
旧地番 新地番
東金市田間二丁目１２番地４
東金市田間二丁目１２番地５

東金市田間３７番地２ 東金市田間二丁目１１番地４
東金市田間３７番地９ 東金市田間二丁目１１番地５

東金市田間二丁目１１番地１
東金市田間二丁目１１番地２
東金市田間二丁目１１番地３
東金市田間二丁目１１番地１４

東金市田間３７番地１３ 東金市田間二丁目１１番地１３
東金市田間３７番地１４ 東金市田間二丁目１１番地１２

東金市田間二丁目１１番地６
東金市田間二丁目１１番地１１

東金市田間４０番地 東金市田間二丁目８番地２
東金市田間４０番地１ 東金市田間二丁目８番地４
東金市田間４２番地１ 東金市田間二丁目５番地８
東金市田間４２番地５ 東金市田間二丁目５番地３

東金市田間二丁目４番地１
東金市田間二丁目５番地１１
東金市田間二丁目３番地３
東金市田間二丁目３番地１９

東金市田間４６番地１ 東金市田間二丁目２番地２１
東金市田間４６番地２ 東金市田間二丁目１番地１

東金市田間二丁目１番地３
東金市田間二丁目１番地２１
東金市田間二丁目１番地２２
東金市田間二丁目１番地６
東金市田間二丁目１番地８

東金市田間４９番地１ 東金市田間二丁目１番地７
東金市田間４９番地２ 東金市田間二丁目１番地５
東金市田間４９番地３ 東金市田間二丁目１番地４
東金市田間５０番地３ 東金市田間二丁目２番地２２

東金市田間二丁目２番地１５
東金市田間二丁目２番地１６

東金市田間５０番地６ 東金市田間二丁目２番地２０
東金市田間５０番地７ 東金市田間二丁目２番地１７
東金市田間５１番地２ 東金市田間二丁目３番地１４
東金市田間５１番地３ 東金市田間二丁目２番地５
東金市田間５１番地４ 東金市田間二丁目２番地７
東金市田間５１番地５ 東金市田間二丁目２番地８
東金市田間５１番地８ 東金市田間二丁目３番地１８

東金市田間二丁目２番地１９
東金市田間二丁目３番地１７
東金市田間二丁目３番地５
東金市田間二丁目３番地６
東金市田間二丁目８番地１２
東金市田間二丁目３番地１５
東金市田間二丁目５番地５
東金市田間二丁目３番地４
東金市田間二丁目４番地５
東金市田間二丁目４番地１１
東金市田間二丁目４番地９
東金市田間二丁目４番地１０

東金市田間５６番地３ 東金市田間二丁目４番地４
東金市田間５６番地４ 東金市田間二丁目４番地３
東金市田間５９番地 東金市田間二丁目８番地１３
東金市田間６０番地１ 東金市田間二丁目８番地５
東金市田間６０番地４ 東金市田間二丁目８番地８

旧新地番対照表（H27.1.31）

東金市田間３７番地１

東金市田間３７番地１０

東金市田間３７番地１２

東金市田間３７番地１６

東金市田間４２番地９

東金市田間４３番地２

東金市田間４８番地１

東金市田間４８番地３

東金市田間５０番地５

東金市田間５１番地９

東金市田間５４番地２

東金市田間５４番地３

東金市田間５５番地

東金市田間５６番地１



東金市田間６０番地５ 東金市田間二丁目８番地９
東金市田間６０番地６ 東金市田間二丁目８番地１０
東金市田間６０番地９ 東金市田間二丁目１０番地１２
東金市田間６０番地１２ 東金市田間二丁目１０番地１
東金市田間６０番地１３ 東金市田間二丁目１０番地２
東金市田間６０番地１４ 東金市田間二丁目１０番地１５
東金市田間６０番地１７ 東金市田間二丁目１０番地１１
東金市田間６１番地１ 東金市田間二丁目１０番地３
東金市田間６１番地２ 東金市田間二丁目１０番地４
東金市田間６１番地３ 東金市田間二丁目１０番地５
東金市田間６２番地 東金市田間二丁目１１番地９

東金市田間二丁目１１番地７
東金市田間二丁目１１番地８
東金市田間二丁目１１番地９

東金市田間６４番地 東金市田間二丁目１３番地６
東金市田間６４番地１１ 東金市田間二丁目１３番地２１
東金市田間６４番地１５ 東金市田間二丁目１３番地２０
東金市田間６４番地２１ 東金市田間二丁目１３番地４
東金市田間６５番地１ 東金市田間二丁目１３番地７
東金市田間６７番地２ 東金市田間二丁目１３番地１１
東金市田間６９番地１ 東金市田間二丁目１３番地１８
東金市田間６９番地２ 東金市田間二丁目１３番地１７
東金市田間６９番地５ 東金市田間二丁目１３番地１４
東金市田間６９番地６ 東金市田間二丁目１３番地１２
東金市田間６９番地９ 東金市田間二丁目１３番地１５

東金市田間二丁目１０番地８
東金市田間二丁目１０番地９
東金市田間二丁目７番地６
東金市田間二丁目７番地７

東金市田間６９番地１４ 東金市田間二丁目７番地５
東金市田間６９番地１５ 東金市田間二丁目７番地８
東金市田間７２番地１ 東金市田間二丁目７番地３
東金市田間７３番地１ 東金市田間二丁目４番地７

東金市田間二丁目４番地８
東金市田間二丁目７番地１
東金市田間二丁目３番地７
東金市田間二丁目３番地８

東金市田間７５番地１ 東金市田間二丁目３番地１２
東金市田間７５番地２ 東金市田間二丁目３番地１３
東金市田間７５番地３ 東金市田間二丁目３番地１１
東金市田間７６番地３ 東金市田間二丁目２番地１０
東金市田間７７番地１ 東金市田間二丁目２番地１１
東金市田間７７番地４ 東金市田間二丁目２番地１４
東金市田間７８番地 東金市田間二丁目１番地１１

東金市田間二丁目１番地１０
東金市田間二丁目１番地１２

東金市田間７８番地３ 東金市田間二丁目１番地９
東金市田間７９番地１ 東金市田間二丁目１番地１９
東金市田間７９番地２ 東金市田間二丁目１番地１３

東金市田間二丁目１番地１６
東金市田間二丁目１番地１７

東金市田間７９番地６ 東金市田間二丁目１番地１８
東金市田間８０番地２ 東金市田間二丁目１番地１５
東金市田間８１番地２ 東金市田間一丁目６番地１０
東金市田間８１番地３ 東金市田間一丁目６番地９
東金市田間８１番地６ 東金市田間一丁目７番地１３
東金市田間８１番地１２ 東金市田間一丁目７番地１２
東金市田間８２番地１ 東金市田間一丁目６番地１２
東金市田間８２番地３ 東金市田間一丁目６番地８

東金市田間７８番地１

東金市田間７９番地５

東金市田間６３番地

東金市田間６９番地１２

東金市田間６９番地１３

東金市田間７４番地１

東金市田間７４番地４



東金市田間一丁目６番地７
東金市田間一丁目６番地１１

東金市田間８３番地１ 東金市田間一丁目６番地３
東金市田間８３番地２ 東金市田間一丁目６番地４
東金市田間８４番地２ 東金市田間一丁目６番地２
東金市田間８４番地３ 東金市田間一丁目６番地１６

東金市田間一丁目６番地１４
東金市田間一丁目６番地１５

東金市田間１１８番地１ 東金市田間一丁目１番地５
東金市田間１１９番地 東金市田間一丁目１番地２
東金市田間１２６番地８ 東金市田間一丁目３番地１
東金市田間１２６番地９ 東金市田間一丁目３番地１６
東金市田間１２７番地１ 東金市田間一丁目３番地３
東金市田間１２７番地２ 東金市田間一丁目３番地２
東金市田間１２７番地４ 東金市田間一丁目４番地３
東金市田間１２７番地６ 東金市田間一丁目４番地２
東金市田間１２７番地７ 東金市田間一丁目４番地６

東金市田間一丁目４番地４
東金市田間一丁目４番地７

東金市田間１２９番地３ 東金市田間一丁目５番地５
東金市田間一丁目５番地７
東金市田間一丁目７番地８

東金市田間１２９番地５ 東金市田間一丁目５番地６
東金市田間１２９番地７ 東金市田間一丁目７番地７
東金市田間１２９番地１１ 東金市田間一丁目６番地１３

東金市田間一丁目５番地４
東金市田間一丁目５番地１１
東金市田間一丁目５番地１０
東金市田間一丁目７番地６

東金市田間１３０番地３ 東金市田間一丁目５番地８
東金市田間１３０番地４ 東金市田間一丁目５番地９

東金市田間一丁目４番地５
東金市田間一丁目７番地５

東金市田間１３１番地２ 東金市田間一丁目４番地８
東金市田間１３１番地３ 東金市田間一丁目７番地１
東金市田間１３１番地５ 東金市田間一丁目４番地１２

東金市田間一丁目４番地９
東金市田間一丁目４番地１０

東金市田間１３２番地１ 東金市田間一丁目３番地５
東金市田間１３２番地２ 東金市田間一丁目３番地１４
東金市田間１３２番地３ 東金市田間一丁目１１番地５
東金市田間１３２番地１３ 東金市田間一丁目３番地６
東金市田間１３３番地１ 東金市田間一丁目１１番地４
東金市田間１３３番地４ 東金市田間一丁目１１番地７
東金市田間１３４番地 東金市田間一丁目１２番地２
東金市田間１３４番地１ 東金市田間一丁目１１番地１
東金市田間１３４番地６ 東金市田間一丁目１２番地３
東金市田間１３４番地７ 東金市田間一丁目１２番地４
東金市田間１３４番地９ 東金市田間一丁目１２番地６
東金市田間１３５番地１ 東金市田間一丁目１２番地１
東金市田間１３５番地３ 東金市田間一丁目１２番地２０
東金市田間１５５番地３ 東金市田間一丁目１２番地１９

東金市田間一丁目１２番地９
東金市田間一丁目１２番地１８

東金市田間１５６番地１ 東金市田間一丁目１０番地１８
東金市田間１５６番地３ 東金市田間一丁目１０番地１７
東金市田間１５６番地４ 東金市田間一丁目１０番地１６
東金市田間１５６番地７ 東金市田間一丁目１０番地１４
東金市田間１５６番地８ 東金市田間一丁目１０番地１３

東金市田間１５５番地５

東金市田間１２９番地４

東金市田間１３０番地１

東金市田間１３０番地２

東金市田間１３１番地１

東金市田間１３１番地８

東金市田間８２番地５

東金市田間８４番地４

東金市田間１２８番地１



東金市田間一丁目１０番地１２
東金市田間一丁目１０番地１５

東金市田間１５６番地１０ 東金市田間一丁目１０番地１１
東金市田間１５７番地
東金市田間１５７番地１
東金市田間１５８番地１ 東金市田間一丁目１０番地５
東金市田間１５８番地２ 東金市田間一丁目１０番地８
東金市田間１５８番地３ 東金市田間一丁目１０番地６
東金市田間１５８番地４ 東金市田間一丁目１０番地７
東金市田間１５９番地２ 東金市田間一丁目３番地９
東金市田間１５９番地４ 東金市田間一丁目３番地７
東金市田間１６０番地１ 東金市田間一丁目７番地２６
東金市田間１６０番地４ 東金市田間一丁目７番地２７
東金市田間１６０番地５ 東金市田間一丁目７番地２
東金市田間１６０番地６ 東金市田間一丁目７番地３
東金市田間１６０番地７ 東金市田間一丁目７番地４
東金市田間１６１番地３ 東金市田間一丁目７番地２５
東金市田間１６１番地４ 東金市田間一丁目７番地２４
東金市田間１６１番地５ 東金市田間一丁目７番地２３
東金市田間１６１番地６ 東金市田間一丁目７番地２２
東金市田間１６１番地８ 東金市田間一丁目８番地１
東金市田間１６１番地９ 東金市田間一丁目８番地５
東金市田間１６１番地１０ 東金市田間一丁目７番地１５
東金市田間１６１番地１１ 東金市田間一丁目７番地１６
東金市田間１６１番地１２ 東金市田間一丁目７番地１７
東金市田間１６１番地１３ 東金市田間一丁目７番地１８
東金市田間１６１番地１４ 東金市田間一丁目７番地１９
東金市田間１６１番地１５ 東金市田間一丁目７番地２０
東金市田間１６１番地１７ 東金市田間一丁目８番地２
東金市田間１６１番地３４ 東金市田間一丁目７番地２１
東金市田間１６１番地３５ 東金市田間一丁目８番地４
東金市田間１６２番地 東金市田間一丁目７番地１４
東金市田間１６３番地２ 東金市田間一丁目７番地１０
東金市田間１６３番地３ 東金市田間一丁目７番地９

東金市田間一丁目１７番地２
東金市田間一丁目１７番地３
東金市田間一丁目１５番地１６
東金市田間一丁目１７番地３

東金市田間１６５番地２ 東金市田間一丁目１７番地２
東金市田間１６５番地３ 東金市田間一丁目１５番地１５
東金市田間１６６番地 東金市田間一丁目１５番地１７
東金市田間１６７番地２ 東金市田間一丁目１５番地１３
東金市田間１６７番地３ 東金市田間一丁目１５番地１２
東金市田間１６７番地４ 東金市田間一丁目１５番地１１
東金市田間１６７番地５ 東金市田間一丁目１５番地１０
東金市田間１６７番地６ 東金市田間一丁目１５番地９
東金市田間１６７番地７ 東金市田間一丁目１４番地２
東金市田間１６７番地１６ 東金市田間一丁目１４番地３
東金市田間１６９番地３ 東金市田間一丁目１５番地８
東金市田間１６９番地４ 東金市田間一丁目１５番地６
東金市田間１６９番地５ 東金市田間一丁目１４番地１
東金市田間１６９番地７ 東金市田間一丁目１５番地７
東金市田間１６９番地８ 東金市田間一丁目１５番地３
東金市田間１６９番地９ 東金市田間一丁目１５番地４
東金市田間１７０番地１ 東金市田間一丁目１５番地２
東金市田間１７０番地３ 東金市田間一丁目１５番地３０
東金市田間１７１番地２ 東金市田間一丁目１３番地５
東金市田間１７１番地３ 東金市田間一丁目１３番地７
東金市田間１７１番地５ 東金市田間一丁目１３番地４

東金市田間１５６番地９

東金市田間１６４番地２

東金市田間１６５番地１

東金市田間一丁目１０番地１０



東金市田間１７２番地２ 東金市田間一丁目１３番地３
東金市田間１７２番地３ 東金市田間一丁目１３番地６
東金市田間１７２番地４ 東金市田間一丁目１３番地２
東金市田間２０５番地２ 東金市田間一丁目１２番地１３
東金市田間２０６番地１ 東金市田間一丁目１２番地１４
東金市田間２０７番地２ 東金市田間一丁目１２番地１５
東金市田間２０７番地３ 東金市田間一丁目１５番地２７
東金市田間２０７番地４ 東金市田間一丁目１６番地１
東金市田間２０７番地６ 東金市田間一丁目１５番地２９
東金市田間２０８番地２ 東金市田間一丁目１５番地１８
東金市田間２０８番地５ 東金市田間一丁目１５番地２４
東金市田間２０８番地２１ 東金市田間一丁目１５番地２５
東金市田間２０８番地２３ 東金市田間一丁目１６番地２
東金市田間２０８番地２４ 東金市田間一丁目１６番地３
東金市田間２０８番地２８ 東金市田間一丁目１６番地５
東金市田間２０８番地２９ 東金市田間一丁目１６番地４
東金市田間２０８番地３３ 東金市田間一丁目１５番地２３
東金市田間２０９番地
東金市田間２１０番地１

東金市田間一丁目１８番地
東金市田間一丁目１９番地１２
東金市田間一丁目１９番地１３

東金市田間２１１番地６ 東金市田間一丁目１９番地１０
東金市田間２１１番地８ 東金市田間一丁目１９番地８
東金市田間２１１番地９ 東金市田間一丁目１９番地７
東金市田間２１１番地１０ 東金市田間一丁目１９番地６
東金市田間２１１番地１１ 東金市田間一丁目１９番地５
東金市田間２１１番地１２ 東金市田間一丁目１９番地４
東金市田間２１１番地１３ 東金市田間一丁目１９番地３
東金市田間２１１番地１４ 東金市田間一丁目１９番地２
東金市田間２１１番地１５ 東金市田間一丁目１９番地１
東金市田間２１１番地１７ 東金市田間一丁目２０番地３
東金市田間２１１番地１８ 東金市田間一丁目２０番地４
東金市田間２１１番地１９ 東金市田間一丁目２０番地５
東金市田間２１１番地２０ 東金市田間一丁目２０番地６
東金市田間２１１番地２１ 東金市田間一丁目２０番地１
東金市田間２１６番地 東金市田間一丁目２２番地３
東金市田間２１６番地１ 東金市田間一丁目２２番地２
東金市田間２１６番地２ 東金市田間一丁目２２番地３
東金市田間２１８番地１ 東金市田間一丁目２２番地１
東金市田間２４８番地 東金市田間一丁目２２番地６
東金市田間２４９番地 東金市田間一丁目１９番地１８
東金市田間２５０番地２ 東金市田間一丁目１９番地１４
東金市田間２５０番地４ 東金市田間一丁目１９番地１６
東金市田間２５０番地５ 東金市田間一丁目１９番地１７
東金市田間２５０番地６ 東金市田間一丁目２３番地３
東金市田間２５０番地７ 東金市田間一丁目２３番地９
東金市田間２５０番地９ 東金市田間一丁目２３番地４
東金市田間２５０番地１１ 東金市田間一丁目２３番地６

東金市田間二丁目６０番地１
東金市田間二丁目６０番地２０

東金市田間２５１番地４ 東金市田間二丁目３０番地１２
東金市田間二丁目２９番地１
東金市田間二丁目２９番地２

東金市田間２５３番地３ 東金市田間二丁目３０番地１５
東金市田間２５３番地４ 東金市田間二丁目３０番地１４
東金市田間２５４番地２ 東金市田間二丁目２７番地３
東金市田間２５４番地３ 東金市田間二丁目２８番地１
東金市田間２５４番地４ 東金市田間二丁目２７番地７

東金市田間２１１番地１

東金市田間一丁目１５番地１８

東金市田間２５１番地１

東金市田間２５３番地１



東金市田間２５４番地７ 東金市田間二丁目２７番地５
東金市田間２５４番地８ 東金市田間二丁目２８番地２
東金市田間２５４番地１８ 東金市田間二丁目２７番地４
東金市田間２５５番地３ 東金市田間二丁目２５番地１２

東金市田間二丁目２５番地１１
東金市田間二丁目２５番地１３

東金市田間２５５番地１２ 東金市田間二丁目２５番地２
東金市田間二丁目２５番地１
東金市田間二丁目２５番地１０

東金市田間２５５番地１４ 東金市田間二丁目２５番地８
東金市田間二丁目２５番地４
東金市田間二丁目２５番地９

東金市田間２５５番地１６ 東金市田間二丁目２７番地２
東金市田間二丁目２６番地２
東金市田間二丁目２６番地３

東金市田間２５６番地７ 東金市田間二丁目２５番地５
東金市田間２５６番地８ 東金市田間二丁目２５番地７
東金市田間２５７番地 東金市田間二丁目２６番地５
東金市田間２５８番地１ 東金市田間二丁目２３番地２９
東金市田間２５８番地２ 東金市田間二丁目２３番地１
東金市田間２５８番地３ 東金市田間二丁目２３番地３０
東金市田間２５８番地４ 東金市田間二丁目２３番地３１

東金市田間二丁目２３番地２
東金市田間二丁目２３番地３
東金市田間二丁目２２番地１
東金市田間二丁目２２番地１６
東金市田間二丁目２２番地２
東金市田間二丁目２３番地５
東金市田間二丁目２３番地７

東金市田間２６１番地２ 東金市田間二丁目２３番地８
東金市田間二丁目２２番地４
東金市田間二丁目２２番地１５

東金市田間２６１番地５ 東金市田間二丁目２３番地６
東金市田間二丁目２２番地５
東金市田間二丁目２２番地６

東金市田間２６２番地２ 東金市田間二丁目２２番地７
東金市田間２６２番地３ 東金市田間二丁目２２番地１４
東金市田間２６２番地４ 東金市田間二丁目２２番地１２
東金市田間２６３番地２ 東金市田間二丁目２１番地１２
東金市田間２６３番地３ 東金市田間二丁目２１番地１４

東金市田間二丁目２１番地３
東金市田間二丁目２１番地４

東金市田間２６７番地１ 東金市田間二丁目１７番地３
東金市田間二丁目１７番地４
東金市田間二丁目１７番地１４

東金市田間２７０番地３ 東金市田間二丁目２０番地１
東金市田間２７１番地１ 東金市田間二丁目２０番地３
東金市田間２７３番地１ 東金市田間二丁目１７番地８

東金市田間二丁目１７番地１１
東金市田間二丁目１８番地１

東金市田間２７３番地５ 東金市田間二丁目１７番地１０
東金市田間二丁目１７番地９
東金市田間二丁目１８番地３

東金市田間２７５番地１ 東金市田間二丁目１８番地６
東金市田間二丁目１８番地８
東金市田間二丁目１８番地９

東金市田間２７６番地１ 東金市田間二丁目２０番地５
東金市田間２７６番地２ 東金市田間二丁目２０番地７
東金市田間２７６番地６ 東金市田間二丁目１９番地４

東金市田間２６４番地２

東金市田間２６９番地３

東金市田間２７３番地２

東金市田間２７３番地８

東金市田間２５９番地１

東金市田間２５９番地２

東金市田間２６１番地１

東金市田間２６１番地４

東金市田間２６２番地１

東金市田間２５５番地１０

東金市田間２５５番地１３

東金市田間２５５番地１５

東金市田間２５６番地２

東金市田間２７５番地２



東金市田間二丁目１９番地１
東金市田間二丁目１９番地２

東金市田間２７６番地８ 東金市田間二丁目１９番地３
東金市田間２７６番地９ 東金市田間二丁目２０番地６
東金市田間２７６番地１１ 東金市田間二丁目１９番地６

東金市田間二丁目２０番地９
東金市田間二丁目２０番地１４

東金市田間２７７番地４ 東金市田間二丁目２０番地１２
東金市田間２７７番地５ 東金市田間二丁目２０番地１３
東金市田間２７７番地７ 東金市田間二丁目２０番地１１
東金市田間２７８番地４ 東金市田間二丁目２１番地７
東金市田間２８０番地３ 東金市田間二丁目２１番地９
東金市田間２８１番地２ 東金市田間二丁目２２番地８
東金市田間２８２番地４ 東金市田間二丁目２３番地１１
東金市田間２８２番地６ 東金市田間二丁目２３番地１２
東金市田間２８２番地７ 東金市田間二丁目２３番地１３
東金市田間２８２番地８ 東金市田間二丁目２３番地１４
東金市田間２８２番地９ 東金市田間二丁目２３番地１５
東金市田間２８２番地１３ 東金市田間二丁目２４番地４

東金市田間二丁目２３番地１７
東金市田間二丁目２３番地１８

東金市田間２８５番地６ 東金市田間二丁目２３番地２０
東金市田間２８５番地８ 東金市田間二丁目２４番地２
東金市田間２８５番地９ 東金市田間二丁目２４番地５
東金市田間２８６番地５ 東金市田間二丁目２３番地２２
東金市田間２８６番地６ 東金市田間二丁目２３番地２３
東金市田間２８７番地１ 東金市田間二丁目２３番地２４
東金市田間２８７番地３ 東金市田間二丁目２３番地２６
東金市田間２８７番地４ 東金市田間二丁目２３番地２８
東金市田間２８７番地５ 東金市田間二丁目２３番地２７
東金市田間２８８番地２ 東金市田間二丁目２６番地６
東金市田間２８８番地４ 東金市田間二丁目２６番地７
東金市田間２８８番地６ 東金市田間二丁目２７番地１２
東金市田間２８９番地９ 東金市田間二丁目２７番地１０
東金市田間２９０番地
東金市田間２９０番地２

東金市田間二丁目２７番地８
東金市田間２９１番地２ 東金市田間二丁目２６番地８
東金市田間２９３番地１ 東金市田間二丁目３０番地１
東金市田間２９３番地２ 東金市田間二丁目３０番地８
東金市田間２９３番地３ 東金市田間二丁目３０番地９
東金市田間２９４番地１ 東金市田間二丁目３０番地２
東金市田間２９４番地２ 東金市田間二丁目３０番地７
東金市田間２９４番地８ 東金市田間二丁目３１番地１
東金市田間２９７番地 東金市田間二丁目３０番地４
東金市田間２９８番地２ 東金市田間二丁目３２番地３８
東金市田間２９８番地３ 東金市田間二丁目３２番地３７
東金市田間２９８番地４ 東金市田間二丁目３２番地３６
東金市田間２９８番地５ 東金市田間二丁目３２番地３５
東金市田間２９９番地３ 東金市田間二丁目３４番地１３
東金市田間２９９番地５ 東金市田間二丁目３２番地５
東金市田間２９９番地９ 東金市田間二丁目３２番地３

東金市田間二丁目３４番地３
東金市田間二丁目３４番地１２

東金市田間３００番地７ 東金市田間二丁目３２番地８
東金市田間３０２番地１ 東金市田間二丁目３４番地２
東金市田間３０２番地３ 東金市田間二丁目３４番地４
東金市田間３０３番地１ 東金市田間二丁目３４番地１１

東金市田間２７６番地７

東金市田間２７７番地１

東金市田間２８５番地３

東金市田間２９１番地

東金市田間３００番地５

東金市田間二丁目２６番地８



東金市田間３０３番地２ 東金市田間二丁目３４番地１０
東金市田間二丁目３４番地５
東金市田間二丁目３４番地６
東金市田間二丁目３４番地８
東金市田間二丁目３４番地９
東金市田間二丁目３４番地７
東金市田間二丁目３６番地１

東金市田間３１０番地 東金市田間二丁目３７番地４
東金市田間３１２番地 東金市田間二丁目３８番地１
東金市田間３１３番地１ 東金市田間二丁目３８番地１７
東金市田間３１６番地１ 東金市田間二丁目３８番地７
東金市田間３１６番地２ 東金市田間二丁目３８番地８
東金市田間３１８番地 東金市田間二丁目１３番地１０
東金市田間３２０番地１ 東金市田間二丁目４０番地９
東金市田間３２１番地１ 東金市田間二丁目４０番地２
東金市田間３２５番地２ 東金市田間二丁目４１番地８

東金市田間二丁目４１番地４
東金市田間二丁目４１番地５

東金市田間３３１番地１ 東金市田間二丁目４４番地１０
東金市田間３３１番地５ 東金市田間二丁目４４番地１１
東金市田間３３１番地６ 東金市田間二丁目４４番地７
東金市田間３３１番地７ 東金市田間二丁目４４番地９
東金市田間３３２番地１ 東金市田間二丁目４４番地１４
東金市田間３３２番地３ 東金市田間二丁目４４番地１６
東金市田間３３２番地５ 東金市田間二丁目４４番地１５
東金市田間３３２番地６ 東金市田間二丁目４４番地４

東金市田間二丁目４４番地３
東金市田間二丁目４４番地１８

東金市田間３３２番地８ 東金市田間二丁目４４番地６
東金市田間３３２番地９ 東金市田間二丁目４１番地６
東金市田間３３２番地１１ 東金市田間二丁目４４番地１２

東金市田間二丁目４４番地２
東金市田間二丁目４４番地１９
東金市田間二丁目４４番地２０
東金市田間二丁目４０番地７
東金市田間二丁目４４番地１

東金市田間３３６番地２ 東金市田間二丁目３８番地１５
東金市田間３３６番地４ 東金市田間二丁目３８番地１３
東金市田間３３６番地５ 東金市田間二丁目３８番地１１
東金市田間３３６番地６ 東金市田間二丁目３８番地１２
東金市田間３３７番地２ 東金市田間二丁目３９番地６
東金市田間３３７番地３ 東金市田間二丁目３９番地２
東金市田間３３７番地４ 東金市田間二丁目３９番地３
東金市田間３３７番地５ 東金市田間二丁目３９番地５
東金市田間３３７番地６ 東金市田間二丁目３９番地４
東金市田間３３８番地
東金市田間３３８番地１
東金市田間３３８番地２
東金市田間３４０番地１ 東金市田間二丁目３７番地９
東金市田間３４０番地２ 東金市田間二丁目３７番地８
東金市田間３４０番地３ 東金市田間二丁目３７番地７
東金市田間３４１番地１ 東金市田間二丁目３５番地６
東金市田間３４１番地５ 東金市田間二丁目３６番地６
東金市田間３４１番地８ 東金市田間二丁目３５番地７
東金市田間３４１番地９ 東金市田間二丁目３６番地５
東金市田間３４１番地１０ 東金市田間二丁目３６番地２
東金市田間３４１番地１３ 東金市田間二丁目３５番地３
東金市田間３４１番地１４ 東金市田間二丁目３５番地４
東金市田間３４１番地１５ 東金市田間二丁目３５番地５

東金市田間３３３番地２

東金市田間３３４番地

東金市田間３３２番地７

東金市田間二丁目３９番地１

東金市田間３０７番地１

東金市田間３０８番地

東金市田間３２７番地１



東金市田間３４１番地１７ 東金市田間二丁目３６番地３
東金市田間３４４番地１ 東金市田間二丁目３２番地１５
東金市田間３４４番地４ 東金市田間二丁目３５番地８
東金市田間３４４番地５ 東金市田間二丁目３５番地９
東金市田間３４４番地１３ 東金市田間二丁目３５番地１１
東金市田間３４４番地１７ 東金市田間二丁目３２番地１２
東金市田間３４４番地２３ 東金市田間二丁目３２番地１６
東金市田間３４５番地３ 東金市田間二丁目３２番地１８
東金市田間３４５番地５ 東金市田間二丁目３２番地１７
東金市田間３４５番地１０ 東金市田間二丁目３２番地１３
東金市田間３４５番地１２ 東金市田間二丁目３２番地１４
東金市田間３４６番地４ 東金市田間二丁目３２番地２３
東金市田間３４６番地５ 東金市田間二丁目３２番地２２
東金市田間３４６番地６ 東金市田間二丁目３２番地２１
東金市田間３４６番地７ 東金市田間二丁目３２番地２０
東金市田間３４７番地２ 東金市田間二丁目３３番地２
東金市田間３４７番地３ 東金市田間二丁目３３番地１
東金市田間３４７番地５ 東金市田間二丁目３３番地３
東金市田間３４７番地７ 東金市田間二丁目３３番地４
東金市田間３４７番地８ 東金市田間二丁目３２番地３０
東金市田間３４７番地９ 東金市田間二丁目３２番地２９
東金市田間３４７番地１１ 東金市田間二丁目３２番地２７
東金市田間３４７番地１２ 東金市田間二丁目３２番地２６
東金市田間３４７番地１４ 東金市田間二丁目３２番地２５
東金市田間３４７番地１５ 東金市田間二丁目３２番地２４
東金市田間３４９番地１ 東金市田間二丁目３２番地３２
東金市田間３４９番地２ 東金市田間二丁目３２番地３３
東金市田間３４９番地３ 東金市田間二丁目３２番地３４
東金市田間３４９番地４ 東金市田間二丁目３２番地３１

東金市田間二丁目３１番地６
東金市田間二丁目５９番地２

東金市田間３５３番地 東金市田間二丁目３１番地８
東金市田間３５４番地 東金市田間二丁目６０番地２
東金市田間３５５番地１ 東金市田間二丁目６１番地１

東金市田間二丁目６１番地２
東金市田間二丁目６１番地３
東金市田間二丁目６１番地４
東金市田間二丁目６１番地１０
東金市田間二丁目６１番地１２

東金市田間３５５番地４ 東金市田間二丁目６１番地１１
東金市田間３５６番地２ 東金市田間二丁目６０番地９
東金市田間３５６番地４ 東金市田間二丁目６０番地１９
東金市田間３５７番地２ 東金市田間二丁目５９番地２１
東金市田間３５７番地３ 東金市田間二丁目５９番地２０
東金市田間３５７番地４ 東金市田間二丁目５９番地１９
東金市田間３５７番地５ 東金市田間二丁目５９番地１８
東金市田間３５７番地６ 東金市田間二丁目５９番地１７
東金市田間３５７番地７ 東金市田間二丁目６０番地４
東金市田間３５７番地９ 東金市田間二丁目６０番地６
東金市田間３５７番地１０ 東金市田間二丁目６０番地８
東金市田間３５７番地２１ 東金市田間二丁目６０番地７

東金市田間二丁目５９番地５
東金市田間二丁目５９番地６

東金市田間３６１番地２ 東金市田間二丁目５９番地３
東金市田間３６３番地１ 東金市田間二丁目５６番地１
東金市田間３６３番地６ 東金市田間二丁目５６番地８
東金市田間３６３番地７ 東金市田間二丁目５６番地２
東金市田間３６３番地８ 東金市田間二丁目５６番地４
東金市田間３６３番地９ 東金市田間二丁目５６番地３

東金市田間３５５番地３

東金市田間３６０番地

東金市田間３５２番地

東金市田間３５５番地２



東金市田間３６３番地１０ 東金市田間二丁目５６番地５
東金市田間３６３番地１１ 東金市田間二丁目５６番地６
東金市田間３６３番地１２ 東金市田間二丁目５６番地７
東金市田間３６４番地２ 東金市田間二丁目５６番地９
東金市田間３６４番地４ 東金市田間二丁目５５番地９
東金市田間３６４番地５ 東金市田間二丁目５５番地１０
東金市田間３６４番地６ 東金市田間二丁目５５番地１
東金市田間３６６番地 東金市田間二丁目５６番地１２
東金市田間３６８番地１ 東金市田間二丁目５５番地６
東金市田間３６８番地４ 東金市田間二丁目５５番地５
東金市田間３６９番地 東金市田間二丁目５４番地１
東金市田間３７０番地１ 東金市田間二丁目５４番地２

東金市田間二丁目５４番地３
東金市田間二丁目５４番地４

東金市田間３７０番地４ 東金市田間二丁目５４番地５
東金市田間３７２番地１ 東金市田間二丁目５３番地１７
東金市田間３７２番地５ 東金市田間二丁目５３番地１
東金市田間３７３番地３ 東金市田間二丁目５３番地３
東金市田間３７３番地４ 東金市田間二丁目５３番地２
東金市田間３７４番地２ 東金市田間二丁目５１番地６
東金市田間３７５番地１ 東金市田間二丁目５１番地２
東金市田間３７５番地２ 東金市田間二丁目５１番地３
東金市田間３７６番地１ 東金市田間二丁目５０番地１
東金市田間３７６番地２ 東金市田間二丁目５０番地１０
東金市田間３７６番地３ 東金市田間二丁目５０番地９
東金市田間３７７番地３ 東金市田間二丁目５０番地２
東金市田間３７７番地４ 東金市田間二丁目５０番地３
東金市田間３７７番地７ 東金市田間二丁目５０番地５
東金市田間３７８番地
東金市田間３７８番地１

東金市田間二丁目４８番地４
東金市田間二丁目４８番地５

東金市田間３８０番地１ 東金市田間二丁目４８番地３
東金市田間３８１番地 東金市田間二丁目４６番地８
東金市田間３８１番地２ 東金市田間二丁目４６番地１０
東金市田間３８２番地１ 東金市田間二丁目４６番地５
東金市田間３８２番地３ 東金市田間二丁目４６番地３
東金市田間３８２番地４ 東金市田間二丁目４６番地７
東金市田間３８３番地４ 東金市田間二丁目４６番地６
東金市田間３８４番地１ 東金市田間二丁目４５番地２
東金市田間３８４番地２ 東金市田間二丁目４５番地３
東金市田間３８４番地３ 東金市田間二丁目４５番地４

東金市田間二丁目４５番地５
東金市田間二丁目４５番地６
東金市田間二丁目４５番地１０
東金市田間二丁目４５番地１１

東金市田間３８９番地 東金市田間二丁目５２番地７
東金市田間３８９番地２ 東金市田間二丁目４８番地７
東金市田間３８９番地３ 東金市田間二丁目４８番地６

東金市田間二丁目４８番地９
東金市田間二丁目５２番地９

東金市田間３９０番地４ 東金市田間二丁目５２番地５
東金市田間３９１番地 東金市田間二丁目５０番地６

東金市田間二丁目５０番地８
東金市田間二丁目５２番地２
東金市田間二丁目５２番地３
東金市田間二丁目５１番地４
東金市田間二丁目５２番地１

東金市田間３９３番地５ 東金市田間二丁目５３番地１２

東金市田間３７０番地３

東金市田間３７９番地１

東金市田間３８４番地４

東金市田間３８６番地

東金市田間３９０番地１

東金市田間３９２番地１

東金市田間３９３番地１

東金市田間二丁目４８番地１



東金市田間３９３番地１１ 東金市田間二丁目５３番地１０
東金市田間３９３番地１２ 東金市田間二丁目５３番地９
東金市田間３９３番地１３ 東金市田間二丁目５３番地８
東金市田間３９３番地１４ 東金市田間二丁目５３番地７
東金市田間３９３番地１５ 東金市田間二丁目５３番地６
東金市田間３９３番地１７ 東金市田間二丁目５３番地１１
東金市田間３９３番地１８ 東金市田間二丁目５３番地１５
東金市田間３９３番地１９ 東金市田間二丁目５３番地１４
東金市田間３９３番地２０ 東金市田間二丁目５３番地１３
東金市田間３９５番地 東金市田間二丁目５４番地７

東金市田間二丁目５４番地１０
東金市田間二丁目５４番地１１

東金市田間３９７番地３ 東金市田間二丁目５６番地１８
東金市田間３９７番地４ 東金市田間二丁目５６番地１７
東金市田間３９７番地５ 東金市田間二丁目５６番地１６
東金市田間３９７番地６ 東金市田間二丁目５６番地１５
東金市田間３９７番地７ 東金市田間二丁目５６番地１９
東金市田間３９７番地９ 東金市田間二丁目５７番地５
東金市田間３９７番地１０ 東金市田間二丁目５７番地６
東金市田間３９７番地１１ 東金市田間二丁目５７番地７
東金市田間３９８番地１ 東金市田間二丁目５６番地２０

東金市田間二丁目５７番地３
東金市田間二丁目５７番地９

東金市田間４０１番地 東金市田間二丁目５６番地２４
東金市田間４０１番地３ 東金市田間二丁目１３番地１
東金市田間４０１番地５ 東金市田間二丁目１３番地２０
東金市田間４０２番地 東金市田間二丁目５９番地９
東金市田間４０３番地 東金市田間二丁目５９番地８
東金市田間４０４番地 東金市田間二丁目５９番地７

東金市田間二丁目５９番地１２
東金市田間二丁目５９番地１４
東金市田間二丁目５９番地１５
東金市田間二丁目６０番地１６
東金市田間二丁目６０番地１７

東金市田間４０５番地５ 東金市田間二丁目６０番地１５
東金市田間二丁目６０番地１０
東金市田間二丁目６０番地１３
東金市田間二丁目６０番地１４
東金市田間二丁目６０番地１１
東金市田間二丁目６０番地１２
東金市田間二丁目６１番地５
東金市田間二丁目６１番地６
東金市田間二丁目６１番地７
東金市田間二丁目６１番地８
東金市田間二丁目６１番地９
東金市田間三丁目１番地１
東金市田間三丁目１番地１３
東金市田間三丁目１番地１５

東金市田間４０７番地７ 東金市田間三丁目２番地１
東金市田間４０７番地８ 東金市田間三丁目１番地２
東金市田間４０７番地９ 東金市田間三丁目２番地１１
東金市田間４０７番地１０ 東金市田間三丁目２番地１０
東金市田間４０７番地１５ 東金市田間三丁目１番地４
東金市田間４０７番地１８ 東金市田間三丁目１番地７
東金市田間４０８番地１ 東金市田間三丁目２番地２

東金市田間三丁目３番地１
東金市田間三丁目４番地１

東金市田間４０８番地６ 東金市田間三丁目３番地３
東金市田間４０８番地７ 東金市田間三丁目３番地６

東金市田間３９９番地

東金市田間４０５番地１

東金市田間４０５番地３

東金市田間４０５番地６

東金市田間４０５番地９

東金市田間４０６番地１

東金市田間４０６番地２

東金市田間４０７番地１

東金市田間４０８番地３

東金市田間３９６番地



東金市田間４０８番地１２ 東金市田間三丁目３番地２
東金市田間４１１番地１ 東金市田間三丁目４番地２
東金市田間４１２番地４ 東金市田間三丁目７番地１
東金市田間４１２番地５ 東金市田間三丁目６番地１
東金市田間４１２番地８ 東金市田間三丁目７番地２
東金市田間４１５番地３ 東金市田間三丁目７番地５
東金市田間４１５番地４ 東金市田間三丁目６番地６
東金市田間４１５番地５ 東金市田間三丁目６番地５
東金市田間４１５番地６ 東金市田間三丁目６番地４
東金市田間４１５番地８ 東金市田間三丁目７番地４
東金市田間４１５番地９ 東金市田間三丁目６番地３
東金市田間４１９番地 東金市田間三丁目２４番地１１
東金市田間４２０番地 東金市田間二丁目１３番地８
東金市田間４２１番地 東金市田間三丁目９番地１
東金市田間４２１番地２ 東金市田間三丁目２５番地６
東金市田間４２４番地１ 東金市田間三丁目１１番地１

東金市田間三丁目１０番地３
東金市田間三丁目１０番地４
東金市田間三丁目１０番地５
東金市田間三丁目１２番地１
東金市田間二丁目１６番地１
東金市田間二丁目１６番地２

東金市田間４３２番地３ 東金市田間三丁目１４番地１
東金市田間４３２番地５ 東金市田間三丁目１４番地３

東金市田間三丁目１３番地３
東金市田間三丁目１４番地４

東金市田間４３２番地８ 東金市田間二丁目４０番地３
東金市田間４３２番地９ 東金市田間二丁目４０番地４

東金市田間二丁目４０番地５
東金市田間三丁目１４番地８

東金市田間４３２番地１２ 東金市田間二丁目４１番地７
東金市田間三丁目１３番地２
東金市田間三丁目１３番地８

東金市田間４３２番地１６ 東金市田間三丁目１４番地２
東金市田間４３４番地５ 東金市田間三丁目２３番地９
東金市田間４３８番地 東金市田間三丁目１２番地５

東金市田間三丁目１１番地３
東金市田間三丁目１１番地４
東金市田間三丁目１１番地５
東金市田間三丁目１１番地６

東金市田間４３９番地３ 東金市田間三丁目１１番地８
東金市田間４３９番地５ 東金市田間三丁目１１番地９
東金市田間４３９番地６ 東金市田間三丁目１１番地７
東金市田間４４０番地 東金市田間二丁目３８番地５
東金市田間４４２番地１ 東金市田間三丁目３９番地１１
東金市田間４４２番地５ 東金市田間三丁目３９番地１０
東金市田間４４３番地１ 東金市田間三丁目１６番地１７
東金市田間４４３番地２ 東金市田間二丁目４０番地１
東金市田間４４３番地６ 東金市田間三丁目２６番地３
東金市田間４４３番地７ 東金市田間三丁目７番地６
東金市田間４４３番地９ 東金市田間二丁目５９番地１６
東金市田間４４３番地１３ 東金市田間三丁目２６番地９
東金市田間４４６番地１ 東金市田間三丁目４番地４
東金市田間４４６番地３ 東金市田間三丁目５番地９

東金市田間三丁目４番地２
東金市田間三丁目５番地９
東金市田間三丁目５番地１２

東金市田間４４６番地５ 東金市田間三丁目４番地５
東金市田間４４６番地１０ 東金市田間三丁目５番地１０

東金市田間４２５番地２

東金市田間４２６番地

東金市田間４３２番地７

東金市田間４３２番地１１

東金市田間４３２番地１５

東金市田間４３９番地１

東金市田間４４６番地４



東金市田間三丁目２番地５
東金市田間三丁目５番地６
東金市田間三丁目１番地９
東金市田間三丁目５番地３
東金市田間三丁目５番地１６
東金市田間三丁目５番地１７
東金市田間三丁目２番地６
東金市田間三丁目５番地４
東金市田間三丁目５番地１４
東金市田間三丁目５番地１５

東金市田間４４９番地 東金市田間三丁目５番地１８
東金市田間４４９番地２ 東金市田間三丁目５番地１

東金市田間三丁目１番地１０
東金市田間三丁目５１番地５

東金市田間４４９番地７ 東金市田間三丁目５番地２
東金市田間三丁目１番地１１
東金市田間三丁目１番地１２

東金市田間４５３番地４ 東金市田間三丁目３２番地１
東金市田間４５４番地１ 東金市田間三丁目３２番地１１

東金市田間三丁目３２番地３
東金市田間三丁目３２番地１０

東金市田間４５４番地５ 東金市田間三丁目３２番地８
東金市田間三丁目３１番地１３
東金市田間三丁目３２番地９

東金市田間４５４番地７ 東金市田間三丁目３１番地１２
東金市田間４５５番地４ 東金市田間三丁目３１番地１８

東金市田間三丁目３１番地１６
東金市田間三丁目３１番地１７
東金市田間三丁目３１番地１５
東金市田間三丁目３２番地１６

東金市田間４５６番地４ 東金市田間三丁目３１番地２
東金市田間４５６番地５ 東金市田間三丁目３１番地３
東金市田間４５６番地６ 東金市田間三丁目３１番地４
東金市田間４５６番地７ 東金市田間三丁目３１番地５
東金市田間４５６番地８ 東金市田間三丁目３０番地９
東金市田間４５６番地９ 東金市田間三丁目３０番地１
東金市田間４５６番地１６ 東金市田間三丁目３０番地１０
東金市田間４５６番地１８ 東金市田間三丁目３０番地１１
東金市田間４５６番地２５ 東金市田間三丁目３０番地６
東金市田間４５７番地６ 東金市田間三丁目３０番地５
東金市田間４５７番地７ 東金市田間三丁目３０番地４
東金市田間４５７番地８ 東金市田間三丁目３０番地３
東金市田間４５７番地１０ 東金市田間三丁目３０番地２
東金市田間４５８番地１ 東金市田間二丁目５６番地１３
東金市田間４５８番地５ 東金市田間三丁目２９番地４
東金市田間４５８番地７ 東金市田間三丁目２９番地２
東金市田間４５８番地８ 東金市田間三丁目２９番地１
東金市田間４５８番地１８ 東金市田間三丁目２９番地３

東金市田間三丁目２６番地１
東金市田間三丁目２６番地１２

東金市田間４５９番地２ 東金市田間三丁目５番地１１
東金市田間４６０番地 東金市田間三丁目２６番地２
東金市田間４６１番地１ 東金市田間三丁目２７番地４

東金市田間三丁目２７番地２
東金市田間三丁目２７番地３

東金市田間４６２番地 東金市田間三丁目２６番地４
東金市田間三丁目２６番地５
東金市田間三丁目２６番地６
東金市田間三丁目２６番地１０

東金市田間４６３番地

東金市田間４５４番地６

東金市田間４５５番地６

東金市田間４５５番地８

東金市田間４５９番地

東金市田間４６１番地２

東金市田間４５０番地１

東金市田間４５４番地２

東金市田間４４８番地１

東金市田間４４８番地２

東金市田間４４９番地３

東金市田間４４７番地１



東金市田間三丁目２６番地１１
東金市田間三丁目２５番地１
東金市田間三丁目２５番地１７
東金市田間三丁目２５番地１８
東金市田間三丁目２６番地７
東金市田間三丁目２５番地２
東金市田間三丁目２５番地４
東金市田間三丁目２５番地５

東金市田間４６５番地４ 東金市田間三丁目２６番地８
東金市田間４６６番地２ 東金市田間三丁目２４番地１
東金市田間４６６番地３ 東金市田間三丁目２４番地６
東金市田間４６６番地５ 東金市田間三丁目２３番地３
東金市田間４６６番地６ 東金市田間三丁目２３番地１５
東金市田間４６６番地７ 東金市田間三丁目２３番地１４
東金市田間４６６番地９ 東金市田間三丁目２４番地５
東金市田間４６６番地１０ 東金市田間三丁目２４番地４
東金市田間４６６番地１１ 東金市田間三丁目２４番地２
東金市田間４６７番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金市田間三丁目２２番地８
東金市田間４６８番地１ 東金市田間三丁目２２番地２
東金市田間４６８番地２ 東金市田間三丁目２２番地３
東金市田間４６８番地３ 東金市田間三丁目２２番地５
東金市田間４６９番地１ 東金市田間三丁目２１番地１
東金市田間４６９番地２ 東金市田間三丁目２１番地９
東金市田間４６９番地３ 東金市田間三丁目２１番地８

東金市田間三丁目１６番地１
東金市田間三丁目１６番地１８
東金市田間三丁目１６番地１９
東金市田間三丁目１６番地２
東金市田間三丁目１６番地３
東金市田間三丁目１５番地１
東金市田間三丁目１５番地６
東金市田間三丁目１５番地２
東金市田間三丁目１５番地５
東金市田間三丁目１６番地４
東金市田間三丁目１６番地６
東金市田間三丁目１５番地３
東金市田間三丁目１６番地８

東金市田間４７３番地４ 東金市田間三丁目１６番地９
東金市田間４７３番地５ 東金市田間三丁目１６番地７
東金市田間４７６番地１ 東金市田間三丁目１９番地３

東金市田間三丁目１６番地１２
東金市田間三丁目１９番地２

東金市田間４７７番地２ 東金市田間三丁目１９番地４
東金市田間４７７番地３ 東金市田間三丁目２０番地８
東金市田間４７７番地７ 東金市田間三丁目１９番地１
東金市田間４７７番地８ 東金市田間三丁目２０番地７
東金市田間４７７番地９ 東金市田間三丁目２０番地９
東金市田間４７７番地１０ 東金市田間三丁目２０番地６
東金市田間４７７番地１１ 東金市田間三丁目１６番地１４
東金市田間４７７番地１２ 東金市田間三丁目１６番地１５
東金市田間４７９番地 東金市田間三丁目１６番地１６
東金市田間４８０番地１ 東金市田間三丁目２０番地５

東金市田間三丁目２１番地４
東金市田間三丁目２１番地５
東金市田間三丁目２１番地６

東金市田間４８２番地１ 東金市田間三丁目２１番地７
東金市田間４８３番地 東金市田間三丁目２３番地７
東金市田間４８３番地１ 東金市田間三丁目２２番地７
東金市田間４８３番地７ 東金市田間三丁目２３番地４

東金市田間４８１番地１

東金市田間４７１番地２

東金市田間４７２番地１

東金市田間４７２番地２

東金市田間４７３番地３

東金市田間４７７番地１

東金市田間４６３番地

東金市田間４６５番地１

東金市田間４６５番地２

東金市田間４７０番地１



東金市田間４８３番地８ 東金市田間三丁目２３番地６
東金市田間４８３番地１０ 東金市田間三丁目２３番地８
東金市田間４８４番地１ 東金市田間三丁目２３番地１１
東金市田間４８４番地３ 東金市田間三丁目２４番地８
東金市田間４８４番地７ 東金市田間三丁目２３番地１３
東金市田間４８４番地８ 東金市田間三丁目２３番地１２
東金市田間４８４番地１１ 東金市田間三丁目２４番地７

東金市田間三丁目２４番地１０
東金市田間三丁目２４番地１２
東金市田間三丁目２５番地７
東金市田間三丁目２５番地９
東金市田間三丁目２５番地１０
東金市田間三丁目２５番地１１
東金市田間三丁目２５番地１２
東金市田間三丁目２５番地１４
東金市田間三丁目２５番地１５

東金市田間４９８番地２ 東金市田間三丁目２７番地１０
東金市田間４９８番地３ 東金市田間三丁目２７番地８
東金市田間４９８番地５ 東金市田間三丁目２７番地７
東金市田間４９８番地８ 東金市田間三丁目２７番地９
東金市田間４９９番地１ 東金市田間三丁目２８番地７

東金市田間三丁目２７番地１３
東金市田間三丁目２８番地８

東金市田間５００番地２ 東金市田間三丁目２８番地６
東金市田間５０１番地３ 東金市田間三丁目２８番地１
東金市田間５０１番地４ 東金市田間三丁目２８番地１０
東金市田間５０１番地５ 東金市田間三丁目２８番地１１
東金市田間５０１番地６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金市田間三丁目２８番地１２
東金市田間５０１番地７ 東金市田間三丁目２８番地５
東金市田間５０１番地８ 東金市田間三丁目２８番地２

東金市田間三丁目２８番地４
東金市田間三丁目２８番地９
東金市田間三丁目２９番地６
東金市田間三丁目３０番地７

東金市田間５０２番地１
東金市田間５０２番地２

東金市田間三丁目３０番地８
東金市田間三丁目３１番地６
東金市田間三丁目３１番地７
東金市田間三丁目３１番地８
東金市田間三丁目３１番地９
東金市田間三丁目３１番地１０
東金市田間三丁目３１番地１１

東金市田間５０３番地９ 東金市田間三丁目３３番地６
東金市田間５０３番地１０ 東金市田間三丁目３３番地７
東金市田間５０３番地１１ 東金市田間三丁目３３番地４
東金市田間５１０番地１ 東金市田間三丁目３４番地２
東金市田間５１１番地１ 東金市田間三丁目３５番地１
東金市田間５１１番地２ 東金市田間三丁目３５番地４
東金市田間５１１番地３ 東金市田間三丁目３５番地２
東金市田間５１１番地７ 東金市田間三丁目３５番地４
東金市田間５１２番地６ 東金市田間三丁目３８番地１
東金市田間５１２番地７ 東金市田間三丁目３８番地９
東金市田間５１２番地８ 東金市田間三丁目３８番地８
東金市田間５１３番地３ 東金市田間三丁目３７番地１５
東金市田間５１３番地４ 東金市田間三丁目３８番地３
東金市田間５１３番地５ 東金市田間三丁目３８番地５
東金市田間５１３番地９ 東金市田間三丁目３７番地１４

東金市田間三丁目３３番地３

東金市田間５０１番地９

東金市田間５０２番地

東金市田間５０３番地１

東金市田間５０３番地２

東金市田間５０３番地５

東金市田間４８６番地１

東金市田間４９６番地１９

東金市田間４９７番地１

東金市田間５００番地１



東金市田間５１３番地１０ 東金市田間三丁目３７番地１３
東金市田間三丁目３７番地１１
東金市田間三丁目３７番地１２
東金市田間三丁目３７番地１０
東金市田間三丁目３７番地１９
東金市田間三丁目３７番地２０
東金市田間三丁目３７番地２１
東金市田間三丁目３７番地２２

東金市田間５１４番地３ 東金市田間三丁目３９番地１
東金市田間三丁目３７番地１６
東金市田間三丁目３７番地１７
東金市田間三丁目３７番地１８

東金市田間５１５番地１ 東金市田間三丁目４０番地１
東金市田間５１５番地３ 東金市田間二丁目４０番地８

東金市田間三丁目４１番地１０
東金市田間三丁目４１番地１１

東金市田間５１６番地１ 東金市田間三丁目４１番地２
東金市田間５１６番地２ 東金市田間三丁目４１番地１
東金市田間５１６番地３ 東金市田間三丁目４１番地１２
東金市田間５１７番地４ 東金市田間三丁目４５番地１
東金市田間５１７番地５ 東金市田間三丁目４５番地２１
東金市田間５１７番地６ 東金市田間三丁目４１番地３
東金市田間５１７番地９ 東金市田間三丁目４１番地５
東金市田間５１７番地１０ 東金市田間三丁目４１番地６
東金市田間５１７番地１２ 東金市田間三丁目４５番地５
東金市田間５１７番地１３ 東金市田間三丁目４５番地４
東金市田間５１７番地１４ 東金市田間三丁目４５番地３
東金市田間５１７番地１５ 東金市田間三丁目４５番地２
東金市田間５１８番地３ 東金市田間三丁目４５番地６
東金市田間５１８番地４ 東金市田間三丁目４６番地１
東金市田間５１８番地５ 東金市田間三丁目４６番地６
東金市田間５１８番地６ 東金市田間三丁目４６番地５
東金市田間５１８番地７ 東金市田間三丁目４６番地４
東金市田間５１８番地８ 東金市田間三丁目４６番地３
東金市田間５１９番地２ 東金市田間三丁目４５番地１０
東金市田間５１９番地３ 東金市田間三丁目４５番地９
東金市田間５１９番地４
東金市田間５１９番地５
東金市田間５１９番地９ 東金市田間三丁目４６番地２
東金市田間５２０番地１ 東金市田間三丁目４７番地１
東金市田間５２０番地３ 東金市田間三丁目４８番地１
東金市田間５２０番地６ 東金市田間三丁目４８番地８
東金市田間５２０番地７ 東金市田間三丁目４８番地７
東金市田間５２０番地９ 東金市田間三丁目４８番地６
東金市田間５２０番地１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金市田間三丁目４５番地１１
東金市田間５２０番地１３ 東金市田間三丁目４７番地２
東金市田間５２０番地１５ 東金市田間三丁目４７番地３
東金市田間５２１番地１ 東金市田間三丁目４８番地２
東金市田間５２１番地３ 東金市田間三丁目４８番地３
東金市田間５２２番地３ 東金市田間三丁目５１番地１０
東金市田間５２２番地４ 東金市田間三丁目５１番地１１
東金市田間５２２番地５ 東金市田間三丁目５１番地１
東金市田間５２３番地１ 東金市田間三丁目５１番地２
東金市田間５２５番地１ 東金市田間三丁目５１番地７
東金市田間５２５番地４ 東金市田間三丁目５１番地６
東金市田間５２９番地１ 東金市田間三丁目５０番地４
東金市田間５２９番地２ 東金市田間三丁目５０番地５
東金市田間５３０番地 東金市田間三丁目４８番地４
東金市田間５３０番地２ 東金市田間三丁目５０番地６

東金市田間５１３番地１１

東金市田間５１４番地１

東金市田間５１４番地５

東金市田間５１６番地

東金市田間三丁目４５番地８



東金市田間５３１番地 東金市田間三丁目４８番地５
東金市田間５３１番地２ 東金市田間三丁目５０番地８
東金市田間５３１番地３ 東金市田間三丁目５０番地１０
東金市田間５３１番地４ 東金市田間三丁目５０番地１１
東金市田間５３２番地２ 東金市田間三丁目４７番地４
東金市田間５３２番地３ 東金市田間三丁目４５番地１５
東金市田間５３３番地２ 東金市田間三丁目５３番地７
東金市田間５３３番地３ 東金市田間三丁目５３番地１０
東金市田間５３５番地１ 東金市田間三丁目４５番地１８

東金市田間三丁目４５番地１６
東金市田間三丁目４５番地１９
東金市田間三丁目４５番地２０
東金市田間三丁目４１番地７
東金市田間三丁目４１番地８

東金市田間５３８番地１０ 東金市田間三丁目２４番地１５
東金市田間５３８番地１１ 東金市田間三丁目５４番地３
東金市田間５３８番地１５ 東金市田間三丁目５４番地２
東金市田間５３８番地１７ 東金市田間三丁目５４番地１
東金市田間５３８番地２４ 東金市田間三丁目４０番地３
東金市田間５３８番地２６ 東金市田間三丁目４０番地４

東金市田間三丁目３９番地２
東金市田間三丁目３９番地３

東金市田間５４０番地１ 東金市田間三丁目３９番地９
東金市田間５４０番地２ 東金市田間三丁目３７番地２４
東金市田間５４０番地４ 東金市田間三丁目３７番地９
東金市田間５４１番地２ 東金市田間三丁目３７番地２６

東金市田間三丁目３７番地７
東金市田間三丁目３７番地８

東金市田間５４１番地５ 東金市田間三丁目３７番地２５
東金市田間三丁目３７番地２７
東金市田間三丁目３８番地６

東金市田間５４１番地９ 東金市田間三丁目３８番地７
東金市田間５４１番地１０ 東金市田間三丁目３７番地５
東金市田間５４１番地１１ 東金市田間三丁目３７番地６
東金市田間５４２番地１ 東金市田間三丁目３７番地３
東金市田間５４２番地４ 東金市田間三丁目３７番地２９
東金市田間５４２番地５ 東金市田間三丁目３７番地３０
東金市田間５４３番地１ 東金市田間三丁目３７番地３１
東金市田間５４３番地２ 東金市田間三丁目３７番地３２
東金市田間５４３番地３ 東金市田間三丁目３７番地３３
東金市田間５４３番地４ 東金市田間三丁目３７番地３４
東金市田間５４３番地５ 東金市田間三丁目３７番地３５
東金市田間５４３番地６ 東金市田間三丁目３７番地３６
東金市田間５４６番地１ 東金市田間三丁目３６番地
東金市田間５５４番地３ 東金市田間三丁目５６番地１
東金市田間５５６番地 東金市田間三丁目５５番地１

東金市田間三丁目５５番地２
東金市田間三丁目５５番地１０
東金市田間三丁目５５番地３
東金市田間三丁目５５番地９

東金市田間５５８番地２ 東金市田間三丁目５５番地７
東金市田間５５８番地３ 東金市田間三丁目５５番地８
東金市田間５５９番地２ 東金市田間三丁目３９番地５
東金市田間５５９番地３ 東金市田間三丁目５５番地６
東金市田間５６１番地２ 東金市田間三丁目５４番地１２
東金市田間５６２番地３ 東金市田間三丁目５４番地１４
東金市田間５６３番地１ 東金市田間三丁目５３番地１
東金市田間５６３番地３ 東金市田間三丁目５３番地４
東金市田間５６４番地２ 東金市田間三丁目５３番地６

東金市田間５４１番地４

東金市田間５４１番地７

東金市田間５５７番地

東金市田間５５８番地１

東金市田間５３５番地２

東金市田間５３７番地１

東金市田間５３９番地１



東金市田間５６５番地２ 東金市田間三丁目５３番地１１
東金市田間５６６番地２ 東金市田間三丁目５３番地８
東金市田間５６７番地３ 東金市田間三丁目５２番地１５

東金市田間三丁目５２番地２
東金市田間三丁目５２番地３

東金市田間５６９番地２ 東金市田間三丁目５２番地６
東金市田間三丁目５２番地７
東金市田間三丁目５２番地１２

東金市田間５６９番地９ 東金市田間三丁目５２番地５
東金市田間５６９番地１４ 東金市田間三丁目５２番地４

東金市田間三丁目５２番地８
東金市田間三丁目５２番地１１
東金市田間三丁目５２番地９
東金市田間三丁目５２番地１０

東金市田間５７３番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金市田間三丁目５９番地８
東金市田間三丁目５９番地２
東金市田間三丁目５９番地３

東金市田間５７３番地１８ 東金市田間三丁目５９番地４
東金市田間５７４番地６ 東金市田間三丁目５８番地６
東金市田間５７６番地１ 東金市田間三丁目５８番地５
東金市田間５７７番地１ 東金市田間三丁目５８番地３
東金市田間５７８番地１ 東金市田間三丁目５８番地２
東金市田間５８１番地１ 東金市田間三丁目３９番地７

東金市田間三丁目３９番地８

東金市田間５８２番地１
東金市田間５８３番地１ 東金市田間三丁目５７番地６
東金市田間５８３番地１１ 東金市田間三丁目５７番地４
東金市田間５８５番地１ 東金市田間三丁目５７番地２
東金市田間５８７番地１ 東金市田間三丁目５６番地５
東金市田間６０１番地２ 東金市田間二丁目６０番地１８
東金市田間６０３番地１ 東金市田間一丁目２４番地１
東金市田間６０３番地３ 東金市田間一丁目２４番地２

東金市田間一丁目２２番地１０
東金市田間一丁目２２番地１２

東金市田間６０４番地２
東金市田間６０４番地３
東金市田間６０４番地４ 東金市田間一丁目２２番地７
東金市田間６０４番地５ 東金市田間一丁目２２番地８
東金市田間６０４番地６ 東金市田間一丁目２２番地９
東金市田間６０４番地８ 東金市田間一丁目２２番地１１
東金市田間７８８番地２ 東金市田間三丁目１４番地６
東金市田間２２８７番地 東金市田間二丁目１５番地２
東金市田間２２９３番地 東金市田間二丁目１５番地１
東金市田間２２９７番地１ 東金市田間二丁目１４番地２
東金市田間２２９９番地 東金市田間二丁目１４番地３

東金市田間６０４番地１

東金市田間三丁目５７番地７

東金市田間一丁目２２番地１４

東金市田間５６９番地６

東金市田間５７０番地

東金市田間５７１番地

東金市田間５７３番地１６

東金市田間５８１番地２

東金市田間５６９番地１

※本対照表は地区内全ての地番を記載したものではありません


