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新 旧 新 旧 新 旧

1 北名古屋市鹿田 西春日井郡師勝町大字鹿田 北名古屋市鹿田廻間 西春日井郡師勝町大字鹿田字廻間 北名古屋市鹿田大日堂附 西春日井郡師勝町大字鹿田字大日堂附

2 北名古屋市鹿田天田 西春日井郡師勝町大字鹿田字天田 北名古屋市鹿田花の木 西春日井郡師勝町大字鹿田字花の木 北名古屋市鹿田西藤之木 西春日井郡師勝町大字鹿田字西藤之木

3 北名古屋市鹿田院田前 西春日井郡師勝町大字鹿田字院田前 北名古屋市鹿田藤の木 西春日井郡師勝町大字鹿田字藤の木 北名古屋市鹿田坂巻房四郎家附
西春日井郡師勝町大字鹿田字坂巻房四郎家
附

4 北名古屋市鹿田院田屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字院田屋敷 北名古屋市鹿田徳重村堺 西春日井郡師勝町大字鹿田字徳重村堺

5 北名古屋市鹿田丹波屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字丹波屋敷 北名古屋市鹿田道下 西春日井郡師勝町大字鹿田字道下 北名古屋市鹿田寺前附西川崎 西春日井郡師勝町大字鹿田字寺前附西川崎

6 北名古屋市鹿田東蒲屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字東蒲屋敷 北名古屋市鹿田南赤土 西春日井郡師勝町大字鹿田字南赤土 北名古屋市鹿田酉新田宇右エ門東
西春日井郡師勝町大字鹿田字酉新田宇右エ
門東

7 北名古屋市鹿田西蒲屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字西蒲屋敷 北名古屋市鹿田北赤土 西春日井郡師勝町大字鹿田字北赤土 北名古屋市鹿田坂巻酉新田 西春日井郡師勝町大字鹿田字坂巻酉新田

8 北名古屋市鹿田南蒲屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字南蒲屋敷 北名古屋市鹿田狐塚 西春日井郡師勝町大字鹿田字狐塚 北名古屋市鹿田三狐神西 西春日井郡師勝町大字鹿田字三狐神西

9 北名古屋市鹿田北蒲屋敷 西春日井郡師勝町大字鹿田字北蒲屋敷 北名古屋市鹿田北長野 西春日井郡師勝町大字鹿田字北長野 北名古屋市熊之庄 西春日井郡師勝町大字熊之庄

# 北名古屋市鹿田国門地 西春日井郡師勝町大字鹿田字国門地 北名古屋市鹿田東花之木 西春日井郡師勝町大字鹿田字東花之木 北名古屋市熊之庄石原 西春日井郡師勝町大字熊之庄字石原

# 北名古屋市鹿田合田 西春日井郡師勝町大字鹿田字合田 北名古屋市鹿田竹之宮 西春日井郡師勝町大字鹿田字竹之宮 北名古屋市熊之庄射矢重 西春日井郡師勝町大字熊之庄字射矢重

# 北名古屋市鹿田栄 西春日井郡師勝町大字鹿田字栄 北名古屋市鹿田次輪 西春日井郡師勝町大字鹿田字次輪 北名古屋市熊之庄牛流 西春日井郡師勝町大字熊之庄字牛流

# 北名古屋市鹿田坂巻 西春日井郡師勝町大字鹿田字坂巻 北名古屋市鹿田西花之木 西春日井郡師勝町大字鹿田字西花之木 北名古屋市熊之庄江川 西春日井郡師勝町大字熊之庄字江川

# 北名古屋市鹿田才海 西春日井郡師勝町大字鹿田字才海 北名古屋市鹿田西五丁 西春日井郡師勝町大字鹿田字西五丁 北名古屋市熊之庄大畔 西春日井郡師勝町大字熊之庄字大畔

# 北名古屋市鹿田清水 西春日井郡師勝町大字鹿田字清水 北名古屋市鹿田南流 西春日井郡師勝町大字鹿田字南流 北名古屋市熊之庄御榊 西春日井郡師勝町大字熊之庄字御榊

# 北名古屋市鹿田清井古 西春日井郡師勝町大字鹿田字清井古 北名古屋市鹿田北流 西春日井郡師勝町大字鹿田字北流 北名古屋市熊之庄古井 西春日井郡師勝町大字熊之庄字古井

# 北名古屋市鹿田新宮境内附 西春日井郡師勝町大字鹿田字新宮境内附 北名古屋市鹿田天王山北 西春日井郡師勝町大字鹿田字天王山北 北名古屋市熊之庄小烏 西春日井郡師勝町大字熊之庄字小烏

# 北名古屋市鹿田神明附 西春日井郡師勝町大字鹿田字神明附 北名古屋市鹿田北天田 西春日井郡師勝町大字鹿田字北天田 北名古屋市熊之庄城ノ屋敷 西春日井郡師勝町大字熊之庄字城ノ屋敷

# 北名古屋市鹿田大門 西春日井郡師勝町大字鹿田字大門 北名古屋市鹿田南天田 西春日井郡師勝町大字鹿田字南天田 北名古屋市熊之庄十二社 西春日井郡師勝町大字熊之庄字十二社

# 北名古屋市鹿田天井田 西春日井郡師勝町大字鹿田字天井田 北名古屋市鹿田中海道川西 西春日井郡師勝町大字鹿田字中海道川西 北名古屋市熊之庄新宮 西春日井郡師勝町大字熊之庄字新宮

# 北名古屋市鹿田天王山 西春日井郡師勝町大字鹿田字天王山 北名古屋市鹿田海道西 西春日井郡師勝町大字鹿田字海道西 北名古屋市熊之庄堤下 西春日井郡師勝町大字熊之庄字堤下

# 北名古屋市鹿田出町東 西春日井郡師勝町大字鹿田字出町東 北名古屋市鹿田西若宮往来東 西春日井郡師勝町大字鹿田字西若宮往来東 北名古屋市熊之庄東出 西春日井郡師勝町大字熊之庄字東出

# 北名古屋市鹿田出町西 西春日井郡師勝町大字鹿田字出町西 北名古屋市鹿田中海道 西春日井郡師勝町大字鹿田字中海道 北名古屋市熊之庄西出 西春日井郡師勝町大字熊之庄字西出

# 北名古屋市鹿田東海 西春日井郡師勝町大字鹿田字東海 北名古屋市鹿田東中海道 西春日井郡師勝町大字鹿田字東中海道 北名古屋市熊之庄登り戸 西春日井郡師勝町大字熊之庄字登り戸

# 北名古屋市鹿田流 西春日井郡師勝町大字鹿田字流 北名古屋市鹿田三狐神北 西春日井郡師勝町大字鹿田字三狐神北 北名古屋市熊之庄八幡 西春日井郡師勝町大字熊之庄字八幡

# 北名古屋市鹿田永塚 西春日井郡師勝町大字鹿田字永塚 北名古屋市鹿田三狐神附 西春日井郡師勝町大字鹿田字三狐神附 北名古屋市熊之庄細長 西春日井郡師勝町大字熊之庄字細長

# 北名古屋市鹿田西赤土 西春日井郡師勝町大字鹿田字西赤土 北名古屋市熊之庄宮地 西春日井郡師勝町大字熊之庄字宮地

北名古屋市鹿田東村前 西春日井郡師勝町大字鹿田字東村前 北名古屋市鹿田若宮 西春日井郡師勝町大字鹿田字若宮 北名古屋市熊之庄屋形 西春日井郡師勝町大字熊之庄字屋形

北名古屋市鹿田西村前 西春日井郡師勝町大字鹿田字西村前 北名古屋市鹿田東若宮 西春日井郡師勝町大字鹿田字東若宮 北名古屋市熊之庄山の前 西春日井郡師勝町大字熊之庄字山の前

                                              以下次頁
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北名古屋市熊之庄六の坪 西春日井郡師勝町大字熊之庄字六の坪 北名古屋市六ツ師北大島 西春日井郡師勝町大字六ツ師字北大島 北名古屋市高田寺起返 西春日井郡師勝町大字高田寺字起返

北名古屋市熊之庄村上 西春日井郡師勝町大字熊之庄字村上 北名古屋市六ツ師島先 西春日井郡師勝町大字六ツ師字島先 北名古屋市高田寺上外浦 西春日井郡師勝町大字高田寺字上外浦

北名古屋市熊之庄朝場 西春日井郡師勝町大字熊之庄字朝場 北名古屋市六ツ師高田井 西春日井郡師勝町大字六ツ師字高田井 北名古屋市高田寺中外浦 西春日井郡師勝町大字高田寺字中外浦

北名古屋市熊之庄揺り野 西春日井郡師勝町大字熊之庄字揺り野 北名古屋市六ツ師高畑 西春日井郡師勝町大字六ツ師字高畑 北名古屋市高田寺東の川 西春日井郡師勝町大字高田寺字東の川

北名古屋市熊之庄下り戸口 西春日井郡師勝町大字熊之庄字下り戸口 北名古屋市六ツ師塚坪 西春日井郡師勝町大字六ツ師字塚坪 北名古屋市高田寺北の川 西春日井郡師勝町大字高田寺字北の川

北名古屋市熊之庄高畑 西春日井郡師勝町大字熊之庄字高畑 北名古屋市片場 西春日井郡師勝町大字片場 北名古屋市高田寺西の門 西春日井郡師勝町大字高田寺字西の門

北名古屋市熊之庄論田野 西春日井郡師勝町大字熊之庄字論田野 北名古屋市片場大石 西春日井郡師勝町大字片場字大石 北名古屋市高田寺後明 西春日井郡師勝町大字高田寺字後明

北名古屋市六ツ師 西春日井郡師勝町大字六ツ師 北名古屋市片場郷 西春日井郡師勝町大字片場字郷 北名古屋市高田寺砂場 西春日井郡師勝町大字高田寺字砂場

北名古屋市六ツ師江向 西春日井郡師勝町大字六ツ師字江向 北名古屋市片場新町 西春日井郡師勝町大字片場字新町 北名古屋市高田寺出口 西春日井郡師勝町大字高田寺字出口

北名古屋市六ツ師大島 西春日井郡師勝町大字六ツ師字大島 北名古屋市片場天王森 西春日井郡師勝町大字片場字天王森 北名古屋市高田寺屋敷 西春日井郡師勝町大字高田寺字屋敷

北名古屋市六ツ師南屋敷 西春日井郡師勝町大字六ツ師字南屋敷 北名古屋市片場白山 西春日井郡師勝町大字片場字白山 北名古屋市高田寺下外浦 西春日井郡師勝町大字高田寺字下外浦

北名古屋市六ツ師北屋敷 西春日井郡師勝町大字六ツ師字北屋敷 北名古屋市片場八反 西春日井郡師勝町大字片場字八反 北名古屋市高田寺杁ノ口 西春日井郡師勝町大字高田寺字杁ノ口

北名古屋市六ツ師中屋敷 西春日井郡師勝町大字六ツ師字中屋敷 北名古屋市片場八瀬の木 西春日井郡師勝町大字片場字八瀬の木 北名古屋市高田寺沼田 西春日井郡師勝町大字高田寺字沼田

北名古屋市六ツ師高台 西春日井郡師勝町大字六ツ師字高台 北名古屋市片場都 西春日井郡師勝町大字片場字都 北名古屋市高田寺花ノ木 西春日井郡師勝町大字高田寺字花ノ木

北名古屋市六ツ師町田 西春日井郡師勝町大字六ツ師字町田 北名古屋市片場六所 西春日井郡師勝町大字片場字六所 北名古屋市久地野 西春日井郡師勝町大字久地野

北名古屋市六ツ師道毛 西春日井郡師勝町大字六ツ師字道毛 北名古屋市片場堤外道北 西春日井郡師勝町大字片場字堤外道北 北名古屋市久地野戌亥 西春日井郡師勝町大字久地野字戌亥

北名古屋市六ツ師松戸 西春日井郡師勝町大字六ツ師字松戸 北名古屋市片場江向 西春日井郡師勝町大字片場字江向 北名古屋市久地野河原 西春日井郡師勝町大字久地野字河原

北名古屋市六ツ師松葉 西春日井郡師勝町大字六ツ師字松葉 北名古屋市片場郷西 西春日井郡師勝町大字片場字郷西 北名古屋市久地野北浦 西春日井郡師勝町大字久地野字北浦

北名古屋市六ツ師宮西 西春日井郡師勝町大字六ツ師字宮西 北名古屋市片場郷東 西春日井郡師勝町大字片場字郷東 北名古屋市久地野郷廻 西春日井郡師勝町大字久地野字郷廻

北名古屋市六ツ師女夫越 西春日井郡師勝町大字六ツ師字女夫越 北名古屋市片場五反 西春日井郡師勝町大字片場字五反 北名古屋市久地野権現 西春日井郡師勝町大字久地野字権現

北名古屋市六ツ師山の神 西春日井郡師勝町大字六ツ師字山の神 北名古屋市片場五反地 西春日井郡師勝町大字片場字五反地 北名古屋市久地野幟立 西春日井郡師勝町大字久地野字幟立

北名古屋市六ツ師疲榎 西春日井郡師勝町大字六ツ師字疲榎 北名古屋市片場下筬 西春日井郡師勝町大字片場字下筬 北名古屋市久地野牧野 西春日井郡師勝町大字久地野字牧野

北名古屋市六ツ師大替口 西春日井郡師勝町大字六ツ師字大替口 北名古屋市片場堤外道南 西春日井郡師勝町大字片場字堤外道南 北名古屋市久地野安田 西春日井郡師勝町大字久地野字安田

北名古屋市六ツ師下り戸 西春日井郡師勝町大字六ツ師字下り戸 北名古屋市片場中道 西春日井郡師勝町大字片場字中道 北名古屋市久地野南権現 西春日井郡師勝町大字久地野字南権現

北名古屋市六ツ師間サ 西春日井郡師勝町大字六ツ師字間サ 北名古屋市片場子新田 西春日井郡師勝町大字片場字子新田 北名古屋市久地野入鹿新田 西春日井郡師勝町大字久地野字入鹿新田

北名古屋市六ツ師曲松 西春日井郡師勝町大字六ツ師字曲松 北名古屋市片場橋向 西春日井郡師勝町大字片場字橋向 北名古屋市久地野北権現 西春日井郡師勝町大字久地野字北権現

北名古屋市六ツ師牛流 西春日井郡師勝町大字六ツ師字牛流 北名古屋市片場花ノ木 西春日井郡師勝町大字片場字花ノ木 北名古屋市久地野北幟立 西春日井郡師勝町大字久地野字北幟立

北名古屋市六ツ師烏帽子 西春日井郡師勝町大字六ツ師字烏帽子 北名古屋市高田寺 西春日井郡師勝町大字高田寺 北名古屋市久地野四反地 西春日井郡師勝町大字久地野字四反地

北名古屋市六ツ師大山 西春日井郡師勝町大字六ツ師字大山 北名古屋市高田寺一本橋 西春日井郡師勝町大字高田寺字一本橋 北名古屋市久地野沼 西春日井郡師勝町大字久地野字沼
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北名古屋市久地野南幟立 西春日井郡師勝町大字久地野字南幟立 北名古屋市井瀬木北高畑 西春日井郡師勝町大字井瀬木字北高畑 北名古屋市九之坪高田 西春日井郡西春町大字九之坪字高田

北名古屋市二子 西春日井郡師勝町大字二子 北名古屋市井瀬木南五反地 西春日井郡師勝町大字井瀬木字南五反地 北名古屋市九之坪松本 西春日井郡西春町大字九之坪字松本

北名古屋市二子曙 西春日井郡師勝町大字二子字曙 北名古屋市能田 西春日井郡師勝町大字能田 北名古屋市九之坪東美田 西春日井郡西春町大字九之坪字東美田

北名古屋市二子栄和 西春日井郡師勝町大字二子字栄和 北名古屋市能田旭 西春日井郡師勝町大字能田字旭 北名古屋市九之坪南美田 西春日井郡西春町大字九之坪字南美田

北名古屋市二子四反地 西春日井郡師勝町大字二子字四反地 北名古屋市能田南屋敷 西春日井郡師勝町大字能田字南屋敷 北名古屋市九之坪松馬場 西春日井郡西春町大字九之坪字松馬場

北名古屋市二子神明 西春日井郡師勝町大字二子字神明 北名古屋市能田北屋敷 西春日井郡師勝町大字能田字北屋敷 北名古屋市九之坪下葭田 西春日井郡西春町大字九之坪字下葭田

北名古屋市二子瀬古 西春日井郡師勝町大字二子字瀬古 北名古屋市能田中道 西春日井郡師勝町大字能田字中道 北名古屋市九之坪山 西春日井郡西春町大字九之坪字山

北名古屋市二子西の町 西春日井郡師勝町大字二子字西の町 北名古屋市能田蓮池 西春日井郡師勝町大字能田字蓮池 北名古屋市九之坪北美田 西春日井郡西春町大字九之坪字北美田

北名古屋市二子二子前 西春日井郡師勝町大字二子字二子前 北名古屋市能田引免地 西春日井郡師勝町大字能田字引免地 北名古屋市九之坪庚申前 西春日井郡西春町大字九之坪字庚申前

北名古屋市二子双葉 西春日井郡師勝町大字二子字双葉 北名古屋市能田村東 西春日井郡師勝町大字能田字村東 北名古屋市九之坪南城屋敷 西春日井郡西春町大字九之坪字南城屋敷

北名古屋市二子比良出 西春日井郡師勝町大字二子字比良出 北名古屋市薬師寺 西春日井郡師勝町大字薬師寺 北名古屋市九之坪白山 西春日井郡西春町大字九之坪字白山

北名古屋市二子松江 西春日井郡師勝町大字二子字松江 北名古屋市薬師寺草木 西春日井郡師勝町大字薬師寺字草木 北名古屋市九之坪西城屋敷 西春日井郡西春町大字九之坪字西城屋敷

北名古屋市二子名師 西春日井郡師勝町大字二子字名師 北名古屋市薬師寺樋口 西春日井郡師勝町大字薬師寺字樋口 北名古屋市九之坪北口 西春日井郡西春町大字九之坪字北口

北名古屋市二子屋敷 西春日井郡師勝町大字二子字屋敷 北名古屋市薬師寺村前 西春日井郡師勝町大字薬師寺字村前 北名古屋市九之坪市場 西春日井郡西春町大字九之坪字市場

北名古屋市二子牧野 西春日井郡師勝町大字二子字牧野 北名古屋市薬師寺屋敷 西春日井郡師勝町大字薬師寺字屋敷 北名古屋市九之坪宮前 西春日井郡西春町大字九之坪字宮前

北名古屋市二子西牧野 西春日井郡師勝町大字二子字西牧野 北名古屋市薬師寺山浦 西春日井郡師勝町大字薬師寺字山浦 北名古屋市九之坪寺領 西春日井郡西春町大字九之坪字寺領

北名古屋市二子北長瀬 西春日井郡師勝町大字二子字北長瀬 北名古屋市薬師寺山浦草木附 西春日井郡師勝町大字薬師寺字山浦草木附 北名古屋市九之坪上吉田 西春日井郡西春町大字九之坪字上吉田

北名古屋市井瀬木 西春日井郡師勝町大字井瀬木 北名古屋市九之坪 西春日井郡西春町大字九之坪 北名古屋市九之坪南竹田 西春日井郡西春町大字九之坪字南竹田

北名古屋市井瀬木赤土 西春日井郡師勝町大字井瀬木字赤土 北名古屋市九之坪鴨田 西春日井郡西春町大字九之坪字鴨田 北名古屋市九之坪小松方 西春日井郡西春町大字九之坪字小松方

北名古屋市井瀬木井の元 西春日井郡師勝町大字井瀬木字井の元 北名古屋市九之坪加島前 西春日井郡西春町大字九之坪字加島前 北名古屋市九之坪宮浦 西春日井郡西春町大字九之坪字宮浦

北名古屋市井瀬木居屋敷 西春日井郡師勝町大字井瀬木字居屋敷 北名古屋市九之坪東ノ川 西春日井郡西春町大字九之坪字東ノ川 北名古屋市九之坪北浦 西春日井郡西春町大字九之坪字北浦

北名古屋市井瀬木鴨 西春日井郡師勝町大字井瀬木字鴨 北名古屋市九之坪五反地 西春日井郡西春町大字九之坪字五反地 北名古屋市九之坪西竹田 西春日井郡西春町大字九之坪字西竹田

北名古屋市井瀬木五反地 西春日井郡師勝町大字井瀬木字五反地 北名古屋市九之坪中島 西春日井郡西春町大字九之坪字中島 北名古屋市九之坪東町 西春日井郡西春町大字九之坪字東町

北名古屋市井瀬木五町 西春日井郡師勝町大字井瀬木字五町 北名古屋市九之坪両ケ前 西春日井郡西春町大字九之坪字両ケ前 北名古屋市九之坪竹田 西春日井郡西春町大字九之坪字竹田

北名古屋市井瀬木郷前 西春日井郡師勝町大字井瀬木字郷前 北名古屋市九之坪石ノ戸 西春日井郡西春町大字九之坪字石ノ戸 北名古屋市九之坪小松 西春日井郡西春町大字九之坪字小松

北名古屋市井瀬木高畑 西春日井郡師勝町大字井瀬木字高畑 北名古屋市九之坪梅田 西春日井郡西春町大字九之坪字梅田 北名古屋市九之坪天下地 西春日井郡西春町大字九之坪字天下地

北名古屋市井瀬木狭場 西春日井郡師勝町大字井瀬木字狭場 北名古屋市九之坪神明越 西春日井郡西春町大字九之坪字神明越 北名古屋市九之坪葭田 西春日井郡西春町大字九之坪字葭田

北名古屋市井瀬木北五反地 西春日井郡師勝町大字井瀬木字北五反地 北名古屋市九之坪東長堀 西春日井郡西春町大字九之坪字東長堀 北名古屋市九之坪長堀 西春日井郡西春町大字九之坪字長堀

北名古屋市井瀬木大杉 西春日井郡師勝町大字井瀬木字大杉 北名古屋市九之坪天神前 西春日井郡西春町大字九之坪字天神前 北名古屋市九之坪天神 西春日井郡西春町大字九之坪字天神
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北名古屋市九之坪菰口 西春日井郡西春町大字九之坪字菰口 北名古屋市野崎梶畑 西春日井郡西春町大字野崎字梶畑 北名古屋市石橋五反田 西春日井郡西春町大字石橋字五反田

北名古屋市九之坪神明 西春日井郡西春町大字九之坪字神明 北名古屋市野崎正光寺 西春日井郡西春町大字野崎字正光寺 北名古屋市石橋東出 西春日井郡西春町大字石橋字東出

北名古屋市九之坪龍子田 西春日井郡西春町大字九之坪字龍子田 北名古屋市野崎城屋敷 西春日井郡西春町大字野崎字城屋敷 北名古屋市石橋郷浦 西春日井郡西春町大字石橋字郷浦

北名古屋市九之坪笹塚 西春日井郡西春町大字九之坪字笹塚 北名古屋市野崎山神 西春日井郡西春町大字野崎字山神 北名古屋市石橋黒土 西春日井郡西春町大字石橋字黒土

北名古屋市九之坪元田 西春日井郡西春町大字九之坪字元田 北名古屋市沖村 西春日井郡西春町大字沖村 北名古屋市石橋一本杉 西春日井郡西春町大字石橋字一本杉

北名古屋市九之坪半野 西春日井郡西春町大字九之坪字半野 北名古屋市沖村岡 西春日井郡西春町大字沖村字岡 北名古屋市石橋山田屋敷 西春日井郡西春町大字石橋字山田屋敷

北名古屋市九之坪辰巳 西春日井郡西春町大字九之坪字辰巳 北名古屋市沖村西ノ川 西春日井郡西春町大字沖村字西ノ川 北名古屋市中之郷 西春日井郡西春町大字中之郷

北名古屋市九之坪西町 西春日井郡西春町大字九之坪字西町 北名古屋市沖村白弓 西春日井郡西春町大字沖村字白弓 北名古屋市中之郷池之田西 西春日井郡西春町大字中之郷字池之田西

北名古屋市九之坪中町 西春日井郡西春町大字九之坪字中町 北名古屋市沖村佐渡 西春日井郡西春町大字沖村字佐渡 北名古屋市中之郷池之田東 西春日井郡西春町大字中之郷字池之田東

北名古屋市九之坪北町 西春日井郡西春町大字九之坪字北町 北名古屋市沖村舟附 西春日井郡西春町大字沖村字舟附 北名古屋市中之郷左義長場 西春日井郡西春町大字中之郷字左義長場

北名古屋市九之坪南町 西春日井郡西春町大字九之坪字南町 北名古屋市沖村井島 西春日井郡西春町大字沖村字井島 北名古屋市中之郷往生塚 西春日井郡西春町大字中之郷字往生塚

北名古屋市九之坪字南半埜 西春日井郡西春町大字九之坪字南半埜 北名古屋市沖村岡西 西春日井郡西春町大字沖村字岡西 北名古屋市中之郷薮の内 西春日井郡西春町大字中之郷字薮の内

北名古屋市九之坪畦跨 西春日井郡西春町大字九之坪字畦跨 北名古屋市沖村柳原 西春日井郡西春町大字沖村字柳原 北名古屋市中之郷荒田 西春日井郡西春町大字中之郷字荒田

北名古屋市九之坪西町田 西春日井郡西春町大字九之坪字西町田 北名古屋市沖村山ノ神 西春日井郡西春町大字沖村字山ノ神 北名古屋市中之郷栗島 西春日井郡西春町大字中之郷字栗島

北名古屋市九之坪東竹田 西春日井郡西春町大字九之坪字東竹田 北名古屋市沖村東ノ郷 西春日井郡西春町大字沖村字東ノ郷 北名古屋市中之郷諏訪 西春日井郡西春町大字中之郷字諏訪

北名古屋市九之坪北竹田 西春日井郡西春町大字九之坪字北竹田 北名古屋市沖村天花寺 西春日井郡西春町大字沖村字天花寺 北名古屋市中之郷四辻 西春日井郡西春町大字中之郷字四辻

北名古屋市加島新田 西春日井郡西春町大字加島新田 北名古屋市沖村沖浦 西春日井郡西春町大字沖村字沖浦 北名古屋市中之郷北 西春日井郡西春町大字中之郷字北

北名古屋市加島新田北浦 西春日井郡西春町大字加島新田字北浦 北名古屋市沖村権現 西春日井郡西春町大字沖村字権現 北名古屋市中之郷西野 西春日井郡西春町大字中之郷字西野

北名古屋市加島新田屋敷 西春日井郡西春町大字加島新田字屋敷 北名古屋市沖村西ノ郷 西春日井郡西春町大字沖村字西ノ郷 北名古屋市中之郷南 西春日井郡西春町大字中之郷字南

北名古屋市加島新田吸星 西春日井郡西春町大字加島新田字吸星 北名古屋市沖村六反 西春日井郡西春町大字沖村字六反 北名古屋市中之郷八反 西春日井郡西春町大字中之郷字八反

北名古屋市加島新田南田面 西春日井郡西春町大字加島新田字南田面 北名古屋市沖村八反 西春日井郡西春町大字沖村字八反 北名古屋市中之郷池田 西春日井郡西春町大字中之郷字池田

北名古屋市加島新田加島西 西春日井郡西春町大字加島新田字加島西 北名古屋市沖村五反 西春日井郡西春町大字沖村字五反 北名古屋市中之郷天神 西春日井郡西春町大字中之郷字天神

北名古屋市加島新田字内大原 西春日井郡西春町大字加島新田字内大原 北名古屋市沖村蔵前 西春日井郡西春町大字沖村字蔵前 北名古屋市中之郷神明 西春日井郡西春町大字中之郷字神明

北名古屋市野崎 西春日井郡西春町大字野崎 北名古屋市石橋 西春日井郡西春町大字石橋 北名古屋市宇福寺 西春日井郡西春町大字宇福寺

北名古屋市野崎乾出 西春日井郡西春町大字野崎字乾出 北名古屋市石橋郷 西春日井郡西春町大字石橋字郷 北名古屋市宇福寺下沼 西春日井郡西春町大字宇福寺字下沼

北名古屋市野崎宮浦 西春日井郡西春町大字野崎字宮浦 北名古屋市石橋大日 西春日井郡西春町大字石橋字大日 北名古屋市宇福寺東出 西春日井郡西春町大字宇福寺字東出

北名古屋市野崎宮前 西春日井郡西春町大字野崎字宮前 北名古屋市石橋角畑 西春日井郡西春町大字石橋字角畑 北名古屋市宇福寺長田 西春日井郡西春町大字宇福寺字長田

北名古屋市野崎西出 西春日井郡西春町大字野崎字西出 北名古屋市石橋白目 西春日井郡西春町大字石橋字白目 北名古屋市宇福寺村上 西春日井郡西春町大字宇福寺字村上

北名古屋市野崎八反田 西春日井郡西春町大字野崎字八反田 北名古屋市石橋惣作 西春日井郡西春町大字石橋字惣作 北名古屋市宇福寺天神 西春日井郡西春町大字宇福寺字天神
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北名古屋市宇福寺東南出 西春日井郡西春町大字宇福寺字東南出 北名古屋市法成寺松の木 西春日井郡西春町大字法成寺字松の木 北名古屋市鍜治ケ一色乾中島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字乾中島

北名古屋市宇福寺西南出 西春日井郡西春町大字宇福寺字西南出 北名古屋市法成寺神子前 西春日井郡西春町大字法成寺字神子前 北名古屋市鍜治ケ一色村内南 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字村内南

北名古屋市宇福寺中杁 西春日井郡西春町大字宇福寺字中杁 北名古屋市法成寺金蔵前 西春日井郡西春町大字法成寺字金蔵前 北名古屋市鍜治ケ一色長畑 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字長畑

北名古屋市宇福寺三反畑 西春日井郡西春町大字宇福寺字三反畑 北名古屋市法成寺蔵化 西春日井郡西春町大字法成寺字蔵化 北名古屋市鍜治ケ一色西出 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字西出

北名古屋市宇福寺前畑 西春日井郡西春町大字宇福寺字前畑 北名古屋市法成寺南出 西春日井郡西春町大字法成寺字南出 北名古屋市鍜治ケ一色八島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字八島

北名古屋市宇福寺新田 西春日井郡西春町大字宇福寺字新田 北名古屋市法成寺戌亥 西春日井郡西春町大字法成寺字戌亥 北名古屋市鍜治ケ一色森前 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字森前

北名古屋市宇福寺堤添 西春日井郡西春町大字宇福寺字堤添 北名古屋市法成寺未申 西春日井郡西春町大字法成寺字未申 北名古屋市鍜治ケ一色北高塚 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字北高塚

北名古屋市宇福寺神明 西春日井郡西春町大字宇福寺字神明 北名古屋市法成寺辰巳 西春日井郡西春町大字法成寺字辰巳 北名古屋市鍜治ケ一色東襟 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字東襟

北名古屋市宇福寺川添 西春日井郡西春町大字宇福寺字川添 北名古屋市法成寺丑寅 西春日井郡西春町大字法成寺字丑寅 北名古屋市鍜治ケ一色中襟 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字中襟

北名古屋市宇福寺松山 西春日井郡西春町大字宇福寺字松山 北名古屋市法成寺法師堂 西春日井郡西春町大字法成寺字法師堂 北名古屋市鍜治ケ一色北中島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字北中島

北名古屋市北野 西春日井郡西春町大字北野 北名古屋市法成寺八竜 西春日井郡西春町大字法成寺字八竜 北名古屋市徳重 西春日井郡西春町大字徳重

北名古屋市北野小柳 西春日井郡西春町大字北野字小柳 北名古屋市法成寺米田 西春日井郡西春町大字法成寺字米田 北名古屋市徳重土部 西春日井郡西春町大字徳重字土部

北名古屋市北野神明前 西春日井郡西春町大字北野字神明前 北名古屋市法成寺蚊帳場 西春日井郡西春町大字法成寺字蚊帳場 北名古屋市徳重広畑 西春日井郡西春町大字徳重字広畑

北名古屋市北野天神 西春日井郡西春町大字北野字天神 北名古屋市鍜治ヶ一色 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色 北名古屋市徳重小崎 西春日井郡西春町大字徳重字小崎

北名古屋市北野五反畑 西春日井郡西春町大字北野字五反畑 北名古屋市鍜治ケ一色端須賀 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字端須賀 北名古屋市徳重米野 西春日井郡西春町大字徳重字米野

北名古屋市北野八竜前 西春日井郡西春町大字北野字八竜前 北名古屋市鍜治ケ一色襟 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字襟 北名古屋市徳重御宮前 西春日井郡西春町大字徳重字御宮前

北名古屋市法成寺 西春日井郡西春町大字法成寺 北名古屋市鍜治ケ一色高塚 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字高塚 北名古屋市徳重大日 西春日井郡西春町大字徳重字大日

北名古屋市法成寺戌亥出 西春日井郡西春町大字法成寺字戌亥出 北名古屋市鍜治ケ一色宮浦 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字宮浦 北名古屋市徳重与八杁 西春日井郡西春町大字徳重字与八杁

北名古屋市法成寺水戸 西春日井郡西春町大字法成寺字水戸 北名古屋市徳重生田 西春日井郡西春町大字徳重字生田

北名古屋市法成寺丸瀬町 西春日井郡西春町大字法成寺字丸瀬町 北名古屋市鍜治ケ一色鍜治前 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字鍜治前 北名古屋市徳重大山 西春日井郡西春町大字徳重字大山

北名古屋市法成寺西出 西春日井郡西春町大字法成寺字西出 北名古屋市鍜治ケ一色村内東 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字村内東 北名古屋市徳重東出 西春日井郡西春町大字徳重字東出

北名古屋市法成寺中道 西春日井郡西春町大字法成寺字中道 北名古屋市鍜治ケ一色村内西 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字村内西 北名古屋市徳重長池 西春日井郡西春町大字徳重字長池

北名古屋市法成寺ツナギ畑 西春日井郡西春町大字法成寺字ツナギ畑 北名古屋市鍜治ケ一色相若 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字相若 北名古屋市徳重本郷 西春日井郡西春町大字徳重字本郷

北名古屋市法成寺宮西 西春日井郡西春町大字法成寺字宮西 北名古屋市鍜治ケ一色中島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字中島 北名古屋市徳重北出 西春日井郡西春町大字徳重字北出

北名古屋市法成寺宮戌亥 西春日井郡西春町大字法成寺字宮戌亥 北名古屋市鍜治ケ一色西垂 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字西垂 北名古屋市徳重杁ノ口 西春日井郡西春町大字徳重字杁ノ口

北名古屋市法成寺宮浦 西春日井郡西春町大字法成寺字宮浦 北名古屋市鍜治ケ一色迎島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字迎島 北名古屋市徳重西出 西春日井郡西春町大字徳重字西出

北名古屋市法成寺宮東 西春日井郡西春町大字法成寺字宮東 北名古屋市鍜治ケ一色池田 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字池田 北名古屋市徳重吉原 西春日井郡西春町大字徳重字吉原

北名古屋市法成寺長福寺浦 西春日井郡西春町大字法成寺字長福寺浦 北名古屋市鍜治ケ一色北襟 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字北襟 北名古屋市徳重西吉原 西春日井郡西春町大字徳重字西吉原

北名古屋市法成寺道久 西春日井郡西春町大字法成寺字道久 北名古屋市鍜治ケ一色南中島 西春日井郡西春町大字鍜治ケ一色字南中島 北名古屋市徳重中道 西春日井郡西春町大字徳重字中道
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北名古屋市徳重花ノ木 西春日井郡西春町大字徳重字花ノ木 北名古屋市西之保棒地 西春日井郡西春町大字西之保字棒地 北名古屋市西之保犬井 西春日井郡西春町大字西之保字犬井

北名古屋市徳重高道 西春日井郡西春町大字徳重字高道 北名古屋市西之保中屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字中屋敷 北名古屋市西之保光明田 西春日井郡西春町大字西之保字光明田

北名古屋市徳重西沼 西春日井郡西春町大字徳重字西沼 北名古屋市西之保西屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字西屋敷 北名古屋市西之保才戸 西春日井郡西春町大字西之保字才戸

北名古屋市徳重渡り所 西春日井郡西春町大字徳重字渡り所 北名古屋市西之保高野 西春日井郡西春町大字西之保字高野 北名古屋市西之保西若 西春日井郡西春町大字西之保字西若

北名古屋市徳重中海道 西春日井郡西春町大字徳重字中海道 北名古屋市西之保西出 西春日井郡西春町大字西之保字西出 北名古屋市西之保南若 西春日井郡西春町大字西之保字南若

北名古屋市徳重北川原土 西春日井郡西春町大字徳重字北川原土 北名古屋市西之保八之坪 西春日井郡西春町大字西之保字八之坪 北名古屋市西之保東海 西春日井郡西春町大字西之保字東海

北名古屋市徳重東屋敷 西春日井郡西春町大字徳重字東屋敷 北名古屋市西之保南出 西春日井郡西春町大字西之保字南出 北名古屋市西之保南若宮 西春日井郡西春町大字西之保字南若宮

北名古屋市徳重祢宜前 西春日井郡西春町大字徳重字祢宜前 北名古屋市西之保宮前 西春日井郡西春町大字西之保字宮前 北名古屋市西之保西若宮 西春日井郡西春町大字西之保字西若宮

北名古屋市徳重西広畑 西春日井郡西春町大字徳重字西広畑 北名古屋市西之保深坪 西春日井郡西春町大字西之保字深坪 北名古屋市西之保東出 西春日井郡西春町大字西之保字東出

北名古屋市徳重新季 西春日井郡西春町大字徳重字新季 北名古屋市西之保三町地 西春日井郡西春町大字西之保字三町地 北名古屋市西之保北若宮 西春日井郡西春町大字西之保字北若宮

北名古屋市徳重東広畑 西春日井郡西春町大字徳重字東広畑 北名古屋市西之保五反地 西春日井郡西春町大字西之保字五反地 北名古屋市山之腰 西春日井郡西春町大字山之腰

北名古屋市徳重逆巻 西春日井郡西春町大字徳重字逆巻 北名古屋市西之保東上沼 西春日井郡西春町大字西之保字東上沼 北名古屋市山之腰五条 西春日井郡西春町大字山之腰字五条

北名古屋市徳重東花ノ木 西春日井郡西春町大字徳重字東花ノ木 北名古屋市西之保清水田 西春日井郡西春町大字西之保字清水田 北名古屋市山之腰天神東 西春日井郡西春町大字山之腰字天神東

北名古屋市徳重東宮之地 西春日井郡西春町大字徳重字東宮之地 北名古屋市西之保寅屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字寅屋敷 北名古屋市落合 西春日井郡西春町大字落合

北名古屋市徳重南宮之地 西春日井郡西春町大字徳重字南宮之地 北名古屋市西之保北屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字北屋敷 北名古屋市落合下沼 西春日井郡西春町大字落合字下沼

北名古屋市徳重西宮之地 西春日井郡西春町大字徳重字西宮之地 北名古屋市西之保東屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字東屋敷

北名古屋市徳重高塚 西春日井郡西春町大字徳重字高塚 北名古屋市西之保藤塚 西春日井郡西春町大字西之保字藤塚

北名古屋市徳重郷前 西春日井郡西春町大字徳重字郷前 北名古屋市西之保立石 西春日井郡西春町大字西之保字立石

北名古屋市徳重浦田 西春日井郡西春町大字徳重字浦田 北名古屋市西之保南八龍 西春日井郡西春町大字西之保字南八龍

北名古屋市徳重西葭原 西春日井郡西春町大字徳重字西葭原 北名古屋市西之保南青野屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字南青野屋敷

北名古屋市弥勒寺 西春日井郡西春町弥勒寺 北名古屋市西之保青野前 西春日井郡西春町大字西之保字青野前

北名古屋市弥勒寺東一丁目 西春日井郡西春町弥勒寺東一丁目 北名古屋市西之保青野東 西春日井郡西春町大字西之保字青野東

北名古屋市弥勒寺東二丁目 西春日井郡西春町弥勒寺東二丁目 北名古屋市西之保北青野屋敷 西春日井郡西春町大字西之保字北青野屋敷

北名古屋市弥勒寺東三丁目 西春日井郡西春町弥勒寺東三丁目 北名古屋市西之保神ノ戸 西春日井郡西春町大字西之保字神ノ戸

北名古屋市弥勒寺東四丁目 西春日井郡西春町弥勒寺東四丁目 北名古屋市西之保上八ノ坪 西春日井郡西春町大字西之保字上八ノ坪

北名古屋市弥勒寺西一丁目 西春日井郡西春町弥勒寺西一丁目 北名古屋市西之保北高野 西春日井郡西春町大字西之保字北高野

北名古屋市弥勒寺西二丁目 西春日井郡西春町弥勒寺西二丁目 北名古屋市西之保青野 西春日井郡西春町大字西之保字青野

北名古屋市弥勒寺西三丁目 西春日井郡西春町弥勒寺西三丁目 北名古屋市西之保八龍 西春日井郡西春町大字西之保字八龍

北名古屋市西之保 西春日井郡西春町大字西之保 北名古屋市西之保中社 西春日井郡西春町大字西之保字中社


