
生野屋二丁目

新住所 旧住所
生野屋二丁目1番10号 大字生野屋471番地
生野屋二丁目2番12号 大字生野屋471番地2
生野屋二丁目2番12号 大字生野屋471番地2
生野屋二丁目2番14号 大字生野屋471番地
生野屋二丁目2番16号 大字生野屋472番地3
生野屋二丁目2番18号 大字生野屋472番地6
生野屋二丁目2番25号 大字生野屋473番地5
生野屋二丁目2番25号 大字生野屋473番地5
生野屋二丁目2番26号 大字生野屋473番地3
生野屋二丁目2番26号 大字生野屋473番地3
生野屋二丁目2番26号 大字生野屋473番地3
生野屋二丁目2番26号 大字生野屋473番地3
生野屋二丁目2番31号 大字生野屋473番地13
生野屋二丁目2番33号 大字生野屋473番地7
生野屋二丁目3番1号 大字生野屋476番地1
生野屋二丁目3番6号 大字生野屋474番地
生野屋二丁目3番6号 大字生野屋474番地
生野屋二丁目3番6号 大字生野屋474番地
生野屋二丁目3番6号 大字生野屋474番地
生野屋二丁目3番10号 大字生野屋475番地2
生野屋二丁目3番14号 大字生野屋476番地7
生野屋二丁目3番15号 大字生野屋476番地
生野屋二丁目3番15号 大字生野屋476番地8
生野屋二丁目3番20号 大字生野屋476番地3
生野屋二丁目4番1号 大字生野屋483番地18
生野屋二丁目4番3号 大字生野屋483番地19
生野屋二丁目4番3号 大字生野屋483番地19
生野屋二丁目4番5号 大字生野屋483番地17
生野屋二丁目4番8号 大字生野屋483番地15
生野屋二丁目4番10号 大字生野屋483番地14
生野屋二丁目4番13号 大字生野屋483番地13
生野屋二丁目4番15号 大字生野屋483番地12
生野屋二丁目4番20号 大字生野屋483番地9
生野屋二丁目4番24号 大字生野屋483番地
生野屋二丁目5番1号 大字生野屋477番地4
生野屋二丁目5番6号 大字生野屋484番地2
生野屋二丁目5番6号 大字生野屋484番地2
生野屋二丁目5番8号 大字生野屋486番地9
生野屋二丁目5番10号 大字生野屋486番地10
生野屋二丁目5番11号 大字生野屋486番地11
生野屋二丁目5番12号 大字生野屋486番地12
生野屋二丁目5番14号 大字生野屋486番地13
生野屋二丁目5番15号 大字生野屋486番地14
生野屋二丁目5番23号 大字生野屋486番地
生野屋二丁目6番1号 大字生野屋490番地14
生野屋二丁目6番1号 大字生野屋490番地14
生野屋二丁目6番2号 大字生野屋490番地13
生野屋二丁目6番3号 大字生野屋490番地12
生野屋二丁目6番5号 大字生野屋490番地11
生野屋二丁目6番6号 大字生野屋490番地16
生野屋二丁目6番10号 大字生野屋490番地15
生野屋二丁目6番11号 大字生野屋490番地10
生野屋二丁目6番14号 大字生野屋488番地15
生野屋二丁目6番15号 大字生野屋488番地14
生野屋二丁目6番16号 大字生野屋488番地13
生野屋二丁目6番17号 大字生野屋488番地12
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生野屋二丁目6番19号 大字生野屋488番地11
生野屋二丁目6番21号 大字生野屋488番地4
生野屋二丁目6番25号 大字生野屋488番地1
生野屋二丁目7番1号 大字生野屋487番地3
生野屋二丁目7番3号 大字生野屋487番地4
生野屋二丁目7番3号 大字生野屋487番地4
生野屋二丁目7番5号 大字生野屋487番地43
生野屋二丁目7番6号 大字生野屋487番地5
生野屋二丁目7番7号 大字生野屋487番地49
生野屋二丁目7番8号 大字生野屋487番地48
生野屋二丁目7番10号 大字生野屋487番地6
生野屋二丁目7番11号 大字生野屋487番地53
生野屋二丁目7番13号 大字生野屋487番地7
生野屋二丁目7番14号 大字生野屋487番地8
生野屋二丁目7番15号 大字生野屋487番地9
生野屋二丁目7番17号 大字生野屋487番地10
生野屋二丁目7番27号 大字生野屋491番地
生野屋二丁目8番1号 大字生野屋495番地2
生野屋二丁目8番6号 大字生野屋701番地8
生野屋二丁目8番7号 大字生野屋701番地12
生野屋二丁目8番8号 大字生野屋494番地25
生野屋二丁目8番10号 大字生野屋494番地17
生野屋二丁目8番11号 大字生野屋494番地16
生野屋二丁目8番11号 大字生野屋494番地16
生野屋二丁目8番13号 大字生野屋494番地26
生野屋二丁目8番13号 大字生野屋494番地26
生野屋二丁目8番14号 大字生野屋494番地14
生野屋二丁目9番1号 大字生野屋494番地9
生野屋二丁目9番5号 大字生野屋494番地8
生野屋二丁目9番5号 大字生野屋494番地8
生野屋二丁目9番5号 大字生野屋494番地8
生野屋二丁目9番5号 大字生野屋494番地8
生野屋二丁目9番10号 大字生野屋943番地9
生野屋二丁目9番11号 大字生野屋943番地8
生野屋二丁目9番12号 大字生野屋943番地7
生野屋二丁目9番14号 大字生野屋943番地6
生野屋二丁目9番15号 大字生野屋943番地5
生野屋二丁目9番30号 大字生野屋943番地16
生野屋二丁目10番1号 大字生野屋494番地7
生野屋二丁目10番6号 大字生野屋492番地35
生野屋二丁目10番6号 大字生野屋492番地35
生野屋二丁目10番8号 大字生野屋492番地36
生野屋二丁目10番10号 大字生野屋492番地23
生野屋二丁目10番10号 大字生野屋492番地23
生野屋二丁目10番11号 大字生野屋492番地22
生野屋二丁目10番11号 大字生野屋492番地22
生野屋二丁目10番14号 大字生野屋701番地7
生野屋二丁目10番15号 大字生野屋494番地12
生野屋二丁目10番16号 大字生野屋492番地27
生野屋二丁目10番18号 大字生野屋494番地11
生野屋二丁目10番26号 大字生野屋492番地6
生野屋二丁目12番3号 大字生野屋492番地15
生野屋二丁目12番5号 大字生野屋487番地46
生野屋二丁目12番6号 大字生野屋487番地45
生野屋二丁目12番8号 大字生野屋487番地44
生野屋二丁目12番10号 大字生野屋487番地47
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生野屋二丁目12番11号 大字生野屋487番地38
生野屋二丁目12番17号 大字生野屋515番地25
生野屋二丁目12番19号 大字生野屋517番地15
生野屋二丁目12番20号 大字生野屋517番地7
生野屋二丁目12番21号 大字生野屋517番地11
生野屋二丁目12番22号 大字生野屋517番地10
生野屋二丁目12番22号 大字生野屋517番地10
生野屋二丁目12番23号 大字生野屋517番地9
生野屋二丁目12番23号 大字生野屋517番地9
生野屋二丁目12番24号 大字生野屋515番地23
生野屋二丁目12番25号 大字生野屋515番地19
生野屋二丁目12番26号 大字生野屋515番地22
生野屋二丁目12番27号 大字生野屋515番地18
生野屋二丁目13番1号 大字生野屋487番地24
生野屋二丁目13番2号 大字生野屋487番地22
生野屋二丁目13番3号 大字生野屋487番地20
生野屋二丁目13番5号 大字生野屋487番地18
生野屋二丁目13番6号 大字生野屋487番地16
生野屋二丁目13番10号 大字生野屋487番地17
生野屋二丁目13番12号 大字生野屋487番地19
生野屋二丁目13番12号 大字生野屋487番地19
生野屋二丁目13番13号 大字生野屋487番地21
生野屋二丁目13番14号 大字生野屋487番地23
生野屋二丁目13番16号 大字生野屋487番地25
生野屋二丁目13番17号 大字生野屋487番地59
生野屋二丁目13番20号 大字生野屋487番地12
生野屋二丁目13番22号 大字生野屋487番地13
生野屋二丁目13番23号 大字生野屋487番地14
生野屋二丁目13番25号 大字生野屋487番地15
生野屋二丁目14番1号 大字生野屋515番地10
生野屋二丁目14番2号 大字生野屋515番地16
生野屋二丁目14番3号 大字生野屋515番地17
生野屋二丁目14番5号 大字生野屋515番地12
生野屋二丁目14番7号 大字生野屋487番地61
生野屋二丁目14番8号 大字生野屋975番地28
生野屋二丁目14番11号 大字生野屋487番地34
生野屋二丁目14番12号 大字生野屋487番地33
生野屋二丁目14番13号 大字生野屋487番地54
生野屋二丁目14番15号 大字生野屋487番地51
生野屋二丁目14番16号 大字生野屋487番地31
生野屋二丁目14番16号 大字生野屋487番地31
生野屋二丁目14番18号 大字生野屋487番地30
生野屋二丁目14番19号 大字生野屋487番地52
生野屋二丁目14番19号 大字生野屋487番地52
生野屋二丁目14番20号 大字生野屋487番地26
生野屋二丁目14番22号 大字生野屋978番地3
生野屋二丁目14番26号 大字生野屋978番地4
生野屋二丁目14番28号 大字生野屋978番地5
生野屋二丁目14番28号 大字生野屋978番地5
生野屋二丁目14番29号 大字生野屋978番地6
生野屋二丁目14番31号 大字生野屋978番地8
生野屋二丁目14番32号 大字生野屋978番地9
生野屋二丁目14番34号 大字生野屋978番地10
生野屋二丁目14番35号 大字生野屋978番地11
生野屋二丁目14番36号 大字生野屋978番地12
生野屋二丁目14番38号 大字生野屋980番地7
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生野屋二丁目15番8号 大字生野屋982番地4
生野屋二丁目15番11号 大字生野屋982番地1
生野屋二丁目15番15号 大字生野屋977番地6
生野屋二丁目15番16号 大字生野屋977番地3
生野屋二丁目15番17号 大字生野屋977番地1
生野屋二丁目15番17号 大字生野屋977番地1
生野屋二丁目15番20号 大字生野屋982番地9
生野屋二丁目15番20号 大字生野屋982番地9
生野屋二丁目15番25号 大字生野屋982番地17
生野屋二丁目15番26号 大字生野屋982番地23
生野屋二丁目15番27号 大字生野屋982番地24
生野屋二丁目15番28号 大字生野屋982番地28
生野屋二丁目15番31号 大字生野屋982番地16
生野屋二丁目15番33号 大字生野屋982番地27
生野屋二丁目15番33号 大字生野屋982番地27
生野屋二丁目15番36号 大字生野屋982番地29
生野屋二丁目15番37号 大字生野屋982番地25
生野屋二丁目15番38号 大字生野屋975番地3
生野屋二丁目15番39号 大字生野屋988番地25
生野屋二丁目15番40号 大字生野屋988番地24
生野屋二丁目15番41号 大字生野屋988番地23
生野屋二丁目15番43号 大字生野屋982番地30
生野屋二丁目16番1号 大字生野屋988番地6
生野屋二丁目16番3号 大字生野屋988番地1
生野屋二丁目16番5号 大字生野屋988番地8
生野屋二丁目16番8号 大字生野屋988番地9
生野屋二丁目16番10号 大字生野屋988番地10
生野屋二丁目16番12号 大字生野屋988番地16
生野屋二丁目16番13号 大字生野屋975番地14
生野屋二丁目16番14号 大字生野屋975番地5
生野屋二丁目16番15号 大字生野屋975番地12
生野屋二丁目16番16号 大字生野屋971番地15
生野屋二丁目16番20号 大字生野屋973番地18
生野屋二丁目16番24号 大字生野屋515番地
生野屋二丁目17番1号 大字生野屋989番地7
生野屋二丁目17番3号 大字生野屋989番地8
生野屋二丁目17番5号 大字生野屋989番地9
生野屋二丁目17番5号 大字生野屋989番地9
生野屋二丁目17番6号 大字生野屋971番地8
生野屋二丁目17番8号 大字生野屋971番地9
生野屋二丁目17番10号 大字生野屋973番地
生野屋二丁目17番13号 大字生野屋975番地9
生野屋二丁目17番15号 大字生野屋971番地11
生野屋二丁目17番17号 大字生野屋971番地10
生野屋二丁目17番18号 大字生野屋988番地3
生野屋二丁目17番19号 大字生野屋989番地11
生野屋二丁目18番1号 大字生野屋993番地9
生野屋二丁目18番3号 大字生野屋993番地10
生野屋二丁目18番5号 大字生野屋970番地4
生野屋二丁目18番6号 大字生野屋993番地12
生野屋二丁目18番7号 大字生野屋968番地4
生野屋二丁目18番7号 大字生野屋968番地4
生野屋二丁目18番8号 大字生野屋968番地5
生野屋二丁目18番10号 大字生野屋968番地10
生野屋二丁目18番14号 大字生野屋968番地11
生野屋二丁目18番15号 大字生野屋968番地7
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生野屋二丁目18番17号 大字生野屋971番地4
生野屋二丁目18番18号 大字生野屋970番地8
生野屋二丁目18番19号 大字生野屋989番地3
生野屋二丁目18番21号 大字生野屋989番地1
生野屋二丁目18番21号 大字生野屋989番地1
生野屋二丁目18番22号 大字生野屋993番地15
生野屋二丁目19番1号 大字生野屋993番地1
生野屋二丁目19番5号 大字生野屋993番地22
生野屋二丁目19番6号 大字生野屋969番地1
生野屋二丁目19番7号 大字生野屋969番地8
生野屋二丁目19番10号 大字生野屋967番地2
生野屋二丁目19番12号 大字生野屋968番地8
生野屋二丁目19番17号 大字生野屋968番地2
生野屋二丁目19番18号 大字生野屋969番地3
生野屋二丁目19番20号 大字生野屋969番地2
生野屋二丁目19番21号 大字生野屋993番地6
生野屋二丁目19番22号 大字生野屋993番地5
生野屋二丁目19番23号 大字生野屋993番地4
生野屋二丁目20番1号 大字生野屋966番地1
生野屋二丁目20番3号 大字生野屋966番地4
生野屋二丁目20番6号 大字生野屋510番地6
生野屋二丁目20番7号 大字生野屋946番地15
生野屋二丁目20番10号 大字生野屋946番地16
生野屋二丁目20番10号 大字生野屋946番地16
生野屋二丁目20番11号 大字生野屋946番地17
生野屋二丁目20番13号 大字生野屋946番地22
生野屋二丁目20番15号 大字生野屋946番地21
生野屋二丁目20番16号 大字生野屋946番地20
生野屋二丁目20番17号 大字生野屋946番地19
生野屋二丁目20番18号 大字生野屋946番地18
生野屋二丁目20番19号 大字生野屋946番地23
生野屋二丁目20番20号 大字生野屋946番地24
生野屋二丁目20番21号 大字生野屋946番地25
生野屋二丁目20番22号 大字生野屋946番地27
生野屋二丁目20番25号 大字生野屋946番地2
生野屋二丁目20番26号 大字生野屋946番地4
生野屋二丁目20番28号 大字生野屋946番地5
生野屋二丁目20番29号 大字生野屋946番地6
生野屋二丁目20番29号 大字生野屋946番地6
生野屋二丁目20番30号 大字生野屋946番地7
生野屋二丁目20番31号 大字生野屋946番地8
生野屋二丁目20番31号 大字生野屋946番地8
生野屋二丁目20番32号 大字生野屋947番地11
生野屋二丁目20番33号 大字生野屋944番地2
生野屋二丁目20番34号 大字生野屋946番地11
生野屋二丁目20番35号 大字生野屋946番地12
生野屋二丁目20番36号 大字生野屋944番地5


