みうらまち 寄新保町 よりしんぼまち 西米光町 にしよねみつまち

美里町 みさとまち 千代野西一丁目 ちよのにしいっちょうめ 蓮池町 はすいけまち

三幸町 みゆきまち 千代野西二丁目 ちよのにしにちょうめ 平加町 ひらかまち

今平町 いまひらまち 千代野西三丁目 ちよのにしさんちょうめ 湊 湊町 みなとまち

乙丸町 おとまるまち 千代野西四丁目 ちよのにしよんちょうめ

上二口町 かみふたくちまち 千代野西五丁目 ちよのにしごちょうめ

剣崎町 けんざきまち 千代野西六丁目 ちよのにしろくちょうめ

木津町 こうづまち 千代野西七丁目 ちよのにしななちょうめ

菅波町 すがなみまち 千代野西八丁目 ちよのにしはっちょうめ

田地町 たちまち 千代野東一丁目 ちよのひがしいっちょうめ

平松町 ひらまつまち 千代野東二丁目 ちよのひがしにちょうめ

藤波一丁目 ふじなみいっちょうめ 千代野東三丁目 ちよのひがしさんちょうめ

藤波二丁目 ふじなみにちょうめ 千代野東四丁目 ちよのひがしよんちょうめ
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地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた 地区名 町名 よみかた

三宮町 さんのみやまち 部入道町 ぶにゅうどうまち 相滝町 あいたきまち

白山町 しらやままち 明光一丁目 めいこういっちょうめ 阿手町 あてまち

中島町 なかじままち 明光三丁目 めいこうさんちょうめ 数瀬町 かずせまち

八幡町 やはたまち 明光四丁目 めいこうよんちょうめ 釜清水町 かましみずまち

鶴来朝日町 つるぎあさひまち 行町 あるきまち 上野町 かみのまち

鶴来今町 つるぎいままち 安養寺 あんようじ 上吉谷町 かみよしたにまち

鶴来後山 つるぎうしろやま 安養寺町 あんようじまち 河合町 かわいまち

鶴来大国町 つるぎおおくにまち 井口町 いのくちまち 河原山町 かわらやままち

鶴来上東町 つるぎかみひがしまち 大竹町 おおだけまち 五十谷町 ごじゅうだにまち

鶴来下東町 つるぎしもひがしまち 七原町 しちはらまち 下野町 しものまち

鶴来新町 つるぎしんまち 柴木二丁目 しばきにちょうめ 下吉谷町 しもよしたにまち

鶴来清沢町 つるぎせいさわまち 柴木町 しばきまち 杉森町 すぎもりまち

鶴来千原 つるぎちはら 鶴来桑島町 つるぎくわじままち 瀬木野町 せぎのまち

鶴来知守町 つるぎちもりちょう 中ノ郷町 なかのごうまち 出合町 であいまち

鶴来日詰町 つるぎひづめちょう 日向町 ひゅうがまち 西佐良町 にしさらまち

鶴来日吉町 つるぎひよしまち 深瀬新町 ふかぜしんまち 野地町 のうぢまち

鶴来古町 つるぎふるまち 明法島町 みょうほうじままち 左礫町 ひだりつぶてまち

鶴来本町一丁目 つるぎほんまちいっちょうめ 河内町板尾 かわちまちいたお 広瀬町 ひろせまち

鶴来本町二丁目 つるぎほんまちにちょうめ 河内町内尾 かわちまちうつお 仏師ケ野町 ぶしがのまち

鶴来本町三丁目 つるぎほんまちさんちょうめ 河内町奥池 かわちまちおくいけ 別宮出町 べっくでまち

鶴来本町四丁目 つるぎほんまちよんちょうめ 河内町きりの里 かわちまちきりのさと 別宮町 べっくまち

鶴来水戸町 つるぎみとまち 河内町金間 かわちまちきんま 神子清水町 みこしみずまち

鶴来水戸町二丁目 つるぎみとまちにちょうめ 河内町口直海 かわちまちくちのみ 三坂町 みさかまち

鶴来水戸町三丁目 つるぎみとまちさんちょうめ 河内町久保 かわちまちくぼ 三ツ瀬町 みつせまち

鶴来水戸町四丁目 つるぎみとまちよんちょうめ 河内町江津 かわちまちごうづ 三ツ屋野町 みつやのまち

明島町 あからじままち 河内町下折 かわちまちそそり 柳原町 やなぎはらまち

小柳町 おやなぎまち 河内町中直海 かわちまちなかのみ 若原町 わかばらまち

月橋町 つきはしまち 河内町吹上 かわちまちふきあげ 渡津町 わたづまち

日御子町 ひのみこまち 河内町福岡 かわちまちふくおか 荒谷 あらたに

明光二丁目 めいこうにちょうめ 河内町ふじが丘 かわちまちふじがおか 尾添 おぞう

森島町 もりじままち 河内町吉岡 かわちまちよしおか 女原 おなばら

荒屋町 あらやまち 市原 いちはら 釜谷 かまだに

坂尻町 さかじりまち 木滑 きなめり 五味島 ごみじま

曽谷町 そだにまち 木滑新 きなめりしん 瀬戸 せと

知気寺町 ちきじまち 佐良 さら 鴇ケ谷 とがたに

道法寺町 どうほうじまち 瀬波 せなみ 東二口 ひがしふたくち

富光寺町 とみこうじまち 中宮 ちゅうぐう 深瀬 ふかぜ

熱野町 ねつのまち 吉野 よしの 桑島 くわじま

陽羽里一丁目 ひばりいっちょうめ 下田原 しもたわら

陽羽里二丁目 ひばりにちょうめ 白峰 しらみね
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