
※ 小字は左上から右に向かって名前順に羅列してあります。

旧町 大 字 名

上原 梅ヶ入 大ヶ坂 大畑 落合 落合前 貝子沢

片瀬 片山 カベラ沢 河原間 河原間新田 北河原 北竹越

御屋敷 御弓削 坂本 宿尻 ショッパア 新町 新町西

新町前 外新田 大門 滝ヶ入 宅地 月場 峠西

峠東 梨木沢 西河原 西条 西条林 西平 西羽場

西平塩 二ノ沢 二ノ宮 根之上 野中 橋場 橋場下

八幡 羽場 平塩 前山 三島山 道東 南竹越

宮ノ下 宮東 向新田 廻り木 八乙女 附洲新田 蓮台

若宮 上手河原 上手河原北藪 割石

印沢 梅ヶ入 大畑 落合 片瀬 片山 カベラ沢

下馬 坂下 塩破 滝ヶ入 月場 西条林 二宮

野中 東田 三島 宮下 廻り木 割石

高田 梅ヶ入 椚田 久保 大正 前山

池尻 池尻山 入ノ澤 追平 鬼ヶ久保 鬼窪 上河原

北河原 島田 下河原 上米地 辻 天神林 道場

中河原 中沢 中山 波柳 子ノ神 原沢 平林

船久保 前河原 前畑 南向 谷津 湯ノ岡

上沼 洗平 家の後 家ノ前 池尻 石切 石津山

居平 岩落 鵜瀬 大木坂 大久保 開田 風張

釜田 上居村 川鳥 北後林 北沢 久保沼 小入

猿尾 猿沢 山王 下居村 陣平 新地 高畑

寺の前 道正 床浪 弐階 西田 西林 西峰

韮山 備前 平林 渕尻 古宿 法手平 前田

前山 町尻 南後林 宮田 宮ノ尾 宮畑 向山

狢川 枠林 割石

青木 青田 家ノ上 家ノ下 家ノ前 家ノ脇 石畑

居立ヶ入 井戸 居屋敷 岩下 上ノ原 後 海日向

梅平 大ヶ坂 大曲 柿先 柿平 肩背 門

柄沢 加利登々 川下 旱道 北ノ入 北屋敷 小垈

越道 湖日向野瀬 坂 堺額 坂額 佐ス 地蔵

地蔵ノ上 清水 下佐ス 正代 城ノ嶺 新地 蔵地場

大明神 大明地 近萩 辻 寺郷 天神原 峠

峠下 藤田山 栃久保 飛曲 鳥谷 中河原 中ノ坪

中道 長嶺 奈キ 梨木畑 二古屋 西畑 西嶺

西屋敷 入道 橋詰 八 日影 日影側 東峠

東畑 平場 武泰 堀切 前坂 間角 的場

丸尾根 丸山 乱橋 薬袋田 宮西 宮ノ下 向山

持窪 八重神 柳沢 山ノ神 横道 由沢 若宮

和手

石原 岩下 上ノ山 大石久保 桶沢 上差山 北久保

切久保 崩 小坂 御入道 下差山 新三郎 扇子畑

堂 道平 中差山 仲見通 西庄台 花柄沢 東岩下

東庄台 東見通 古宿 別所 別所沢 細久保 前畑

見通 南沢 南宮沢 宮沢 宮下 深山 明王

芝草の一部 川浦 町屋 峠沢 一城林

道林 下河原の一部

八之尻

印沢

下大鳥居

黒沢

六
郷
町

旧六郷町は全域地籍調査済

（大字：岩間、楠甫、落居、五八、岩下、寺所、宮原、葛篭沢、鴨狩津向）
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市川大門

山保


