
桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目１番１号 大字西豊井１６７０番地４
桜町一丁目１番２号 大字西豊井１６７４番地１
桜町一丁目１番３号 大字西豊井１６７４番地１
桜町一丁目１番４号 大字西豊井１６７４番地１
桜町一丁目１番１６号 大字西豊井１６７１番地４
桜町一丁目１番１７号 大字西豊井１６７１番地１
桜町一丁目１番１７号 大字西豊井１６７１番地１
桜町一丁目１番１８号 大字西豊井１６７０番地２
桜町一丁目１番１８号 大字西豊井１６７０番地２
桜町一丁目２番１号 大字西豊井１６７１番地３
桜町一丁目２番１号 大字西豊井１６７１番地３
桜町一丁目２番３号 大字西豊井１６７２番地４
桜町一丁目２番３号 大字西豊井１６７２番地
桜町一丁目２番４号 大字西豊井１６７２番地
桜町一丁目２番５号 大字西豊井１６７２番地
桜町一丁目２番７号 大字西豊井１６７５番地
桜町一丁目２番８号 大字西豊井１６７５番地５
桜町一丁目２番８号 大字西豊井１６７５番地５
桜町一丁目２番９号 大字西豊井１６２６番地１２
桜町一丁目２番１０号 大字西豊井１６２６番地１１
桜町一丁目２番１１号 大字西豊井１６１７番地３１
桜町一丁目２番１２号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１２号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地５０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１３号 大字西豊井１６１７番地３０
桜町一丁目２番１４号 大字西豊井１６７７番地２
桜町一丁目２番２７号 大字西豊井１６７８番地１
桜町一丁目４番１号 大字西豊井１６２１番地３
桜町一丁目４番１号 大字西豊井１６２１番地３
桜町一丁目４番１号 大字西豊井１６２１番地３
桜町一丁目４番３号 大字西豊井１６１７番地２２
桜町一丁目４番６号 大字西豊井１６２１番地７
桜町一丁目４番６号 大字西豊井１６２１番地７
桜町一丁目４番７号 大字西豊井１６０６番地７
桜町一丁目４番８号 大字西豊井１６４２番地７
桜町一丁目４番９号 大字西豊井１６４２番地８
桜町一丁目４番１０号 大字西豊井１６０８番地
桜町一丁目４番１１号 大字西豊井１６０７番地
桜町一丁目５番１号 大字西豊井１６０６番地５７
桜町一丁目５番４号 大字西豊井１６０６番地６０
桜町一丁目５番５号 大字西豊井１６０６番地６１
桜町一丁目５番５号 大字西豊井１６０６番地６１
桜町一丁目５番６号 大字西豊井１６０６番地６２
桜町一丁目５番７号 大字西豊井１６０６番地６３
桜町一丁目５番８号 大字西豊井１６０６番地６４
桜町一丁目５番１１号 大字西豊井１６０６番地５６
桜町一丁目５番１２号 大字西豊井１６０６番地５５
桜町一丁目５番１３号 大字西豊井１６０６番地５４
桜町一丁目５番１３号 大字西豊井１６０６番地５４



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目５番１４号 大字西豊井１６０６番地５３
桜町一丁目５番１４号 大字西豊井１６０６番地５３
桜町一丁目５番１５号 大字西豊井１６０６番地５２
桜町一丁目５番１６号 大字西豊井１６０６番地５１
桜町一丁目５番１７号 大字西豊井１６０６番地５０
桜町一丁目５番１８号 大字西豊井１６０６番地４３
桜町一丁目５番１９号 大字西豊井１６０６番地４４
桜町一丁目５番２１号 大字西豊井１６０６番地４６
桜町一丁目５番２２号 大字西豊井１６０６番地４６
桜町一丁目５番２３号 大字西豊井１６０６番地４８
桜町一丁目５番２４号 大字西豊井１６０６番地４９
桜町一丁目６番１号 大字西豊井１６０６番地２５
桜町一丁目６番１号 大字西豊井１６０６番地２５
桜町一丁目６番３号 大字西豊井１６０６番地３５
桜町一丁目６番４号 大字西豊井１６０６番地３６
桜町一丁目６番５号 大字西豊井１６０６番地３７
桜町一丁目６番７号 大字西豊井１６０６番地３９
桜町一丁目６番８号 大字西豊井１６０６番地４０
桜町一丁目６番９号 大字西豊井１６０６番地４１
桜町一丁目６番１２号 大字西豊井１６０６番地３２
桜町一丁目６番１３号 大字西豊井１６０６番地３１
桜町一丁目６番１４号 大字西豊井１６０６番地３０
桜町一丁目６番１５号 大字西豊井１６０６番地２９
桜町一丁目７番３－１１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－１８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－２８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－３８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－４８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５１号 大字西豊井１５９８番地３５



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目７番３－５１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番３－５８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番４－１１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－１２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－１３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－１４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－１５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－１６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－２６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－３６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－４６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番４－５６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番５－１１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－１８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－２８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３２号 大字西豊井１５９８番地３５



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目７番５－３３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－３８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－４８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５１号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５２号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５３号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５４号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５５号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５６号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５７号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番５－５８号 大字西豊井１５９８番地３５
桜町一丁目７番６－１１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－１２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－１３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－１４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－１５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－１６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－２６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－３６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－４６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５１号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５２号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５３号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５４号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５５号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目７番６－５６号 大字西豊井１６１１番地１０
桜町一丁目９番１号 大字西豊井１５７５番地２
桜町一丁目９番２号 大字西豊井１５７０番地５２
桜町一丁目９番２号 大字西豊井１５７０番地５２
桜町一丁目９番３号 大字西豊井１５７０番地５３



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目９番３号 大字西豊井１５７０番地５３
桜町一丁目９番４号 大字西豊井１５９８番地３
桜町一丁目９番５号 大字西豊井１５９８番地２
桜町一丁目９番６号 大字西豊井１５９８番地１
桜町一丁目９番７号 大字西豊井１５９８番地６
桜町一丁目９番８号 大字西豊井１５９８番地７
桜町一丁目９番８号 大字西豊井１５９８番地７
桜町一丁目９番９号 大字西豊井１５９８番地８
桜町一丁目９番１０号 大字西豊井１５９８番地９
桜町一丁目９番１０号 大字西豊井１５９８番地９
桜町一丁目９番１１号 大字西豊井１５９８番地１０
桜町一丁目９番１２号 大字西豊井１５７５番地６
桜町一丁目９番１４号 大字西豊井１５９８番地１７
桜町一丁目９番１６号 大字西豊井１５９８番地１６
桜町一丁目９番１７号 大字西豊井１５９８番地１５
桜町一丁目９番１９号 大字西豊井１５９８番地１３
桜町一丁目９番２１号 大字西豊井１５９８番地１９
桜町一丁目９番２１号 大字西豊井１５９８番地１９
桜町一丁目９番２３号 大字西豊井１５９８番地２１
桜町一丁目９番２４号 大字西豊井１５９８番地２３
桜町一丁目９番２５号 大字西豊井１５９８番地２２
桜町一丁目９番２５号 大字西豊井１５９８番地２２
桜町一丁目９番２６号 大字西豊井１５９８番地２４
桜町一丁目９番２７号 大字西豊井１５９８番地２５
桜町一丁目９番２８号 大字西豊井１５９８番地２６
桜町一丁目９番２９号 大字西豊井１５９８番地２７
桜町一丁目９番３０号 大字西豊井１５９８番地２９
桜町一丁目９番３５号 大字西豊井１５９８番地３１
桜町一丁目９番３５号 大字西豊井１５９８番地３１
桜町一丁目９番３６号 大字西豊井１５９８番地３２
桜町一丁目１０番１号 大字西豊井１５９６番地３
桜町一丁目１０番３号 大字西豊井１５９５番地２１
桜町一丁目１０番５号 大字西豊井１５９５番地１３
桜町一丁目１０番７号 大字西豊井１５９５番地２０
桜町一丁目１０番８号 大字西豊井１５９５番地１９
桜町一丁目１０番１０号 大字西豊井１５９７番地４
桜町一丁目１０番１１号 大字西豊井１５９７番地３
桜町一丁目１０番１２号 大字西豊井１５９７番地２
桜町一丁目１０番１３号 大字西豊井１５９７番地２
桜町一丁目１０番１５号 大字西豊井１５９５番地１２
桜町一丁目１０番１６号 大字西豊井１５９５番地１２
桜町一丁目１０番１７号 大字西豊井１５９５番地８
桜町一丁目１０番１７号 大字西豊井１５９５番地８
桜町一丁目１０番１８号 大字西豊井１５９５番地
桜町一丁目１０番１９号 大字西豊井１５９５番地１１
桜町一丁目１０番１９号 大字西豊井１５９５番地１１
桜町一丁目１０番２０号 大字西豊井１５９５番地４
桜町一丁目１０番２１号 大字西豊井１５９５番地６
桜町一丁目１０番２２号 大字西豊井１５９４番地
桜町一丁目１０番２３号 大字西豊井１５９４番地４
桜町一丁目１０番２４号 大字西豊井１５９５番地５
桜町一丁目１０番２５号 大字西豊井１５９５番地１
桜町一丁目１０番２７号 大字西豊井１５９５番地１５
桜町一丁目１０番２７号 大字西豊井１５９５番地１５
桜町一丁目１０番２８号 大字西豊井１５９５番地３
桜町一丁目１０番２８号 大字西豊井１５９５番地３



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目１１番１号 大字西豊井１５７９番地
桜町一丁目１１番２号 大字西豊井１５８１番地６
桜町一丁目１１番３号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目１１番４号 大字西豊井１５８０番地９
桜町一丁目１１番６号 大字西豊井１５８０番地３
桜町一丁目１１番７号 大字西豊井１５７７番地３
桜町一丁目１１番７号 大字西豊井１５７７番地３
桜町一丁目１１番１１号 大字西豊井１５７７番地１０
桜町一丁目１１番１２号 大字西豊井１５７７番地１
桜町一丁目１１番１３号 大字西豊井１５７７番地９
桜町一丁目１１番１３号 大字西豊井１５７７番地９
桜町一丁目１１番１４号 大字西豊井１５７７番地６
桜町一丁目１１番１５号 大字西豊井１５７９番地５
桜町一丁目１１番２２号 大字西豊井１５９３番地９
桜町一丁目１１番２５号 大字西豊井１５７９番地２９
桜町一丁目１１番２６号 大字西豊井１５７９番地２８
桜町一丁目１１番２７号 大字西豊井１５７９番地２７
桜町一丁目１１番２８号 大字西豊井１５７９番地２６
桜町一丁目１１番３０号 大字西豊井１５７９番地２５
桜町一丁目１１番３３号 大字西豊井１５７９番地５１
桜町一丁目１１番３４号 大字西豊井１５７９番地５０
桜町一丁目１１番３５号 大字西豊井１５７９番地４９
桜町一丁目１１番３６号 大字西豊井１５７９番地４８
桜町一丁目１２番１号 大字西豊井１５８３番地６
桜町一丁目１２番１号 大字西豊井１５８３番地６
桜町一丁目１２番３号 大字西豊井１５７９番地１０
桜町一丁目１２番３号 大字西豊井１５７９番地１０
桜町一丁目１２番３号 大字西豊井１５７９番地１０
桜町一丁目１２番５号 大字西豊井１５７９番地１０
桜町一丁目１２番６号 大字西豊井１５７９番地５５
桜町一丁目１２番７号 大字西豊井１５７９番地１１
桜町一丁目１２番８号 大字西豊井１５７９番地１２
桜町一丁目１２番１１号 大字西豊井１５７９番地１４
桜町一丁目１２番１２号 大字西豊井１５７９番地
桜町一丁目１２番１３号 大字西豊井１５７９番地３１
桜町一丁目１２番１５号 大字西豊井１５７９番地３０
桜町一丁目１２番１７号 大字西豊井１５７９番地１６
桜町一丁目１２番１８号 大字西豊井１５７９番地１７
桜町一丁目１２番２０号 大字西豊井１５７９番地１８
桜町一丁目１２番２０号 大字西豊井１５７９番地１８
桜町一丁目１３番１号 大字西豊井１５７９番地１９
桜町一丁目１３番３号 大字西豊井１５７９番地２０
桜町一丁目１３番５号 大字西豊井１５７９番地２１
桜町一丁目１３番６号 大字西豊井１５７９番地２２
桜町一丁目１３番８号 大字西豊井１５７９番地２３
桜町一丁目１３番１０号 大字西豊井１５９３番地１０
桜町一丁目１３番１１号 大字西豊井１５９３番地１２
桜町一丁目１３番１２号 大字西豊井１５９３番地１３
桜町一丁目１３番１３号 大字西豊井１５９３番地１１
桜町一丁目１３番１４号 大字西豊井１５９３番地１１
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地２
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地２
桜町一丁目１４番１号 大字西豊井１５８７番地１
桜町一丁目１４番５号 大字西豊井１５８７番地５
桜町一丁目１４番５号 大字西豊井１５８７番地５
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３０号 大字西豊井１５９０番地１
桜町一丁目１４番３３号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－２０１号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－２０２号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－２０３号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－２０４号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０１号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０１号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０２号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０３号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０３号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３３－３０４号 大字西豊井１５８９番地２
桜町一丁目１４番３６号 大字西豊井１５８８番地２
桜町一丁目１４番３６号 大字西豊井１５８８番地２
桜町一丁目１４番３６号 大字西豊井１５８８番地２
桜町一丁目１５番１号 大字西豊井１５５７番地２
桜町一丁目１５番１号 大字西豊井１５５７番地２
桜町一丁目１５番１号 大字西豊井１５５７番地２
桜町一丁目１６番１号 大字西豊井１５５８番地５
桜町一丁目１６番２号 大字西豊井１５５７番地２
桜町一丁目１８番１号 大字西豊井１５６６番地４
桜町一丁目１８番６号 大字西豊井１５８２番地１４
桜町一丁目１８番８号 大字西豊井１５８２番地１３
桜町一丁目１８番８号 大字西豊井１５８２番地１３
桜町一丁目１８番８号 大字西豊井１５８２番地１３
桜町一丁目１８番９号 大字西豊井１５８２番地１
桜町一丁目１８番９号 大字西豊井１５８２番地１
桜町一丁目１８番１０号 大字西豊井１５８２番地１１
桜町一丁目１８番１２号 大字西豊井１５８３番地１
桜町一丁目１９番１号 大字西豊井１５６９番地
桜町一丁目１９番１号 大字西豊井１５６９番地
桜町一丁目１９番１号 大字西豊井１５６９番地
桜町一丁目１９番１号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目１９番６号 大字西豊井１５６６番地５
桜町一丁目１９番１０号 大字西豊井１５８０番地８
桜町一丁目１９番１５号 大字西豊井１５８０番地１
桜町一丁目１９番１５号 大字西豊井１５８０番地１
桜町一丁目１９番１５号 大字西豊井１５８０番地１
桜町一丁目１９番１７号 大字西豊井１５７９番地
桜町一丁目１９番２１号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目１９番２１号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目１９番２１号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目１９番２１号 大字西豊井１５８１番地
桜町一丁目２０番１号 大字西豊井１５６６番地３５
桜町一丁目２０番２号 大字西豊井１５６６番地３４
桜町一丁目２０番３号 大字西豊井１５６６番地３３



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目２０番５号 大字西豊井１５６６番地３２
桜町一丁目２０番５号 大字西豊井１５６６番地３２
桜町一丁目２０番６号 大字西豊井１５６６番地３１
桜町一丁目２０番８号 大字西豊井１５６６番地２６
桜町一丁目２０番１０号 大字西豊井１５６６番地２７
桜町一丁目２０番１１号 大字西豊井１５６６番地２８
桜町一丁目２０番１２号 大字西豊井１５６６番地２９
桜町一丁目２０番１２号 大字西豊井１５６６番地２９
桜町一丁目２０番１３号 大字西豊井１５６６番地３０
桜町一丁目２０番１４号 大字西豊井１５６６番地２１
桜町一丁目２０番１４号 大字西豊井１５６６番地２１
桜町一丁目２０番１６号 大字西豊井１５６６番地１９
桜町一丁目２０番１７号 大字西豊井１５６６番地１８
桜町一丁目２０番２０号 大字西豊井１５６６番地１５
桜町一丁目２０番２１号 大字西豊井１５６６番地１６
桜町一丁目２０番２２号 大字西豊井１５６６番地１７
桜町一丁目２１番１号 大字西豊井１５６５番地５
桜町一丁目２１番２号 大字西豊井１５６５番地４
桜町一丁目２１番２号 大字西豊井１５６５番地４
桜町一丁目２１番３号 大字西豊井１５６６番地１０
桜町一丁目２１番５号 大字西豊井１５６８番地１
桜町一丁目２１番５号 大字西豊井１５６８番地１
桜町一丁目２１番６号 大字西豊井１５６８番地６
桜町一丁目２１番７号 大字西豊井１５６８番地４
桜町一丁目２１番８号 大字西豊井１５７０番地５
桜町一丁目２１番８号 大字西豊井１５７０番地５
桜町一丁目２１番９号 大字西豊井１５７０番地１２
桜町一丁目２１番１０号 大字西豊井１５７０番地１９
桜町一丁目２１番１１号 大字西豊井１５７０番地１８
桜町一丁目２１番１１号 大字西豊井１５７０番地１８
桜町一丁目２１番１４号 大字西豊井１５７０番地１７
桜町一丁目２１番１５号 大字西豊井１５７０番地１５
桜町一丁目２１番１５号 大字西豊井１５７０番地１５
桜町一丁目２１番１６号 大字西豊井１５６８番地５
桜町一丁目２１番１７号 大字西豊井１５７０番地１１
桜町一丁目２１番１８号 大字西豊井１５７０番地９
桜町一丁目２１番２０号 大字西豊井１５７０番地２５
桜町一丁目２１番２４号 大字西豊井１５７０番地２６
桜町一丁目２１番２５号 大字西豊井１５７０番地２７
桜町一丁目２１番２７号 大字西豊井１５７０番地２８
桜町一丁目２１番２８号 大字西豊井１５７０番地６
桜町一丁目２１番２９号 大字西豊井１５６６番地２３
桜町一丁目２１番３０号 大字西豊井１５６６番地１４
桜町一丁目２１番３３号 大字西豊井１５６６番地１３
桜町一丁目２１番３３号 大字西豊井１５６６番地１３
桜町一丁目２２番１号 大字西豊井１５７０番地４３
桜町一丁目２２番１号 大字西豊井１５７０番地４３
桜町一丁目２２番２号 大字西豊井１５７０番地３５
桜町一丁目２２番３号 大字西豊井１５７０番地５８
桜町一丁目２２番９号 大字西豊井１５７０番地２９
桜町一丁目２２番９号 大字西豊井１５７０番地２９
桜町一丁目２２番１０号 大字西豊井１５７０番地３０
桜町一丁目２２番１０号 大字西豊井１５７０番地３０
桜町一丁目２２番１１号 大字西豊井１５７０番地３１
桜町一丁目２２番１２号 大字西豊井１５７０番地３２
桜町一丁目２２番１２号 大字西豊井１５７０番地３２



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目２２番１３号 大字西豊井１５７０番地３３
桜町一丁目２２番１３号 大字西豊井１５７０番地３３
桜町一丁目２２番１６号 大字西豊井１５７０番地４０
桜町一丁目２２番１７号 大字西豊井１５７０番地３９
桜町一丁目２２番１７号 大字西豊井１５７０番地３９
桜町一丁目２２番１８号 大字西豊井１５７０番地３８
桜町一丁目２２番１９号 大字西豊井１５７０番地３７
桜町一丁目２２番２０号 大字西豊井１５７０番地４５
桜町一丁目２２番２０号 大字西豊井１５７０番地４５
桜町一丁目２２番２１号 大字西豊井１５７０番地４６
桜町一丁目２２番２２号 大字西豊井１５７０番地４７
桜町一丁目２２番２２号 大字西豊井１５７０番地４７
桜町一丁目２２番２２号 大字西豊井１５７０番地４７
桜町一丁目２２番２３号 大字西豊井１５７０番地４８
桜町一丁目２２番２４号 大字西豊井１５７０番地４９
桜町一丁目２２番２５号 大字西豊井１５７０番地４２
桜町一丁目２２番２６号 大字西豊井１５７０番地５０
桜町一丁目２２番２６号 大字西豊井１５７０番地５０
桜町一丁目２３番１－１１号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２１号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２２号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２２号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２３号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２４号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２５号 大字西豊井１５７０番地４　
桜町一丁目２３番１－２６号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２７号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－２８号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３１号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３２号 大字西豊井１５７０番地４　
桜町一丁目２３番１－３３号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３４号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３５号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３６号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－３８号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４１号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４２号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４３号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４４号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４４号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４５号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４６号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４７号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－４８号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５１号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５２号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５３号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５４号 大字西豊井１５７０番地４　
桜町一丁目２３番１－５５号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５６号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５７号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番１－５８号 大字西豊井１５７０番地４
桜町一丁目２３番２－１１号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－１２号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－１３号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－１４号 大字西豊井１６８０番地２



桜町一丁目

新住所 旧住所
桜町一丁目２３番２－１５号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－１６号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－２１号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－２２号 大字西豊井１６８０番地
桜町一丁目２３番２－２３号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－２４号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－２５号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－２６号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３１号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３２号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３３号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３４号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３５号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－３６号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４１号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４２号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４３号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４４号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４５号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－４６号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５１号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５２号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５３号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５４号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５５号 大字西豊井１６８０番地２
桜町一丁目２３番２－５６号 大字西豊井１６８０番地２


