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新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅

大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出

大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦

大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉

間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬

金池金池金池金池金池金池金池金池金池

石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬

岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉

大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首

大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田

夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井
吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町

原原原原原原原原原

米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津

久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田
西中西中西中西中西中西中西中西中西中

白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥

横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根

和納和納和納和納和納和納和納和納和納

津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田

富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡

和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目

下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納

庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚 松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋

雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森 舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野

小島小島小島小島小島小島小島小島小島

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

姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島

真木真木真木真木真木真木真木真木真木

佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山

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

並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡
打越打越打越打越打越打越打越打越打越

福島福島福島福島福島福島福島福島福島
河間河間河間河間河間河間河間河間河間

東中東中東中東中東中東中東中東中東中

六分六分六分六分六分六分六分六分六分

大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田

大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟

東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越

針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根

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

月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟

東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋

茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根

沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保

東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場

大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田

大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田

大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上
庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬

菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田

牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎

平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟
蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉

菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢

長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋

中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢

大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川

橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田
大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢

西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋

笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町

千原千原千原千原千原千原千原千原千原
本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋

新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町

宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下

木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋

能代能代能代能代能代能代能代能代能代

今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉

駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目

木越木越木越木越木越木越木越木越木越

川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬
吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢

赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽

曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町

菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出
中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新

切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑

土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀 尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白

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 小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田

大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷 馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下

長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷

佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取
釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜

熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡
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岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷

取上取上取上取上取上取上取上取上取上

吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津

川口川口川口川口川口川口川口川口川口

岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢 五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢

黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩

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

樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽

峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡

福井福井福井福井福井福井福井福井福井 平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢

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

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

新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷
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油島油島油島油島油島油島油島油島油島

巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙

安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻
潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭

前田前田前田前田前田前田前田前田前田

伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部

仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇

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

巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲

羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田

割前割前割前割前割前割前割前割前割前
真田真田真田真田真田真田真田真田真田

馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀

河井河井河井河井河井河井河井河井河井
漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山

柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島

南南南南南南南南南
道上道上道上道上道上道上道上道上道上

巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町

称名称名称名称名称名称名称名称名称名

茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島

鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟

矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島

新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟

遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤 三方三方三方三方三方三方三方三方三方
横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸

稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島
布目布目布目布目布目布目布目布目布目

松山松山松山松山松山松山松山松山松山

西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上 槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島

下山下山下山下山下山下山下山下山下山

新保新保新保新保新保新保新保新保新保
巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原

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

坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田

赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚
みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目

神山神山神山神山神山神山神山神山神山 山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎

木山木山木山木山木山木山木山木山木山

鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸

勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋
善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺

曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根

升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟

旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋

旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受
卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受

大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受

藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木

早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟

大関大関大関大関大関大関大関大関大関
大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟 堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田

中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋

大友大友大友大友大友大友大友大友大友
貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田

田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟

四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋

内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町

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
田島田島田島田島田島田島田島田島田島

新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目

内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目

笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木 大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟
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内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町

新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目

新通新通新通新通新通新通新通新通新通

五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町

坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目

上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目

釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄
釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄

大原大原大原大原大原大原大原大原大原

木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑
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白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町

上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木

井随井随井随井随井随井随井随井随井随

熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷

西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根

七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町
親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町

鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目

神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋

天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田

上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚

鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥

小向小向小向小向小向小向小向小向小向 天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢

横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜

新保新保新保新保新保新保新保新保新保

白根白根白根白根白根白根白根白根白根
中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見
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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

下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚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

子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場
新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野新津四ツ興野

味方味方味方味方味方味方味方味方味方

七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂七穂

味方味方味方味方味方味方味方味方味方

吉江吉江吉江吉江吉江吉江吉江吉江吉江

保坂保坂保坂保坂保坂保坂保坂保坂保坂

根岸根岸根岸根岸根岸根岸根岸根岸根岸

大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田大倉新田

高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目高井東２丁目

居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿居宿

板井板井板井板井板井板井板井板井板井

木場木場木場木場木場木場木場木場木場

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

松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋

中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵中塩俵

引越引越引越引越引越引越引越引越引越
赤渋赤渋赤渋赤渋赤渋赤渋赤渋赤渋赤渋

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

西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田西笠巻新田

小屋場小屋場小屋場小屋場小屋場小屋場小屋場小屋場小屋場

大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋大秋

栗宮栗宮栗宮栗宮栗宮栗宮栗宮栗宮栗宮

犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田犬帰新田

西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋西酒屋

大郷大郷大郷大郷大郷大郷大郷大郷大郷 出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸出戸

矢代田矢代田矢代田矢代田矢代田矢代田矢代田矢代田矢代田 金津金津金津金津金津金津金津金津金津
丸田丸田丸田丸田丸田丸田丸田丸田丸田

塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷

竜玄竜玄竜玄竜玄竜玄竜玄竜玄竜玄竜玄
古津古津古津古津古津古津古津古津古津
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割町割町割町割町割町割町割町割町割町 朝日朝日朝日朝日朝日朝日朝日朝日朝日
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田家田家田家田家田家田家田家田家田家
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土深土深土深土深土深土深土深土深土深白山白山白山白山白山白山白山白山白山

小熊小熊小熊小熊小熊小熊小熊小熊小熊 五泉五泉五泉五泉五泉五泉五泉五泉五泉

三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目三本木３丁目

太田太田太田太田太田太田太田太田太田
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千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁千唐仁

布目布目布目布目布目布目布目布目布目
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善道善道善道善道善道善道善道善道善道

滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町滝谷町
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北上北上北上北上北上北上北上北上北上
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中野中野中野中野中野中野中野中野中野田島田島田島田島田島田島田島田島田島
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七日町七日町七日町七日町七日町七日町七日町七日町七日町

飯柳飯柳飯柳飯柳飯柳飯柳飯柳飯柳飯柳
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東金沢東金沢東金沢東金沢東金沢東金沢東金沢東金沢東金沢

中新田中新田中新田中新田中新田中新田中新田中新田中新田
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小島小島小島小島小島小島小島小島小島

分田分田分田分田分田分田分田分田分田

東町東町東町東町東町東町東町東町東町

下里下里下里下里下里下里下里下里下里

小河原小河原小河原小河原小河原小河原小河原小河原小河原
満願寺満願寺満願寺満願寺満願寺満願寺満願寺満願寺満願寺

沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目沢海３丁目
沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目沢海２丁目

寺社新寺社新寺社新寺社新寺社新寺社新寺社新寺社新寺社新

箸木免箸木免箸木免箸木免箸木免箸木免箸木免箸木免箸木免

関屋関屋関屋関屋関屋関屋関屋関屋関屋

京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島京ヶ島

七島七島七島七島七島七島七島七島七島

黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥黒鳥
小平方小平方小平方小平方小平方小平方小平方小平方小平方

金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻金巻
大通西大通西大通西大通西大通西大通西大通西大通西大通西

大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目大通１丁目

鳥原鳥原鳥原鳥原鳥原鳥原鳥原鳥原鳥原

大野町大野町大野町大野町大野町大野町大野町大野町大野町

緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目緒立流通２丁目

流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目流通センター６丁目
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善久善久善久善久善久善久善久善久善久
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山田山田山田山田山田山田山田山田山田
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獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通獺ヶ通

天野天野天野天野天野天野天野天野天野
平賀平賀平賀平賀平賀平賀平賀平賀平賀和田和田和田和田和田和田和田和田和田

嘉木嘉木嘉木嘉木嘉木嘉木嘉木嘉木嘉木

花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧花ノ牧

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

両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目両川１丁目

嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬嘉瀬

曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目曽野木２丁目

祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野祖父興野

久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野久蔵興野鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木

鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木鐘木

丸潟丸潟丸潟丸潟丸潟丸潟丸潟丸潟丸潟

亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通亀田早通

早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目早通３丁目

長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目長潟１丁目
清五郎清五郎清五郎清五郎清五郎清五郎清五郎清五郎清五郎

鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子鵜ノ子

上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目上新栄町２丁目
小針南小針南小針南小針南小針南小針南小針南小針南小針南

上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町上新栄町 青山水道青山水道青山水道青山水道青山水道青山水道青山水道青山水道青山水道

青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目青山８丁目

小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目小針１丁目

鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目鳥屋野南１丁目

網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目網川原２丁目

出来島出来島出来島出来島出来島出来島出来島出来島出来島

青山青山青山青山青山青山青山青山青山 堀割町堀割町堀割町堀割町堀割町堀割町堀割町堀割町堀割町

浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目浜浦町２丁目
関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目関屋金衛町１丁目

愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目愛宕１丁目

新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目新和３丁目

女池女池女池女池女池女池女池女池女池
長潟長潟長潟長潟長潟長潟長潟長潟長潟

美の里美の里美の里美の里美の里美の里美の里美の里美の里

神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目神道寺南２丁目

紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目紫竹山２丁目

姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目姥ケ山５丁目

上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目上所上１丁目

上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目上所１丁目

水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目水道町２丁目
万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目万代４丁目

雪町雪町雪町雪町雪町雪町雪町雪町雪町

笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口

紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹

中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目

山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目

中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目

二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目
割野割野割野割野割野割野割野割野割野

沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目

木津木津木津木津木津木津木津木津木津

二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木

横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目

泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟

茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山

所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目
袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目

早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目
稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目

旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目

いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目

駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込

うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目

田山田山田山田山田山田山田山田山田山

城城城城城城城城城
深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀

飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉

緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡

曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷

金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲
法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳

小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目

金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙

横越横越横越横越横越横越横越横越横越

駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林

灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚 山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野

亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田 北山北山北山北山北山北山北山北山北山

北山北山北山北山北山北山北山北山北山

石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目

茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷

平山平山平山平山平山平山平山平山平山

西山西山西山西山西山西山西山西山西山

西野西野西野西野西野西野西野西野西野
大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕

竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目 中島中島中島中島中島中島中島中島中島

逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目

逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目

江口江口江口江口江口江口江口江口江口
岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山

本所本所本所本所本所本所本所本所本所

細山細山細山細山細山細山細山細山細山

大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎

太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂

細山細山細山細山細山細山細山細山細山

高森高森高森高森高森高森高森高森高森

長場長場長場長場長場長場長場長場長場
長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂

長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田

森下森下森下森下森下森下森下森下森下

新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎

新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目

新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷
早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目

松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟

大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳

下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀
柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目

葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚

清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬

荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島

渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場

新保新保新保新保新保新保新保新保新保

小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦

六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬

高山高山高山高山高山高山高山高山高山

小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮

野田野田野田野田野田野田野田野田野田

久保久保久保久保久保久保久保久保久保

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田

福永福永福永福永福永福永福永福永福永

籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田

小松小松小松小松小松小松小松小松小松

草水草水草水草水草水草水草水草水草水
石間石間石間石間石間石間石間石間石間

保田保田保田保田保田保田保田保田保田
堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越

寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社

熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田

越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂

丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山

十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神

小境小境小境小境小境小境小境小境小境 牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島

野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城
土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋

稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町

庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮

深町深町深町深町深町深町深町深町深町
上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山

金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢

大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地
金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋

里里里里里里里里里

山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺
大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮

今板今板今板今板今板今板今板今板今板

上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町

出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯

畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江

石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸
上島上島上島上島上島上島上島上島上島

中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢

南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町

安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町

中島中島中島中島中島中島中島中島中島

外城外城外城外城外城外城外城外城外城

水原水原水原水原水原水原水原水原水原

須走須走須走須走須走須走須走須走須走

横山横山横山横山横山横山横山横山横山

川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎

蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田

泉泉泉泉泉泉泉泉泉
発久発久発久発久発久発久発久発久発久

沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館

岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田
里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野

船居船居船居船居船居船居船居船居船居

千原千原千原千原千原千原千原千原千原

沖沖沖沖沖沖沖沖沖 長起長起長起長起長起長起長起長起長起

榎榎榎榎榎榎榎榎榎
上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田 上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関

小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山

笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡

上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分

勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋

女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂
湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢

下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分

村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡
滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢

熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂

上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山 折居折居折居折居折居折居折居折居折居

上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山

大月大月大月大月大月大月大月大月大月

浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木

内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼

高田高田高田高田高田高田高田高田高田飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新

飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山

上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀
嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目

嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山
新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻

中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目

砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山
乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻

本田本田本田本田本田本田本田本田本田

天王天王天王天王天王天王天王天王天王

月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡

岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷 瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波

三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡

乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次

下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目

吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦

小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂

大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝
赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋

中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山

山内山内山内山内山内山内山内山内山内

荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川

松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡

大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎

大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻

米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉

江口江口江口江口江口江口江口江口江口法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋

八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田 丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首

太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎

小見小見小見小見小見小見小見小見小見
上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保

古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺

田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町

栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目

船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目

榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町
鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町

月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町

臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目

材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町

白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目

幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目

海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬

津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目

新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町

船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目
松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町 松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目

松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと

濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目

樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入

下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内

松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町

下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通 鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋

内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見

木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎

神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内

太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜

東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町 笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山

白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町

島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町

横井横井横井横井横井横井横井横井横井
太田太田太田太田太田太田太田太田太田

笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳

鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴

太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田

佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木

浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入

横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居

東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目

大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄
大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松

大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條

飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島
西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口

則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田

日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡

北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口

切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅

弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越 大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目

御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目

曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根 富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚

大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫
舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入

西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目

城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目

中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根
中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目

太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目

東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目

位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町

東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目

大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚

大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉

大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟 大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野

真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原

中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内

道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀

宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉
草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷

二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山

人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋
真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代

中島中島中島中島中島中島中島中島中島
小川小川小川小川小川小川小川小川小川

長島長島長島長島長島長島長島長島長島

五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野

金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷

下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保

敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀

石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜

東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目

島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟

西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄
上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松

上館上館上館上館上館上館上館上館上館

早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場

下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江

中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉

黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩

新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路

麓麓麓麓麓麓麓麓麓

長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑

向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条
高田高田高田高田高田高田高田高田高田

川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻 上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉

吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田

館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路
茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷

下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田

住田住田住田住田住田住田住田住田住田
箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩

高島高島高島高島高島高島高島高島高島
小島小島小島小島小島小島小島小島小島

湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南

下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山

寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾

新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区

新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区

新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区

南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町

新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区

阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市

新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区

新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区

新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区

新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区

北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町

新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市

吉田(YAMN)

*中之口（合）

*新飯田（合）

*巻

内野(SN)

*西川（合）

*白根(S )

小新黒崎(SN)

黒崎南(SN)

新潟南（合）

寺尾(SN)

小針(SN)

県庁前(SN)

中央(SN) 万代(SN)

本町(SN)

馬下（合）

五十島（合）

*小須戸（合）

*矢代田（合）

*新津（合）

五泉(YAMSN)

*新津・荻川（合）

水原(AMN)

保田(合)

水原(S )

水原(AMN)

水原(AMN)

駅南東(SN)

亀田(S )

山木戸(SN)

*豊栄南(AMN)

山ノ下(SN)

松浜(SN)

*豊栄(SN)

月岡（合）

*木崎（合）

弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅
北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅

岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅 田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅

巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅

越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅

越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅

内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅

内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅

新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅

寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅

小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅

矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅

古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅

東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅

新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅

さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅

荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅

亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅

五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅
猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅

馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅
咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅 東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅

五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅

三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅

北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅

新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅

京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅

水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅

神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅

月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅

青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅

関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅

白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅

越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅

東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅

大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅

新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅 早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅 豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅

黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅

佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅

中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅

西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅
新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅

加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅
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新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅新潟駅

大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出大字走出

大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦大字弥彦

大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉大字上泉

間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬間瀬

金池金池金池金池金池金池金池金池金池

石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬石瀬

岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉岩室温泉

大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首大字浜首

大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田大字田中新田

夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井夏井
吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町吉田本町

原原原原原原原原原

米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津米納津

久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田久保田
西中西中西中西中西中西中西中西中西中

白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥白鳥

横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根横曽根

和納和納和納和納和納和納和納和納和納

津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田津雲田

富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡富岡

和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目和納３丁目

下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納下和納

庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚庚塚 松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋松橋

雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森雀森 舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野舘野

小島小島小島小島小島小島小島小島小島

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

姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島姥島

真木真木真木真木真木真木真木真木真木

佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山佐渡山

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

並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡並岡
打越打越打越打越打越打越打越打越打越

福島福島福島福島福島福島福島福島福島
河間河間河間河間河間河間河間河間河間

東中東中東中東中東中東中東中東中東中

六分六分六分六分六分六分六分六分六分

大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田大字後須田

大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟大字北潟

東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越東船越

針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根針ケ曽根

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

月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟月潟

東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋東長嶋

茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根茨曽根

沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保沖新保

東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場東萱場

大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田大字横場新田

大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田大字原ケ崎新田

大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上大字田上
庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬庄瀬

菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田菱潟新田

牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎牛崎

平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟平潟
蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野蜘手興野 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉

菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢菅沢

長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋長橋

中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢中名沢

大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川大字湯川

橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田橋田
大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢大沢

西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋西四ツ屋

笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町笹野町

千原千原千原千原千原千原千原千原千原
本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋本田屋

新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町新田町

宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下宮野下

木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋木越荒屋

能代能代能代能代能代能代能代能代能代

今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉今泉

駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目駅前１丁目

木越木越木越木越木越木越木越木越木越

川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬川瀬
吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢吉沢

赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽赤羽

曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町曙町

菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出菅出
中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新中川新

切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑切畑

土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀土堀 尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白尾白

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 小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田小山田

大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷大谷 馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下馬下

長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷長谷

佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取佐取
釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜釣浜

熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡熊渡

あが野南あが野南あが野南あが野南あが野南あが野南あが野南あが野南あが野南

岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷岩谷

取上取上取上取上取上取上取上取上取上

吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津吉津

川口川口川口川口川口川口川口川口川口

岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢岡沢 五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢五十沢

黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩

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

樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽樋曽

峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡峰岡

福井福井福井福井福井福井福井福井福井 平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢平沢

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

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

新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷新谷
栄栄栄栄栄栄栄栄栄

油島油島油島油島油島油島油島油島油島

巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙巻乙

安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻安尻
潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭潟頭

前田前田前田前田前田前田前田前田前田

伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部伏部

仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇仁箇

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

巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲巻甲

羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田羽田

割前割前割前割前割前割前割前割前割前
真田真田真田真田真田真田真田真田真田

馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀馬堀

河井河井河井河井河井河井河井河井河井
漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山漆山

柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島柿島

南南南南南南南南南
道上道上道上道上道上道上道上道上道上

巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町巻東町

称名称名称名称名称名称名称名称名称名

茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島茨島

鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟鎧潟

矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島矢島

新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟新飯田潟

遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤遠藤 三方三方三方三方三方三方三方三方三方
横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸横戸

稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島稲島
布目布目布目布目布目布目布目布目布目

松山松山松山松山松山松山松山松山松山

西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上西汰上 槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島槇島

下山下山下山下山下山下山下山下山下山

新保新保新保新保新保新保新保新保新保
巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原巻大原

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

坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田坂田

赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚赤塚
みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目みずき野３丁目

神山神山神山神山神山神山神山神山神山 山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎

木山木山木山木山木山木山木山木山木山

鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸鱸

勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋勘助郷屋
善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺善光寺

曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根

升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟升潟

旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋旗屋

旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受旗屋村受
卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受卯八郎受

大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受大潟村古新田受

藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木藤野木

早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟早潟

大関大関大関大関大関大関大関大関大関
大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟 堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田堀上新田

中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋中野小屋

大友大友大友大友大友大友大友大友大友
貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田貝柄新田

田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟田潟

四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋四ツ郷屋

内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町内野上新町

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
田島田島田島田島田島田島田島田島田島

新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目新中浜３丁目

内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目内野西２丁目

笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木笠木 大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟大潟

曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和曽和 新田新田新田新田新田新田新田新田新田

五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町五十嵐３の町

五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町五十嵐２の町

内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町内野町

新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目新通西１丁目

新通新通新通新通新通新通新通新通新通

五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町五十嵐１の町

坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目坂井３丁目

上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目上新栄町６丁目

釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄
釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄釣寄

大原大原大原大原大原大原大原大原大原

木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑木滑
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 戸頭戸頭戸頭戸頭戸頭戸頭戸頭戸頭戸頭

助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組助次右エ門組

白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町白根水道町

上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木上下諏訪木

井随井随井随井随井随井随井随井随井随

熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷熊谷

西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根西白根

七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町七軒町
親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町親和町

鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目鯵潟１丁目

神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋神屋

天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田天王新田

上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚上八枚

鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟鍋潟櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥櫛笥

小向小向小向小向小向小向小向小向小向 天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢天ヶ沢

横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜横川浜

新保新保新保新保新保新保新保新保新保

白根白根白根白根白根白根白根白根白根
中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見中小見

堀掛堀掛堀掛堀掛堀掛堀掛堀掛堀掛堀掛

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

下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚下八枚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

子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場子成場
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笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口笹口

紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹紫竹

中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目中山２丁目

山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目山木戸４丁目

中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目中野１丁目

二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目二本木２丁目
割野割野割野割野割野割野割野割野割野

沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目沢海１丁目

木津木津木津木津木津木津木津木津木津

二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木二本木

横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目横越川根町２丁目

泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟泥潟

茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山茅野山

所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目所島１丁目
袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目袋津２丁目

早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目早苗３丁目
稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目稲葉３丁目

旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目旭１丁目

いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目いぶき野２丁目

駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込駒込

うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目うぐいす２丁目

田山田山田山田山田山田山田山田山田山

城城城城城城城城城
深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀深堀

飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉飯森杉

緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡緑岡

曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷曽郷

金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲金渕甲
法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳法柳

小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目小杉１丁目

金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙金渕乙

横越横越横越横越横越横越横越横越横越

駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林駒林

灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚灰塚 山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野山飯野

亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田亀田 北山北山北山北山北山北山北山北山北山

北山北山北山北山北山北山北山北山北山

石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目石山６丁目

茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷

平山平山平山平山平山平山平山平山平山

西山西山西山西山西山西山西山西山西山

西野西野西野西野西野西野西野西野西野
大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕大渕

竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目竹尾１丁目 中島中島中島中島中島中島中島中島中島

逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目逢谷内１丁目

逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目逢谷内６丁目

江口江口江口江口江口江口江口江口江口
岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山岡山

本所本所本所本所本所本所本所本所本所

細山細山細山細山細山細山細山細山細山

大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎大迎

太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂太子堂

細山細山細山細山細山細山細山細山細山

高森高森高森高森高森高森高森高森高森

長場長場長場長場長場長場長場長場長場
長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂長戸呂

長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田長戸呂新田

森下森下森下森下森下森下森下森下森下

新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎新崎

新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目新崎１丁目

新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷新井郷
早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目早通南３丁目

松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟松潟

大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳大瀬柳

下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀下土地亀
柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目柳原６丁目

葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚葛塚

清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬清瀬

荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島荻野島

渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場渡場

新保新保新保新保新保新保新保新保新保

小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦小搦

六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬六野瀬

高山高山高山高山高山高山高山高山高山

小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮小浮

野田野田野田野田野田野田野田野田野田

久保久保久保久保久保久保久保久保久保

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田

福永福永福永福永福永福永福永福永福永

籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田籠田

小松小松小松小松小松小松小松小松小松

草水草水草水草水草水草水草水草水草水
石間石間石間石間石間石間石間石間石間

保田保田保田保田保田保田保田保田保田
堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越堀越

寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社寺社

熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田熊居新田

越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂越御堂

丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山丸山

十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神十二神

小境小境小境小境小境小境小境小境小境 牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島牧島

野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城野地城
土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋土橋

稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町稲荷町

庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮庄ケ宮

深町深町深町深町深町深町深町深町深町
上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山上小中山

金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢金沢

大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地大野地
金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋金屋

里里里里里里里里里

山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺山寺
大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮大宮

今板今板今板今板今板今板今板今板今板

上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町上坂町

出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯出湯

畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江畑江

石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸石戸
上島上島上島上島上島上島上島上島上島

中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢中ノ沢

南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町南安野町

安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町安野町

中島中島中島中島中島中島中島中島中島

外城外城外城外城外城外城外城外城外城

水原水原水原水原水原水原水原水原水原

須走須走須走須走須走須走須走須走須走

横山横山横山横山横山横山横山横山横山

川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎

蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田蒔田

泉泉泉泉泉泉泉泉泉
発久発久発久発久発久発久発久発久発久

沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館沖ノ館

岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田岡新田
里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野里飯野

船居船居船居船居船居船居船居船居船居

千原千原千原千原千原千原千原千原千原

沖沖沖沖沖沖沖沖沖 長起長起長起長起長起長起長起長起長起

榎榎榎榎榎榎榎榎榎
上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田上高田 上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関上高関

小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山小栗山

笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡笹岡

上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分上一分

勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋勝屋

女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂女堂
湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢湯沢

下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分下一分

村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡村岡
滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢滝沢

熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂熊堂

上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山上西山 折居折居折居折居折居折居折居折居折居

上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山上中山

大月大月大月大月大月大月大月大月大月

浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木浦木

内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼内沼

高田高田高田高田高田高田高田高田高田飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新飯山新

飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山飯山

上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀上土地亀
嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目嘉山３丁目

嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山嘉山
新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻新鼻

中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目中ノ目

砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山砂山
乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻乗廻

本田本田本田本田本田本田本田本田本田

天王天王天王天王天王天王天王天王天王

月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡月岡

岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷岡屋敷 瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波瑞波

三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡三ツ椡

乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次乙次

下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目下中ノ目

吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦吉浦

小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂小坂

大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝大伝
赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋赤橋

中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山中々山

山内山内山内山内山内山内山内山内山内

荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川荒川

松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡松岡

大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎大崎

大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻大槻

米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉米倉

江口江口江口江口江口江口江口江口江口法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋法正橋

八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田八幡新田 丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首丑首

太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎太斎

小見小見小見小見小見小見小見小見小見
上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保上新保

古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺古寺

田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町田中町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町魁町

栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目栄町１丁目

船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目船見町２丁目

榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町榎町
鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町鴎島町

月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町月見町

臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目臨港町２丁目

材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町材木町

白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目白銀１丁目

幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目幸栄１丁目

海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬海老ケ瀬

津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目津島屋２丁目

新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町新元島町

船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目船江町１丁目
松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町松浜町 松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目松浜３丁目

松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと松浜みなと

濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目濁川１丁目

樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入樋ノ入

下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内下大谷内

松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町松栄町

下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通下早通 鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋鳥屋

内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見内島見

木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎木崎

神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内神谷内

太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜太夫浜

東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町東栄町 笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山笹山

白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町白勢町

島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町島見町

横井横井横井横井横井横井横井横井横井
太田太田太田太田太田太田太田太田太田

笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳笠柳

鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴鳥穴

太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田太田新田

佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木佐々木

浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入浦ノ入

横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居横土居

東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目東港４丁目

大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄大字藤寄
大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松大字二本松

大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條大字別條

飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島飯島
西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口西蓑口

則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田則清新田

日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡日渡

北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口北蓑口

切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅切梅

弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越弓越 大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目大栄町６丁目

御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目御幸町２丁目

曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根曽根 富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚富塚

大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫大字大夫
舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入舟入

西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目西園町２丁目

城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目城北町１丁目

中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根中曽根
中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目中田町１丁目

太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代太郎代東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目東港２丁目

東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目東港３丁目

位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町位守町

東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目東港１丁目

大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚大字亀塚

大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉大字山倉

大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟大字蓮潟 大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野大字真野

真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原真野原

中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内中谷内

道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀道賀

宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉宮吉
草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷草荷

二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山二ツ山

人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋人橋
真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代真野代

中島中島中島中島中島中島中島中島中島
小川小川小川小川小川小川小川小川小川

長島長島長島長島長島長島長島長島長島

五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野五十公野

金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷金谷

下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保下新保

敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀敦賀

石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜石喜

東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目東新町３丁目

島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟島潟

西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄西名柄
上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松上小松

上館上館上館上館上館上館上館上館上館

早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場早道場

下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江下中江

中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉中倉

黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩黒岩

新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路新保小路

麓麓麓麓麓麓麓麓麓

長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑長畑

向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条向中条
高田高田高田高田高田高田高田高田高田

川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻川尻 上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉上今泉

吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田吉田

館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路館野小路
茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷茗荷谷

下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田下山田

住田住田住田住田住田住田住田住田住田
箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩箱岩

高島高島高島高島高島高島高島高島高島
小島小島小島小島小島小島小島小島小島

湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南

下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山下西山

寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾寺尾

新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区新潟市西蒲区

新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区新潟市南区

新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区新潟市西区

南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町南蒲原郡田上町

新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区新潟市秋葉区

阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市阿賀野市

新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区新潟市江南区

新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区新潟市中央区

新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区新潟市東区

新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区新潟市北区

北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町北蒲原郡聖籠町

新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市新発田市

*岩室(MN)

吉田(YAMN)

*巻(MN)

*西川（合）

西内野(AMN) 内野(AMN)

*中之口（合）

*月潟(AMN) *白根(AMN)

*矢代田（合）

*小須戸（合）

黒埼(AMN)

黒埼南(AMN)

小新(AMN)

新大前(AMN)
寺地(AMN) 姥ケ山(AMN)

*新津・荻川（合）

*新津（合）

新潟南（合）

亀田西(AMN)亀田(AMN)
横越(AMN)

寺尾(AMN)
真砂(AMN)

小針(AMN)

愛宕(AMN)

県庁前(AMN)

とやの(AMN)

有明(AMN) 万代(AMN)

中通(AMN)中央(AMN)

本町(AMN)

駅南(AMN)
石山東(AMN)

木戸(AMN)

牡丹山(AMN)

山二ツ(AMN)

大形(AMN)

山ノ下(AMN)
河渡(AMN)

物見山(AMN)

アガノ(AMN)

五泉(YAMSN)

馬下（合）

保田(合)

五十島（合）

水原(AMN)

*豊栄南(AMN)

*豊栄北(AMN)

*木崎（合）

月岡（合）

新発田西(AMN)

弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅弥彦駅
北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅北吉田駅

岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅岩室駅 田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅田上駅

巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅巻駅

越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅越後曽根駅

越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅越後赤塚駅

内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅内野西が丘駅

内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅内野駅

新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅新潟大学前駅

寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅寺尾駅

小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅小針駅

矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅矢代田駅

古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅古津駅

東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅東新津駅

新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅新津駅

さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅さつき野駅

荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅荻川駅

亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅亀田駅

五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅五泉駅
猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅猿和田駅

馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅馬下駅
咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅咲花駅 東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅東下条駅

五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅五十島駅

三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅三川駅

北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅北五泉駅

新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅新関駅

京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅京ヶ瀬駅

水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅水原駅

神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅神山駅

月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅月岡駅

青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅青山駅

関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅関屋駅

白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅白山駅

越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅越後石山駅

東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅東新潟駅

大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅大形駅

新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅新崎駅 早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅早通駅 豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅豊栄駅

黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅黒山駅

佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅佐々木駅

中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅中浦駅

西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅西新発田駅
新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅

加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅加治駅


