
桜町二丁目

新住所 旧住所
桜町二丁目1番1号 大字河内5番地6
桜町二丁目1番6号 大字河内5番地7
桜町二丁目1番6号 大字河内5番地7
桜町二丁目1番7号 大字河内5番地10
桜町二丁目1番10号 大字河内5番地14
桜町二丁目1番10号 大字河内5番地14
桜町二丁目1番12号 大字河内5番地1
桜町二丁目1番12号 大字河内5番地1
桜町二丁目1番12号 大字河内5番地1
桜町二丁目1番12号 大字河内5番地1
桜町二丁目1番12号 大字河内5番地1
桜町二丁目1番20号 大字西豊井1981番地1
桜町二丁目1番20号 大字西豊井1990番地1
桜町二丁目1番21号 大字西豊井137番地5
桜町二丁目1番22号 大字西豊井139番地3
桜町二丁目1番23号 大字西豊井1991番地4
桜町二丁目1番23号 大字西豊井1991番地4
桜町二丁目1番23号 大字西豊井1991番地4
桜町二丁目2番1号 大字西豊井93番地62
桜町二丁目2番3号 大字西豊井93番地9
桜町二丁目2番3号 大字西豊井93番地9
桜町二丁目2番4号 大字西豊井93番地10
桜町二丁目2番5号 大字西豊井93番地11
桜町二丁目2番8号 大字西豊井93番地12
桜町二丁目2番12号 大字西豊井93番地13
桜町二丁目2番12号 大字西豊井93番地13
桜町二丁目2番13号 大字西豊井93番地14
桜町二丁目2番13号 大字西豊井93番地14
桜町二丁目2番13号 大字西豊井93番地14
桜町二丁目2番15号 大字西豊井93番地15
桜町二丁目2番16号 大字西豊井93番地16
桜町二丁目2番18号 大字西豊井93番地21
桜町二丁目3番1号 大字西豊井93番地72
桜町二丁目3番3号 大字西豊井93番地73
桜町二丁目3番5号 大字西豊井93番地74
桜町二丁目3番8号 大字西豊井93番地75
桜町二丁目3番10号 大字西豊井211番地3
桜町二丁目3番13号 大字西豊井211番地4
桜町二丁目3番16号 大字西豊井1785番地10
桜町二丁目3番17号 大字西豊井1785番地9
桜町二丁目3番18号 大字西豊井1785番地4
桜町二丁目3番19号 大字西豊井1785番地3
桜町二丁目3番21号 大字西豊井210番地3
桜町二丁目3番21号 大字西豊井210番地3
桜町二丁目3番22号 大字西豊井209番地4
桜町二丁目4番1号 大字西豊井93番地65
桜町二丁目4番2号 大字西豊井93番地66
桜町二丁目4番3号 大字西豊井189番地
桜町二丁目4番3号 大字西豊井189番地
桜町二丁目4番3号 大字西豊井189番地
桜町二丁目4番3号 大字西豊井189番地
桜町二丁目4番5号 大字西豊井189番地
桜町二丁目4番14号 大字西豊井211番地6
桜町二丁目4番15号 大字西豊井93番地71
桜町二丁目4番16号 大字西豊井93番地69
桜町二丁目4番18号 大字西豊井93番地70



桜町二丁目

新住所 旧住所
桜町二丁目4番19号 大字西豊井93番地68
桜町二丁目4番21号 大字西豊井93番地67
桜町二丁目4番21号 大字西豊井93番地67
桜町二丁目5番1号 大字西豊井93番地24
桜町二丁目5番2号 大字西豊井93番地2
桜町二丁目5番5号 大字西豊井93番地3
桜町二丁目5番7号 大字西豊井93番地89
桜町二丁目5番8号 大字西豊井93番地7
桜町二丁目5番10号 大字西豊井93番地4
桜町二丁目5番13号 大字西豊井93番地5
桜町二丁目5番20号 大字西豊井93番地6
桜町二丁目5番23号 大字西豊井93番地8
桜町二丁目5番25号 大字西豊井93番地22
桜町二丁目5番26号 大字西豊井93番地23
桜町二丁目6番1号 大字西豊井93番地63
桜町二丁目6番3号 大字西豊井93番地76
桜町二丁目6番5号 大字西豊井93番地20
桜町二丁目6番8号 大字西豊井93番地28
桜町二丁目6番11号 大字西豊井93番地27
桜町二丁目6番14号 大字西豊井93番地26
桜町二丁目6番15号 大字西豊井93番地25
桜町二丁目6番21号 大字西豊井93番地17
桜町二丁目6番22号 大字西豊井93番地18
桜町二丁目6番24号 大字西豊井93番地19
桜町二丁目6番27号 大字西豊井93番地29
桜町二丁目6番28号 大字西豊井93番地30
桜町二丁目6番29号 大字西豊井93番地90
桜町二丁目7番1号 大字西豊井93番地34
桜町二丁目7番2号 大字西豊井93番地35
桜町二丁目7番2号 大字西豊井93番地35
桜町二丁目7番5号 大字西豊井93番地36
桜町二丁目7番6号 大字西豊井93番地37
桜町二丁目7番6号 大字西豊井93番地37
桜町二丁目7番8号 大字西豊井93番地38
桜町二丁目7番8号 大字西豊井93番地38
桜町二丁目7番11号 大字西豊井93番地31
桜町二丁目7番15号 大字西豊井93番地32
桜町二丁目7番15号 大字西豊井93番地32
桜町二丁目7番16号 大字西豊井93番地33
桜町二丁目8番1号 大字西豊井93番地39
桜町二丁目8番1号 大字西豊井93番地39
桜町二丁目8番1号 大字西豊井93番地39
桜町二丁目8番2号 大字西豊井93番地40
桜町二丁目8番2号 大字西豊井93番地40
桜町二丁目8番3号 大字西豊井93番地86
桜町二丁目8番3号 大字西豊井93番地41
桜町二丁目8番5号 大字西豊井93番地87
桜町二丁目8番6号 大字西豊井93番地45
桜町二丁目8番7号 大字西豊井93番地82
桜町二丁目8番8号 大字西豊井186番地10
桜町二丁目8番12号 大字西豊井228番地5
桜町二丁目8番12号 大字西豊井228番地5
桜町二丁目8番17号 大字西豊井185番地5
桜町二丁目8番20号 大字西豊井185番地2
桜町二丁目8番21号 大字西豊井185番地3
桜町二丁目8番22号 大字西豊井93番地81
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新住所 旧住所
桜町二丁目8番23号 大字西豊井93番地80
桜町二丁目8番24号 大字西豊井93番地79
桜町二丁目8番25号 大字西豊井93番地49
桜町二丁目8番27号 大字西豊井93番地48
桜町二丁目8番31号 大字西豊井93番地47
桜町二丁目9番1号 大字西豊井177番地30
桜町二丁目9番3号 大字西豊井177番地31
桜町二丁目9番5号 大字西豊井177番地32
桜町二丁目9番6号 大字西豊井177番地33
桜町二丁目9番7号 大字西豊井177番地34
桜町二丁目9番8号 大字西豊井177番地35
桜町二丁目9番10号 大字西豊井177番地19
桜町二丁目9番12号 大字西豊井177番地20
桜町二丁目9番14号 大字西豊井177番地23
桜町二丁目9番15号 大字西豊井177番地42
桜町二丁目9番15号 大字西豊井177番地42
桜町二丁目9番16号 大字西豊井177番地43
桜町二丁目9番17号 大字西豊井185番地1
桜町二丁目9番20号 大字西豊井177番地26
桜町二丁目9番21号 大字西豊井177番地25
桜町二丁目9番22号 大字西豊井177番地22
桜町二丁目9番24号 大字西豊井177番地21
桜町二丁目10番1号 大字西豊井177番地7
桜町二丁目10番2号 大字西豊井177番地3
桜町二丁目10番3号 大字西豊井177番地8
桜町二丁目10番5号 大字西豊井177番地9
桜町二丁目10番6号 大字西豊井177番地10
桜町二丁目10番12号 大字西豊井177番地28
桜町二丁目10番13号 大字西豊井177番地27
桜町二丁目10番16号 大字西豊井177番地11
桜町二丁目10番17号 大字西豊井177番地12
桜町二丁目10番18号 大字西豊井177番地13
桜町二丁目10番20号 大字西豊井177番地14
桜町二丁目10番21号 大字西豊井177番地15
桜町二丁目10番22号 大字西豊井177番地16
桜町二丁目10番23号 大字西豊井177番地17
桜町二丁目11番5号 大字西豊井1720番地13
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番6号 大字西豊井1720番地12
桜町二丁目11番9号 大字西豊井1720番地11
桜町二丁目11番10号 大字西豊井1720番地20
桜町二丁目11番11号 大字西豊井1720番地20
桜町二丁目11番14号 大字西豊井1720番地16
桜町二丁目11番20号 大字西豊井1720番地23
桜町二丁目11番23号 大字西豊井1720番地22
桜町二丁目11番24号 大字西豊井1720番地31
桜町二丁目11番26号 大字西豊井1720番地21
桜町二丁目11番26号 大字西豊井1720番地21
桜町二丁目11番29号 大字西豊井1720番地9
桜町二丁目11番31号 大字西豊井1720番地7
桜町二丁目11番32号 大字西豊井1720番地32
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桜町二丁目11番37号 大字西豊井1720番地5
桜町二丁目11番41号 大字西豊井1714番地1
桜町二丁目11番41号 大字西豊井1714番地1
桜町二丁目11番41号 大字西豊井1714番地1
桜町二丁目11番41号 大字西豊井1714番地1
桜町二丁目11番43号 大字西豊井1715番地2
桜町二丁目11番43号 大字西豊井1715番地2
桜町二丁目11番45号 大字西豊井1715番地5
桜町二丁目11番46号 大字西豊井1715番地6
桜町二丁目12番1号 大字西豊井1697番地
桜町二丁目12番3号 大字西豊井1695番地
桜町二丁目12番8号 大字西豊井1711番地5
桜町二丁目12番10号 大字西豊井1691番地1
桜町二丁目12番10号 大字西豊井1691番地1
桜町二丁目12番11号 大字西豊井1692番地
桜町二丁目12番13号 大字西豊井1693番地
桜町二丁目12番16号 大字西豊井1686番地
桜町二丁目12番18号 大字西豊井1734番地1
桜町二丁目12番19号 大字西豊井1684番地
桜町二丁目12番22号 大字西豊井1684番地
桜町二丁目12番25号 大字西豊井1684番地
桜町二丁目12番26号 大字西豊井1685番地
桜町二丁目12番31号 大字西豊井1687番地4
桜町二丁目12番32号 大字西豊井1687番地4
桜町二丁目12番36号 大字西豊井1720番地4
桜町二丁目12番36号 大字西豊井1720番地4
桜町二丁目12番36号 大字西豊井1720番地4
桜町二丁目12番36号 大字西豊井1720番地4
桜町二丁目14番1号 大字西豊井1735番地
桜町二丁目14番2号 大字西豊井1683番地1
桜町二丁目14番7号 大字西豊井1682番地
桜町二丁目14番8号 大字西豊井1682番地1
桜町二丁目14番8号 大字西豊井1682番地1
桜町二丁目14番10号 大字西豊井1737番地2
桜町二丁目14番11号 大字西豊井1736番地2
桜町二丁目14番12号 大字西豊井1738番地
桜町二丁目14番13号 大字西豊井1740番地2
桜町二丁目14番16号 大字西豊井1740番地
桜町二丁目14番17号 大字西豊井1743番地1
桜町二丁目14番18号 大字西豊井1740番地1
桜町二丁目14番20号 大字西豊井1742番地
桜町二丁目14番21号 大字西豊井1743番地3
桜町二丁目14番23号 大字西豊井1743番地5
桜町二丁目14番25号 大字西豊井1745番地2
桜町二丁目14番25号 大字西豊井1745番地2
桜町二丁目14番27号 大字西豊井1743番地6
桜町二丁目14番28号 大字西豊井1743番地
桜町二丁目14番29号 大字西豊井1743番地4
桜町二丁目14番32号 大字西豊井1743番地
桜町二丁目14番33号 大字西豊井1746番地1
桜町二丁目14番33号 大字西豊井1746番地1
桜町二丁目14番34号 大字西豊井1747番地2
桜町二丁目14番35号 大字西豊井1750番地
桜町二丁目14番35号 大字西豊井1750番地
桜町二丁目14番35号 大字西豊井1750番地
桜町二丁目15番1号 大字西豊井1751番地



桜町二丁目

新住所 旧住所
桜町二丁目15番2号 大字西豊井1768番地
桜町二丁目15番3号 大字西豊井1768番地1
桜町二丁目15番5号 大字西豊井1769番地
桜町二丁目15番7号 大字西豊井1766番地
桜町二丁目15番8号 大字西豊井1763番地
桜町二丁目15番9号 大字西豊井1761番地1
桜町二丁目15番10号 大字西豊井1765番地
桜町二丁目15番11号 大字西豊井1772番地
桜町二丁目15番12号 大字西豊井1770番地
桜町二丁目15番14号 大字西豊井1773番地3
桜町二丁目15番14号 大字西豊井1773番地3
桜町二丁目15番16号 大字西豊井1773番地4
桜町二丁目15番18号 大字西豊井1773番地1
桜町二丁目15番20号 大字西豊井1773番地7
桜町二丁目15番22号 大字西豊井1776番地6
桜町二丁目15番22号 大字西豊井1776番地6
桜町二丁目15番23号 大字西豊井1764番地3
桜町二丁目15番24号 大字西豊井1764番地1
桜町二丁目16番1号 大字西豊井1773番地6
桜町二丁目16番5号 大字西豊井1773番地12
桜町二丁目16番6号 大字西豊井1773番地13
桜町二丁目16番7号 大字西豊井1773番地14
桜町二丁目16番8号 大字西豊井1773番地15
桜町二丁目16番12号 大字西豊井1773番地17
桜町二丁目16番13号 大字西豊井1773番地18
桜町二丁目16番19号 大字西豊井1774番地2
桜町二丁目16番19号 大字西豊井1774番地2
桜町二丁目16番21号 大字西豊井1774番地3
桜町二丁目16番26号 大字西豊井1808番地1
桜町二丁目16番27号 大字西豊井1808番地2
桜町二丁目16番29号 大字西豊井1809番地
桜町二丁目16番32号 大字西豊井1810番地1
桜町二丁目16番37号 大字西豊井1811番地
桜町二丁目17番1号 大字西豊井1814番地3
桜町二丁目17番10号 大字西豊井1820番地
桜町二丁目17番10号 大字西豊井1820番地
桜町二丁目17番16号 大字西豊井1819番地
桜町二丁目17番16号 大字西豊井1819番地
桜町二丁目17番17号 大字西豊井1818番地
桜町二丁目17番18号 大字西豊井1819番地
桜町二丁目17番20号 大字西豊井1817番地1
桜町二丁目17番20号 大字西豊井1817番地1
桜町二丁目17番24号 大字西豊井1807番地1
桜町二丁目17番24号 大字西豊井1807番地1
桜町二丁目17番25号 大字西豊井1807番地1
桜町二丁目18番1号 大字西豊井1801番地2
桜町二丁目18番8号 大字西豊井1802番地11
桜町二丁目18番10号 大字西豊井1802番地10
桜町二丁目18番11号 大字西豊井1802番地8
桜町二丁目18番12号 大字西豊井1802番地5
桜町二丁目18番17号 大字西豊井1804番地
桜町二丁目19番2号 大字西豊井1779番地8
桜町二丁目19番3号 大字西豊井1779番地7
桜町二丁目19番6号 大字西豊井1779番地
桜町二丁目19番7号 大字西豊井1779番地5
桜町二丁目19番8号 大字西豊井1779番地6



桜町二丁目

新住所 旧住所
桜町二丁目19番10号 大字西豊井1779番地3
桜町二丁目19番10号 大字西豊井1779番地3
桜町二丁目19番10号 大字西豊井1779番地3
桜町二丁目19番11号 大字西豊井1779番地2
桜町二丁目19番13号 大字西豊井1779番地1
桜町二丁目19番16号 大字西豊井1777番地
桜町二丁目19番18号 大字西豊井1776番地3
桜町二丁目19番18号 大字西豊井1776番地3
桜町二丁目19番19号 大字西豊井1776番地7
桜町二丁目19番20号 大字西豊井1776番地10
桜町二丁目19番21号 大字西豊井1759番地2
桜町二丁目19番23号 大字西豊井1758番地
桜町二丁目19番25号 大字西豊井1758番地1
桜町二丁目20番1号 大字西豊井1781番地7
桜町二丁目20番1号 大字西豊井1781番地7
桜町二丁目20番2号 大字西豊井1781番地8
桜町二丁目20番3号 大字西豊井1781番地9
桜町二丁目20番5号 大字西豊井1781番地10
桜町二丁目20番7号 大字西豊井1784番地2
桜町二丁目20番8号 大字西豊井1781番地12
桜町二丁目20番8号 大字西豊井1781番地12
桜町二丁目20番11号 大字西豊井1784番地1
桜町二丁目20番12号 大字西豊井1781番地5
桜町二丁目20番13号 大字西豊井1781番地5
桜町二丁目20番14号 大字西豊井1781番地4
桜町二丁目20番15号 大字西豊井1781番地
桜町二丁目20番16号 大字西豊井1781番地2
桜町二丁目20番16号 大字西豊井1781番地2
桜町二丁目20番19号 大字西豊井1790番地
桜町二丁目20番22号 大字西豊井1791番地3
桜町二丁目20番23号 大字西豊井1791番地4
桜町二丁目20番24号 大字西豊井1791番地9
桜町二丁目20番25号 大字西豊井1791番地8
桜町二丁目20番26号 大字西豊井1791番地7
桜町二丁目20番26号 大字西豊井1791番地7
桜町二丁目20番26号 大字西豊井1791番地7
桜町二丁目20番27号 大字西豊井1791番地6


