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大別當大別當大別當大別當大別當大別當大別當大別當大別當

上新田上新田上新田上新田上新田上新田上新田上新田上新田

上曲通上曲通上曲通上曲通上曲通上曲通上曲通上曲通上曲通

新飯田新飯田新飯田新飯田新飯田新飯田新飯田新飯田新飯田

西萱場西萱場西萱場西萱場西萱場西萱場西萱場西萱場西萱場

高野宮高野宮高野宮高野宮高野宮高野宮高野宮高野宮高野宮

牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島牧ケ島

三王渕三王渕三王渕三王渕三王渕三王渕三王渕三王渕三王渕

二階堂二階堂二階堂二階堂二階堂二階堂二階堂二階堂二階堂

赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥赤鏥

姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島

河間河間河間河間河間河間河間河間河間桜林桜林桜林桜林桜林桜林桜林桜林桜林 並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡

荻島荻島荻島荻島荻島荻島荻島荻島荻島
小牧小牧小牧小牧小牧小牧小牧小牧小牧

舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野

花見花見花見花見花見花見花見花見花見

大保大保大保大保大保大保大保大保大保

越前浜越前浜越前浜越前浜越前浜越前浜越前浜越前浜越前浜

角田浜角田浜角田浜角田浜角田浜角田浜角田浜角田浜角田浜

角海浜角海浜角海浜角海浜角海浜角海浜角海浜角海浜角海浜 上木島上木島上木島上木島上木島上木島上木島上木島上木島

五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜五ケ浜

竹野町竹野町竹野町竹野町竹野町竹野町竹野町竹野町竹野町

仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇
味方味方味方味方味方味方味方味方味方

居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿

七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂

神山神山神山神山神山神山神山神山神山
早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟

井随井随井随井随井随井随井随井随井随

茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島

遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤

大関大関大関大関大関大関大関大関大関

大原大原大原大原大原大原大原大原大原柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島

真田真田真田真田真田真田真田真田真田

平野平野平野平野平野平野平野平野平野

山口新田山口新田山口新田山口新田山口新田山口新田山口新田山口新田山口新田

葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場葉萱場

大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟

大野大野大野大野大野大野大野大野大野

金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻
曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和中権寺中権寺中権寺中権寺中権寺中権寺中権寺中権寺中権寺

五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西五十嵐西

寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５寺尾上５

荒沢荒沢荒沢荒沢荒沢荒沢荒沢荒沢荒沢

新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋

飯田飯田飯田飯田飯田飯田飯田飯田飯田

院内院内院内院内院内院内院内院内院内

江口江口江口江口江口江口江口江口江口

大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢
大平大平大平大平大平大平大平大平大平

落合落合落合落合落合落合落合落合落合

桑切桑切桑切桑切桑切桑切桑切桑切桑切

笹巻笹巻笹巻笹巻笹巻笹巻笹巻笹巻笹巻
棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗棚鱗

中浦中浦中浦中浦中浦中浦中浦中浦中浦

長沢長沢長沢長沢長沢長沢長沢長沢長沢

長野長野長野長野長野長野長野長野長野

上谷地上谷地上谷地上谷地上谷地上谷地上谷地上谷地上谷地

鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊鹿熊

北五百川北五百川北五百川北五百川北五百川北五百川北五百川北五百川北五百川

神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲神谷甲

神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙神谷乙

広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙広谷丙

三方乙三方乙三方乙三方乙三方乙三方乙三方乙三方乙三方乙

三方甲三方甲三方甲三方甲三方甲三方甲三方甲三方甲三方甲

野沢野沢野沢野沢野沢野沢野沢野沢野沢

大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙大倉乙

大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲大倉甲
七名甲七名甲七名甲七名甲七名甲七名甲七名甲七名甲七名甲

鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠鹿峠

島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟

曲谷曲谷曲谷曲谷曲谷曲谷曲谷曲谷曲谷

上条上条上条上条上条上条上条上条上条

上保内上保内上保内上保内上保内上保内上保内上保内上保内

東大崎東大崎東大崎東大崎東大崎東大崎東大崎東大崎東大崎

大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水大字黒水

大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷大字長谷

大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳大字下高柳

大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉大字下土倉

大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷大字上大谷

大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳大字上高柳

新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋新屋 暮坪暮坪暮坪暮坪暮坪暮坪暮坪暮坪暮坪

蛭野蛭野蛭野蛭野蛭野蛭野蛭野蛭野蛭野

山谷山谷山谷山谷山谷山谷山谷山谷山谷
下杉川下杉川下杉川下杉川下杉川下杉川下杉川下杉川下杉川

仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷仙見谷

上杉川上杉川上杉川上杉川上杉川上杉川上杉川上杉川上杉川
小面谷小面谷小面谷小面谷小面谷小面谷小面谷小面谷小面谷

笹目笹目笹目笹目笹目笹目笹目笹目笹目

小手茂小手茂小手茂小手茂小手茂小手茂小手茂小手茂小手茂

雲和田雲和田雲和田雲和田雲和田雲和田雲和田雲和田雲和田

豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙豊川乙

豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙豊川丙

広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲広谷甲
両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙両郷乙

両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲両郷甲九島九島九島九島九島九島九島九島九島

天満天満天満天満天満天満天満天満天満 花立花立花立花立花立花立花立花立花立

宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂宝坂　大字宝坂

宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷宝坂　大字屋敷

田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢

東山東山東山東山東山東山東山東山東山

福取福取福取福取福取福取福取福取福取

鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉

飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島

蔵主蔵主蔵主蔵主蔵主蔵主蔵主蔵主蔵主

真木真木真木真木真木真木真木真木真木
菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢

刈羽刈羽刈羽刈羽刈羽刈羽刈羽刈羽刈羽

石川２石川２石川２石川２石川２石川２石川２石川２石川２ 大字上条大字上条大字上条大字上条大字上条大字上条大字上条大字上条大字上条

大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田大字坂田

牧牧牧牧牧牧牧牧牧

大蔵大蔵大蔵大蔵大蔵大蔵大蔵大蔵大蔵

大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢

柄沢柄沢柄沢柄沢柄沢柄沢柄沢柄沢柄沢

木越木越木越木越木越木越木越木越木越

清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬
小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦

尻上尻上尻上尻上尻上尻上尻上尻上尻上

菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出

青橋青橋青橋青橋青橋青橋青橋青橋青橋

愛宕愛宕愛宕愛宕愛宕愛宕愛宕愛宕愛宕

上野上野上野上野上野上野上野上野上野

大口大口大口大口大口大口大口大口大口 川内川内川内川内川内川内川内川内川内

千原千原千原千原千原千原千原千原千原

長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋

大須郷大須郷大須郷大須郷大須郷大須郷大須郷大須郷大須郷

熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂熊野堂
城下１城下１城下１城下１城下１城下１城下１城下１城下１

佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取

松野松野松野松野松野松野松野松野松野

小松小松小松小松小松小松小松小松小松

岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢

長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷

赤岩赤岩赤岩赤岩赤岩赤岩赤岩赤岩赤岩

大牧大牧大牧大牧大牧大牧大牧大牧大牧
鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬鹿瀬

上島上島上島上島上島上島上島上島上島

白崎白崎白崎白崎白崎白崎白崎白崎白崎
角島角島角島角島角島角島角島角島角島

細越細越細越細越細越細越細越細越細越

谷沢谷沢谷沢谷沢谷沢谷沢谷沢谷沢谷沢

行地行地行地行地行地行地行地行地行地

西西西西西西西西西 奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島奥川　大字元島倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平倉ノ平

日出谷日出谷日出谷日出谷日出谷日出谷日出谷日出谷日出谷

奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根奥川　大字高陽根

市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬市之瀬

浦興野浦興野浦興野浦興野浦興野浦興野浦興野浦興野浦興野

荻島１荻島１荻島１荻島１荻島１荻島１荻島１荻島１荻島１

小須戸小須戸小須戸小須戸小須戸小須戸小須戸小須戸小須戸

鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１鯵潟１

北田中北田中北田中北田中北田中北田中北田中北田中北田中

小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子小蔵子

下木山下木山下木山下木山下木山下木山下木山下木山下木山

親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町

西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻西笠巻 大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋 大鹿大鹿大鹿大鹿大鹿大鹿大鹿大鹿大鹿

古田古田古田古田古田古田古田古田古田
出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸

割町割町割町割町割町割町割町割町割町

阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１阿賀野１

三本木３三本木３三本木３三本木３三本木３三本木３三本木３三本木３三本木３

上中野目上中野目上中野目上中野目上中野目上中野目上中野目上中野目上中野目

切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田切梅新田

かがやきかがやきかがやきかがやきかがやきかがやきかがやきかがやきかがやき

下新下新下新下新下新下新下新下新下新 小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮

小境小境小境小境小境小境小境小境小境

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田

七石七石七石七石七石七石七石七石七石
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