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奈良女子大学
Nara Women's University

プログラミング講座の概要

社会の抱える問題をコンピュータで解決するための
プログラムを作成します

プログラムを作ることをプログラミングといいます

プログラムは、目的により作り方（言語）が違います

今回は、Python（パイソン）という言語を使います
初心者に使いやすく、実際の仕事でも
使われています
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プログラミング講座のスケジュール

１日目

 13:00～ Pythonのインストール、Path変数
コマンドプロンプトでPythonの命令を実行
プログラムをファイルに書いて動かす
IDLEの使い方
プログラミングの基礎

 15:00～ バーコードの仕組み
ビジネスモデルを考える
データ設計
マスターデータを作成
機能を考える
ファイルを読み込むプログラムの作成
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奈良女子大学
Nara Women's University

プログラミング講座のスケジュール

２日目

午前 商品の販売を行うPOSレジの作成

午後 商品の販売状況を確認するプログラムの作成
プログラムの発表会（くじ引き）
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ルール

プログラムの作成はチームで相談して行うこと！

プログラムを改造するときは、何のために、どこを改造
するのかをチームで確認しながら改造する！

個人的に色々試してみるのもいいけれど、その結果を
チームで共有すること！

私が作っているプログラムの内容を突然、誰かに訊き
ますが、必ず答えられなければなりません！
答えられないと罰ゲームがあります
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国立大学法人奈良女子大学
Nara Women's University

Pythonのインストール6
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Pythonのインストール

Pythonのダウンロード

www.python.jp/ から、
『Python 3.5.1』の『ダウンロード』を選択

 『Files』の『 Windows x86-64 executable installer 』を
選択してダウンロードする(約30MBの容量)

Pythonのインストール

ダウンロードしたファイルをデスクトップに置いて、
ダブルクリックで実行する

 Path変数の設定も☑を入れておくと設定してくれる

Copyright shoichi komaya
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http://www.python.jp/
https://www.python.org/ftp/python/3.5.1/python-3.5.1-amd64.exe
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Path変数8
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コマンドプロンプトとは

WindowsのOSにあるプログラムやコマンド(命令)を
実行するためのソフトウェア（シェルという）を
コマンドプロンプトといいます。

Windowsの左下の でマウスの右クリックすると
表示されるメニューからコマンドプロンプトを選び、
実行することができます。

 『dir』と入力するとファイルやフォルダが表示されま
す。ちなみに、dirはディレクトリの略です。

 『set』と入力すると環境変数の値が表示されます。

Pathという変数には何が書かれていますか？
Copyright shoichi komaya
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Pathの意味

コマンドプロンプトで『komaya』と入力すると、

と表示されます。Windowsにはkomayaというコマンド
は無いということです。

コマンドは、プログラムのファイルで、Path変数に書
かれているフォルダを探しに行き、無いと上のメッセ
ージを表示します。

Pythonのプログラムを実行するためには、インストー
ルされたフォルダをPath変数に追加する必要があり
ます。 Copyright shoichi komaya
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コマンドプロンプトでPythonの命令を実行11
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数値計算

ではコマンドプロンプトで『python』と入力してみよう

Pythonが動き、『>>>』が表示されます。
これを『プロンプト』といい、Pythonの命令を受け付け
る準備ができたことを示しています。

半角文字で、『1+2』と入力して、改行してみましょう。

 『1/3』は？

 『7%3』は？

 『2*10』、『2**10』は？

 『2>10』、『2<10』、『2<=2』、『2==2』は？

終了は、Ctrlキーを押しながらZキーを押して改行
Copyright shoichi komaya
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変数

 『price=100』の後、『price』や『price*2』はどう？

 『name=‘tanaka’』の後、『name』は？
『name*3』は？

 『weight=[50,60,70]』 の後、 『weight』は？
『weight[2]』は？
『weight[1]』は？、 『weight[0]』は？

 『fluits=[‘apple’,’orange’]』の後『fluits』は？
さらに、『fluits[1]』は？『fluits[0]』は？
『fluits[2]』は？
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補足 コマンドインタープリター

 Pythonでない他の言語では、プログラムを書いたファイ
ル(ソースプログラム)を作成し、コンパイルという作業を
行い、コンピュータが実行可能なファイル(オブジェクトフ
ァイル)を作成して、初めて実行が可能となります。

しかし Pythonというプログラミング言語では、コマンドを
入力するとすぐに実行してくれます。これをインタープリ
ター型のプログラミング言語といいます。

コマンドを受け付けて、実行してくれるプログラムのこと
をコマンドインタープリタ―といいます。
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まとめ

四則演算、あまりなどの計算ができます。

データには、整数、小数点のある数値、文字列があり、
変数に値を入れて記憶させることができます。

変数には、配列といって複数のデータを１つにまとめて
記憶させることができ、[0]や[1]で個々の内容を知るこ
とができます。

判別をすることができ、正しい場合は『True』、誤ってい
る場合は『False』と表示されます。

Copyright shoichi komaya
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プログラムをファイルに書いて動かす16
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プログラムのファイルは、テキストドキュメントで、
『メモ帳』や『Edit with IDLE』などで作成します。

ファイル名は、『○○.py』のように最後に『.py』を付け
ます。ファイル名の〇の部分は英数字や記号です。

 『Edit with IDLE』だと、Pythonのプログラムを作りや
すいようにカラーで表示されたり、実行もできるので
便利です。

初めは、マウスの右クリックで、新規作成、テキストド
キュメントを選び、ファイル名を『○○.txt』ではなく、
『○○.py』にして作成します。

Copyright shoichi komaya
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IDLEの使い方18
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IDLEとは、Pythonの統合開発環境

 IDLEとは、Integrated DeveLopment Environmentの略

 Pythonのプログラムファイルを開く際に、
右クリックで選択することができる。

プログラムを作成したり、実行したりする
F5キーで実行することができる

コメント(#で始まる行)は赤色で表示される。

文字列は緑色で表示される。

制御構造(for,if,whileなど)はオレンジ色で表示される。

インデントも自動的につけてくれる。

Copyright shoichi komaya
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プログラミングの基礎20
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繰り返し（for）

○○を繰り返し実行する

Copyright shoichi komaya
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for num in [ 11, 12, 13, 14 ]:
print( num )Numにデータを

セットする

データ
ある？

Numの値を表示する

YES

NO
この4つの空白をインデントといいます

空白は必須です
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繰り返し（for）

以下のプログラムを動かしてみる

NameError: name 'apple' is not defined

というエラーが表示される。

Appleを変数とみなしていて、

変数の値が定義(define)されていない、

というよというエラーメッセージ。

Copyright shoichi komaya
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for i in [ apple, orange, grapes]:
print( i )
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繰り返し（for）

以下のプログラムを動かしてみる

やりたかったことはこんな感じでできるよ

Copyright shoichi komaya
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apple = 101
orange = 102
grapes = 103
for num in [ apple, orange, grapes]:

print( num )

for num in [ 'apple', 'orange', 'grapes' ]:
print( num )
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繰り返し（for）

以下のプログラムはどうかな？

Copyright shoichi komaya
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code = input()
print( code )
for i in code:

print( i )
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分岐（if）

もし○○だったら、○○を実行する

Copyright shoichi komaya
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code = input()
if code == '999':

print( 'end' )
else:

print( code )

キーボードからの
入力をcodeに入れる

codeの
値は999
か？

『end』と表示する
Codeの値を
表示する

YES

NO
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無限ループ（while）

繰り返し実行し、条件を満たしたらループを抜ける

Copyright shoichi komaya
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while True:
code = input()
if code == '999':

break
print( code )

print( 'end' )

キー入力された
データをcodeに

記憶する

codeは
999？

codeの値を表示する

NO

YES（break)

endと表示する
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プログラム作成での注意

プログラムは半角英数字で書きます。

全角文字が混ざっているとエラーになります。

文字列を表す場合は、『’』を使います。

行の先頭に『#』が書かれているとコメントになります
プログラムの内容を忘れないために、コメントを書く
ようにしましょう。日本語も使えます。
コメントは赤色で表示されます。

変数名は意味が分かる名前にします。
カウンタの場合は、『i』や『j』という１文字の変数を
用いることが多いです。

Copyright shoichi komaya
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休 憩28
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バーコードの仕組み29

Copyright shoichi komaya



奈良女子大学
Nara Women's University

バーコードリーダー

バーコードリーダーをパソコン
に接続（USB接続)すると、
キーボードとして認識され、
バーコードの数字がキーボード
から入力されたのと同じ動作
をします。

Copyright shoichi komaya
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バーコードの仕組み

バーコードは下の数値を
線の太さの違いで表現し
たものです。

バーコード（JAN)は４つの部分から構成されています。

 国コード 日本 45と49 クーポン 99 店舗内 200～299

 企業コード 5または7桁 ※過去は5桁でしたが、現在は7桁

 商品コード 5または3桁

 チェックデジット 1桁 （読み取り誤りを発見するためのデータ）

バーコードには、商品名、金額などは書かれていません。
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参考 チェックデジットの計算方法
32

モジュラス10ウェイト3の計算方法は以下の通り。

(1)データキャラクタの最も右側にあるキャラクタを奇数とし、左へ順番に全てのデータキャラクタを
奇数位置と偶数位置に分類する。

【例】JANコードデータが「4912345」の場合。

奇数位置：4,1,3,5 偶数位置：9,2,4

(2)奇数位置にあるキャラクタを合計し、その結果を3倍する。

(4＋1＋3＋5)×3＝39

(3)偶数位置のキャラクタを合計する。

9＋2＋4＝15

(4)奇数位置の結果(2)と偶数位置の結果(3)を合計する。

39＋15＝54

(5)「10」から(4)の答の1の位の数字を引いた数字がチェックデジットになる。

10－4＝6 この場合のチェックデジットは「6」で、データは「49123456」となる。

なお、(4)の答の1桁目が「0」の場合は、チェックデジットは「0」になる。
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ビジネスモデルを考える33
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コンビニのレジのキー

これは、年齢と性別のボタン
です。

１２ １２

？ ？

２９ ２９

４９ ４９

５０ ５０

１９ １９

小学生
中高学生
20歳代
30,40歳代
50歳以上

34

コンビニで購入した人の年齢
と性別をこのボタンで入力し
ています。

 『どの商品』が、 『いつ』、 『どこの店』で、どのような『年
齢層』、『性別』の人に、『どの商品と一緒に』売れたの
か、のデータを得ているのですが、何のためにデータ
を集めているのでしょうか？

女性 男性
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コンビニの配送の仕組み
35

販売の履歴
補充・注文

商品の補充

本社 商品管理部

配送トラック

商品の倉庫

コンビニ店舗

商品のメーカー

商品の納入

配送の指示

商品の発注

商品の補充
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コンビニにある商品って同じ？

コンビニの店舗によって、売れる商品と数と時間帯は
異なります。例えば、お弁当の場合、

高校や大学の近く（学生街）

オフィス街

住宅街

繁華街、観光地（海、山、花火大会会場近く）など

お弁当の早い時間帯での売り切れ（機会損失）と、
売れ残り（無駄）を無くすためには、どうしたらよいで
しょう？
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困ってます

道の駅で、地元で採れた野菜
を売っています。

しかし、売り切れていたり、売れ
残ったりしているのが分からない
ので困っています。

売り切れていたら、商品を補充
したいし、売れ残っていたら値段
を下げたりしたいのです。

どうしたらいいですか？

Copyright shoichi komaya
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売主、販売店、お客様
38

売主
（農家）

販売店
（道の駅）

お客様
（消費者）

①商品 ②商品

④６０円 ③１００円

お金を渡すのは
翌日にまとめて

商品の袋詰め
レジで販売
売上の集計

利益は４０円

農作物の栽培
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それぞれの要望

売主の要望

商品の在庫状況を知りたい

売れ残っていたら、値段を下げたい

前日の売り上げ内容を知りたい

販売店の要望

値段の入力ミスを無くしたい、会計処理を早くしたい

毎日、売主ごとの売り上げ金額の集計を簡単にできるよう
にしてほしい
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販売店で行うこと

初期設定

 売主の情報をシステムへ登録

 商品の情報をシステムへ登録

お客様ごとの処理

 バーコードでレジを行う

 明細書（レシート）を渡し、代金を受け取る

毎日の開店前と閉店後の処理

 開店前 売主から商品の入荷があり、在庫数を増やす

 閉店後 売主ごとのその日の売り上げを集計する
集計結果をもとに翌日に代金を支払う

40
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データ設計41
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マスターデータとログデータ

マスターデータとは

データを作成したら、あまり変更がないもの
追加や削除は少なく、多くは参照されるのみ

学生番号、口座番号、IDとパスワード、名簿

ログデータとは

頻繁にデータの更新（追加や削除）が行われるもの

お小遣い帳、出席簿、LINEのデータ、視聴履歴

42
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マスターデータとログデータ

初期設定

売主の情報をシステムへ登録

商品の情報をシステムへ登録

お客様ごとの処理

バーコードでレジを行う

明細書（レシート）を渡し、代金を受け取る

毎日の閉店後の処理

売主ごとのその日の売り上げを集計する
集計結果をもとに翌日に代金を支払う

43

マスターデータ

ログデータ
（履歴）
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マスターデータ

売主マスターデータ

売主コード（バーコード）、氏名、住所、電話番号

商品マスターデータ

バーコード(商品コード)、品名、売値、 他には？

同じ商品でも、売主により、バーコードは異なります。

日により、同じ商品でも売値は違います。

同じ日でも、売れ残っていたら、売値を下げます。

マスターデータのデータ項目には何が必要か、
考えてみましょう。
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レジの業務

バーコードを読み取ると商品名と価格が表示されます。

会計ボタンを押すと合計金額が表示されます。

商品が売れ残っていた場合は、
売主からの要望で価格を下げることもあります。

使うデータは何？

 バーコード、商品名、価格、他には？

ログデータには、どのような情報を記録すればいい？

Copyright shoichi komaya
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開店前の処理

売主が商品を店舗に持ってきます。

商品にバーコードを貼り付けます。

商品の価格は日によって異なります。

季節により新しい商品を売り始めることもあります。

使うデータは何？

商品の価格の変更

入荷数？、他には？

Copyright shoichi komaya
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閉店後の処理

売主ごとに、その日の商品の販売履歴のデータを集
計し、売主に支払う代金の合計の計算を行います。

使うデータは何？

商品名、売上数、販売価格、売り上げ金額

合計金額、他には？

Copyright shoichi komaya
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ログデータ

販売履歴データ

販売した商品のバーコード

販売の年月日時分秒

売値 他には？

集計がし易いように履歴データを設計することが重要！

ログデータのデータ項目には何が必要か、
考えてみましょう。
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休 憩49
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マスターデータを作成50
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マスターデータを作成する

ファイルは、テキストファイルで作ります。

ファイル名は、『○○.csv』とすします。

１つの商品や売主は、１行で表します

データは、『,』で区切ります。

これらのデータ形式をCSV形式といいます。

CSV形式のデータは、EXCELでも作成できます。
EXCELで保存する際に、CSV（カンマ区切り）とすると
『,』で区切られたCSV形式のデータが作成できます。

Copyright shoichi komaya
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CSV形式のデータ

例えば、右のEXCEL
データをCSV形式で
保存すると下のよう
なデータができる

Copyright shoichi komaya
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郵便番号 県 市 町名 県 市 町名
6308296 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｺﾞﾄｳﾁｮｳ 奈良県 奈良市 後藤町
6308297 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｷﾀｶﾜﾊﾞﾀﾁｮｳ 奈良県 奈良市 北川端町
6308301 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾀｶﾊﾞﾀｹﾁｮｳ 奈良県 奈良市 高畑町
6308302 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾋﾞｬｸｺﾞｳｼﾞﾁｮｳ 奈良県 奈良市 白毫寺町
6308303 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾐﾅﾐｷﾃﾞﾗﾁｮｳ 奈良県 奈良市 南紀寺町
6308304 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾐﾅﾐｶｲﾉﾂﾞｶﾁｮｳ 奈良県 奈良市 南肘塚町
6308305 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾋｶﾞｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ 奈良県 奈良市 東紀寺町
6308306 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｷﾃﾞﾗﾁｮｳ 奈良県 奈良市 紀寺町
6308307 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾆｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ 奈良県 奈良市 西紀寺町
6308311 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｼﾞｭｳﾘｲﾝﾊﾀﾁｮｳ 奈良県 奈良市 十輪院畑町
6308312 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｼﾞｭｳﾘｲﾝﾁｮｳ 奈良県 奈良市 十輪院町
6308313 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｶﾜﾉｶﾐﾁｮｳ 奈良県 奈良市 川之上町
6308314 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｶﾜﾉｶﾐﾂｷﾇｹﾁｮｳ 奈良県 奈良市 川之上突抜
6308315 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾅｶﾂｼﾞﾁｮｳ 奈良県 奈良市 中辻町
6308316 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾂｼﾞﾉｳﾁﾁｮｳ 奈良県 奈良市 築地之内町
6308317 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ｲﾉｳｴﾁｮｳ 奈良県 奈良市 井上町
6308318 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾉｳｲﾝﾁｮｳ 奈良県 奈良市 納院町
6308321 ﾅﾗｹﾝﾅﾗｼ ﾔｸｼﾄﾞｳﾁｮｳ 奈良県 奈良市 薬師堂町

6308296,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ｺﾞﾄｳﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,後藤町
6308297,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ｷﾀｶﾜﾊﾞﾀﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,北川端町
6308301,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾀｶﾊﾞﾀｹﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,高畑町
6308302,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾋﾞｬｸｺﾞｳｼﾞﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,白毫寺町
6308303,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾐﾅﾐｷﾃﾞﾗﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,南紀寺町
6308304,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾐﾅﾐｶｲﾉﾂﾞｶﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,南肘塚町
6308305,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾋｶﾞｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,東紀寺町
6308306,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ｷﾃﾞﾗﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,紀寺町
6308307,ﾅﾗｹﾝ,ﾅﾗｼ,ﾆｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ, 奈良県,奈良市,西紀寺町

参考 http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/kogaki-zip.html
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		29201		630		6300000		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		奈良市		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29322		630		6300000		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		山辺郡山添村		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29209		63001		6300101		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾀｶﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		生駒市		高山町		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300111		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼｶﾉﾀﾞｲｷﾀ		奈良県		生駒市		鹿ノ台北		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300112		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼｶﾉﾀﾞｲﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒市		鹿ノ台東		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300113		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼｶﾉﾀﾞｲﾐﾅﾐ		奈良県		生駒市		鹿ノ台南		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300114		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼｶﾉﾀﾞｲﾆｼ		奈良県		生駒市		鹿ノ台西		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300115		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼｶﾊﾀﾁｮｳ		奈良県		生駒市		鹿畑町		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300116		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾐｶﾉﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		美鹿の台		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300121		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｷﾀﾔﾏﾄ		奈良県		生駒市		北大和		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300122		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾏﾕﾐ		奈良県		生駒市		真弓		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300123		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾏﾕﾐﾐﾅﾐ		奈良県		生駒市		真弓南		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300131		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｶﾐﾏﾁ		奈良県		生駒市		上町		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300132		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｱｽｶﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		あすか台		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300133		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｱｽｶﾉﾐﾅﾐ		奈良県		生駒市		あすか野南		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300134		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｱｽｶﾉｷﾀ		奈良県		生駒市		あすか野北		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300135		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾐﾅﾐﾀﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		生駒市		南田原町		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300136		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼﾗﾆﾜﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		白庭台		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300137		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾆｼｼﾗﾆﾜﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		西白庭台		0		1		0		0		0		0

		29209		63001		6300138		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｶﾐﾏﾁﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		上町台		0		0		0		0		0		0

		29209		63001		6300141		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾘｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		ひかりが丘		0		0		1		0		0		0

		29209		63001		6300142		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｷﾀﾀﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		生駒市		北田原町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300200		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		生駒市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300201		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｺｳﾐｮｳﾁｮｳ		奈良県		生駒市		小明町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300202		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｲｺﾏﾀﾞｲﾐﾅﾐ		奈良県		生駒市		生駒台南		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300203		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｲｺﾏﾀﾞｲｷﾀ		奈良県		生駒市		生駒台北		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300211		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｻｸﾗｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		桜ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300212		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾂｼﾞﾏﾁ		奈良県		生駒市		辻町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300213		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼｲｺﾏ		奈良県		生駒市		東生駒		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300214		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼｲｺﾏﾂｷﾐﾁｮｳ		奈良県		生駒市		東生駒月見町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300215		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼﾅﾊﾞﾀ		奈良県		生駒市		東菜畑		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300221		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｻﾂｷﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		さつき台		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300222		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｲﾁﾌﾞﾁｮｳ		奈良県		生駒市		壱分町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300223		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｵｾﾞﾁｮｳ		奈良県		生駒市		小瀬町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300224		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾊｷﾞﾉﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		萩の台		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300225		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		生駒市		東山町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300226		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｺﾋﾞﾗｵﾁｮｳ		奈良県		生駒市		小平尾町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300227		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｵﾄﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		生駒市		乙田町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300228		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾐﾅﾐﾔﾏﾃﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		南山手台		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300231		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾅﾊﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		生駒市		菜畑町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300232		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｵｸﾞﾗｼﾞﾁｮｳ		奈良県		生駒市		小倉寺町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300233		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｱﾘｻﾄﾁｮｳ		奈良県		生駒市		有里町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300234		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾊｷﾞﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		生駒市		萩原町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300235		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾌｼﾞｵﾁｮｳ		奈良県		生駒市		藤尾町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300236		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾆｼﾊﾀﾁｮｳ		奈良県		生駒市		西畑町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300237		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｵﾆﾄﾘﾁｮｳ		奈良県		生駒市		鬼取町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300238		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾀﾞｲﾓﾝﾁｮｳ		奈良県		生駒市		大門町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300239		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｱｵﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		青山台		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300241		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾏﾂﾐﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		松美台		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300242		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼﾝｲｺﾏﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		新生駒台		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300243		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾀﾜﾗｸﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		生駒市		俵口町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300244		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		東松ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300245		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｷﾀｼﾝﾏﾁ		奈良県		生駒市		北新町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300246		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾆｼﾏﾂｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		西松ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300247		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｺｳﾖｳﾀﾞｲ		奈良県		生駒市		光陽台		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300248		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｷﾘｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		喜里が丘		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300251		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾀﾆﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		生駒市		谷田町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300252		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾔﾏｻｷﾁｮｳ		奈良県		生駒市		山崎町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300253		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｼﾝｱｻﾋｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		新旭ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300254		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼｱｻﾋｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		東旭ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300255		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾔﾏｻｷｼﾝﾏﾁ		奈良県		生駒市		山崎新町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300256		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		生駒市		本町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300257		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾓﾄﾏﾁ		奈良県		生駒市		元町		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300258		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾋｶﾞｼｼﾝﾏﾁ		奈良県		生駒市		東新町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300261		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾆｼｱｻﾋｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		西旭ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300262		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ		奈良県		生駒市		緑ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300263		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾅｶﾅﾊﾞﾀ		奈良県		生駒市		中菜畑		0		0		1		0		0		0

		29209		63002		6300264		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾆｼﾅﾊﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		生駒市		西菜畑町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300265		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		生駒市		軽井沢町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300266		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾓﾝｾﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		生駒市		門前町		0		0		0		0		0		0

		29209		63002		6300267		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ		ﾅｶﾉﾁｮｳ		奈良県		生駒市		仲之町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301101		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋﾛｵｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		広岡町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301102		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾓｻｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		下狭川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301103		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		狭川東町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301104		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｶﾞﾜﾘｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		狭川両町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301105		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｻｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西狭川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301111		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		須川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301112		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南庄町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301113		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾑﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北村町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301121		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｿﾉﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		園田町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301122		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋﾗｼﾐｽﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		平清水町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301123		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌﾙｻﾄﾁｮｳ		奈良県		奈良市		生琉里町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301124		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾉｶﾜﾁｮｳ(106-305､405-3､638)		奈良県		奈良市		中ノ川町（１０６～３０５、４０５－３、６３８）		1		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301125		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾅﾙｶﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東鳴川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63011		6301126		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｳﾖｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		法用町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301231		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔｷﾞｭｳｼﾓﾁｮｳ		奈良県		奈良市		柳生下町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301232		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｸｶﾞﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		興ケ原町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301233		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		邑地町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301234		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾉﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北野山町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301235		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｭｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		丹生町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301236		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大保町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301237		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔｷﾞｭｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		柳生町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301241		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｶﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		阪原町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301242		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾔｷﾞｭｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大柳生町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301243		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵﾋﾞﾗｵﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大平尾町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301244		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆﾝﾆｸｾﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		忍辱山町		0		0		0		0		0		0

		29201		63012		6301245		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾞｲｼﾞｾﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大慈仙町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302151		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		水間町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302152		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｿﾏﾉｶﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		杣ノ川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302153		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾍﾞｯｼﾖﾁｮｳ		奈良県		奈良市		別所町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302161		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大野町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302162		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾂﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中貫町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302163		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中之庄町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302164		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾀﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南田原町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302165		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾞﾀﾆﾁｮｳ		奈良県		奈良市		長谷町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302166		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔﾀﾞﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		矢田原町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302167		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾜﾗｶｽｶﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		田原春日野町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302168		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎﾞﾀﾞｲｾﾝﾁｮｳ(173-257ﾊﾞﾝﾁ<ﾊﾁﾌﾞｾﾄｳｹﾞ>)		奈良県		奈良市		菩提山町（１７３～２５７番地「鉢伏峠」）		1		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302171		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｾﾀﾘﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		誓多林町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302172		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｸﾂｶｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		沓掛町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302173		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｻﾁｮｳ		奈良県		奈良市		日笠町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302174		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾖｺﾀﾁｮｳ		奈良県		奈良市		横田町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302175		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐｮｳｶﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		茗荷町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302176		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾜﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		和田町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302177		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾉｾﾁｮｳ		奈良県		奈良市		此瀬町		0		0		0		0		0		0

		29201		63021		6302178		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		須山町		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302201		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾐﾈﾃﾞﾗ		奈良県		山辺郡山添村		峰寺		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302202		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾏﾄﾉ		奈良県		山辺郡山添村		的野		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302203		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾏﾂｵ		奈良県		山辺郡山添村		松尾		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302204		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾑﾛﾂﾞ		奈良県		山辺郡山添村		室津		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302205		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｷﾘﾔﾏ		奈良県		山辺郡山添村		桐山		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302211		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｷﾀﾉ		奈良県		山辺郡山添村		北野		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302212		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｵｵｼｵ		奈良県		山辺郡山添村		大塩		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302221		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾐﾉﾜ		奈良県		山辺郡山添村		箕輪		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302222		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾄﾞｳﾏｴ		奈良県		山辺郡山添村		堂前		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302223		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾐｶﾀﾞﾆ		奈良県		山辺郡山添村		三ケ谷		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302224		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｾﾞﾐｮｳ		奈良県		山辺郡山添村		助命		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302225		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾌｼｵｶﾞﾐ		奈良県		山辺郡山添村		伏拝		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302231		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｶﾂﾊﾗ		奈良県		山辺郡山添村		勝原		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302232		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｲﾜﾔ		奈良県		山辺郡山添村		岩屋		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302233		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｹﾊﾗ		奈良県		山辺郡山添村		毛原		0		0		0		0		0		0

		29322		63022		6302234		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｷﾘﾊﾀ		奈良県		山辺郡山添村		切幡		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302301		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾｲｼｳﾁ		奈良県		奈良市		月ケ瀬石打		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302302		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾｵﾔﾏ		奈良県		奈良市		月ケ瀬尾山		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302303		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾﾅｶﾞﾋｷ		奈良県		奈良市		月ケ瀬長引		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302304		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾﾀﾞｹ		奈良県		奈良市		月ケ瀬嵩		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302305		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾﾂｷｾ		奈良県		奈良市		月ケ瀬月瀬		0		0		0		0		0		0

		29201		63023		6302306		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｷｶﾞｾﾓﾓｶﾞﾉ		奈良県		奈良市		月ケ瀬桃香野		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302341		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｵｿｾ		奈良県		山辺郡山添村		遅瀬		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302342		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾋﾛﾀﾞｲ		奈良県		山辺郡山添村		広代		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302343		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｶｽｶﾞ		奈良県		山辺郡山添村		春日		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302344		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｵｵﾆｼ		奈良県		山辺郡山添村		大西		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302345		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｽｺﾞｳ		奈良県		山辺郡山添村		菅生		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302346		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾆｼﾊﾀ		奈良県		山辺郡山添村		西波多		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302351		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾁｭｳﾑｻﾞﾝ		奈良県		山辺郡山添村		中峰山		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302352		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾅｶﾉｼｮｳ		奈良県		山辺郡山添村		中之庄		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302353		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾖｼﾀﾞ		奈良県		山辺郡山添村		吉田		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302354		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ﾋﾛｾ		奈良県		山辺郡山添村		広瀬		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302355		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｳﾔﾏ		奈良県		山辺郡山添村		鵜山		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302356		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｶﾀﾋﾗ		奈良県		山辺郡山添村		片平		0		0		0		0		0		0

		29322		63023		6302357		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾍﾞｸﾞﾝﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ		ｸｽﾞｵ		奈良県		山辺郡山添村		葛尾		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308001		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｯｹｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		法華寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308002		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		二条町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308003		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		佐紀町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308011		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｼﾝﾏﾁ		奈良県		奈良市		北新町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308012		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾞｮｳｵｵｼﾞﾐﾅﾐ		奈良県		奈良市		二条大路南		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308013		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳｵｵｼﾞ		奈良県		奈良市		三条大路		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308014		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｼﾞｮｳｵｵｼﾞ		奈良県		奈良市		四条大路		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308015		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｼﾞｮｳｵｵｼﾞﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		奈良市		四条大路南町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308016		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｼﾝﾁｮｳ(52-212ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		奈良市		南新町（５２～２１２番地）		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308021		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾏｶﾞﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		尼辻町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308022		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾏｶﾞﾂｼﾞﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		奈良市		尼辻南町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308023		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾏｶﾞﾂｼﾞﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		尼辻西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308024		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾏｶﾞﾂｼﾞﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		尼辻中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308025		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾏｶﾞﾂｼﾞｷﾀﾏﾁ		奈良県		奈良市		尼辻北町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308031		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶｼﾜｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		柏木町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308032		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾞｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		五条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308033		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾞｼﾞｮｳ		奈良県		奈良市		五条		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308034		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾞｼﾞｮｳﾆｼ		奈良県		奈良市		五条西		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308035		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｶﾊﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		赤膚町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308036		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾞｼﾞｮｳﾊﾞﾀ		奈良県		奈良市		五条畑		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾏﾁ(5115-5149､5171､5183､5186､		奈良県		奈良市		中町（５１１５～５１４９、５１７１、５１８３、５１８６、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5192-5196､5198-5212､5227-5229､		奈良県		奈良市		５１９２～５１９６、５１９８～５２１２、５２２７～５２２９、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5239-5257､5263､5269-5271､5275､		奈良県		奈良市		５２３９～５２５７、５２６３、５２６９～５２７１、５２７５、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5276-4､5276-5､5277-5280､5284-		奈良県		奈良市		５２７６－４、５２７６－５、５２７７～５２８０、５２８４～		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5312､5314､5316-5327､5346､5349､		奈良県		奈良市		５３１２、５３１４、５３１６～５３２７、５３４６、５３４９、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5351-5352､5355-5362､5364-5424､		奈良県		奈良市		５３５１～５３５２、５３５５～５３６２、５３６４～５４２４、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5426､5429-5430､5445､5455､5461､		奈良県		奈良市		５４２６、５４２９～５４３０、５４４５、５４５５、５４６１、		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308037		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		5463､5470､5472､5475､5482-5529)		奈良県		奈良市		５４６３、５４７０、５４７２、５４７５、５４８２～５５２９）		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308041		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾛｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		六条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308042		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾉｷｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西ノ京町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308043		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾛｸｼﾞｮｳ		奈良県		奈良市		六条		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308044		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾛｸｼﾞｮｳﾆｼ		奈良県		奈良市		六条西		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308045		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾛｸｼﾞｮｳﾐﾄﾞﾘﾏﾁ		奈良県		奈良市		六条緑町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308051		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾁｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		七条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308052		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾁｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		七条東町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308053		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾁｼﾞｮｳ		奈良県		奈良市		七条		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308054		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾁｼﾞｮｳﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		七条西町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308101		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｵﾔﾏ		奈良県		奈良市		青山		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308102		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾝﾆｬｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		般若寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308103		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｳｾﾞﾝｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		興善院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308104		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅﾗｻﾞｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		奈良阪町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308105		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾎﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		佐保台		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308106		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾎﾀﾞｲﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		佐保台西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308107		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅﾎﾁｮｳ		奈良県		奈良市		奈保町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308108		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｳﾚﾝｻﾎﾔﾏ		奈良県		奈良市		法蓮佐保山		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308111		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾝﾀﾞﾋﾞﾗｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		半田開町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308112		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾓﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		多門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308113		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｳﾚﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		法蓮町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308114		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾊﾞﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		芝辻町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308115		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾐﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大宮町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308121		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳﾐﾔﾏｴﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三条宮前町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308122		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳﾎﾝﾏﾁ		奈良県		奈良市		三条本町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308123		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳｵｵﾐﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三条大宮町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308124		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳﾋﾉｷﾏﾁ		奈良県		奈良市		三条桧町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308125		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳｶﾜﾆｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三条川西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308126		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳｻｶｴﾏﾁ		奈良県		奈良市		三条栄町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308127		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳｿｴｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三条添川町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308131		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾓﾘﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大森町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308132		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾓﾘﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		大森西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308133		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾞｲｱﾝｼﾞ		奈良県		奈良市		大安寺		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308134		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾞｲｱﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大安寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308135		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾞｲｱﾝｼﾞﾆｼ		奈良県		奈良市		大安寺西		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308136		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｲﾉｸﾎﾞ		奈良県		奈良市		恋の窪		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308137		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｲﾉｸﾎﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		恋の窪東町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308141		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｷｮｳﾊﾞﾃﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南京終町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308142		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶｲﾉﾂﾞｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		肘塚町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308143		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾂﾗｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		桂木町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308144		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄｳｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東九条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308145		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾁｼﾞｮｳ		奈良県		奈良市		八条		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308146		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾁｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		八条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308201		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾉｶﾜﾁｮｳ(ｿﾉﾀ)		奈良県		奈良市		中ノ川町（その他）		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308202		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾜｶﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		川上町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308203		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾉｻｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東之阪町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308204		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308205		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾏｻﾞｲｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		今在家町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308206		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃｶﾞｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		手貝町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308207		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾏｺｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		今小路町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308208		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽｲﾓﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		水門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308211		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｿﾞｳｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		雑司町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308212		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶｽｶﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		春日野町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308213		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾉﾎﾞﾘｵｵｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		登大路町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308214		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾑｷｷﾀﾏﾁ		奈良県		奈良市		東向北町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308215		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾑｷﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		東向中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308216		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾑｷﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		奈良市		東向南町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308217		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊｼﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		奈良市		橋本町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308218		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾙｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		樽井町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308221		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞﾝﾘｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		元林院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308222		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾓﾁｲﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		餅飯殿町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308223		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾉﾌﾘｼﾝﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		角振新屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308224		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾉﾌﾘﾁｮｳ		奈良県		奈良市		角振町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308225		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308226		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾆｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		小西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308227		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾔｼｺｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		林小路町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308228		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾐｻﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		上三条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308231		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎﾝｺﾓﾘﾁｮｳ		奈良県		奈良市		本子守町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308232		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾑｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北向町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308233		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		小川町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308234		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾗﾏﾁ		奈良県		奈良市		寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308235		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｸｺﾓﾘﾁｮｳ		奈良県		奈良市		奥子守町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308236		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾓｻﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		下三条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308237		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶｽｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中筋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308238		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀｶﾏｲﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		高天市町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308241		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀｶﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		高天町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308242		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾝｺﾞｸﾁｮｳ		奈良県		奈良市		漢国町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308243		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾏﾂﾞｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		今辻子町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308244		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三条町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308245		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾉｻｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西之阪町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308246		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾌﾞﾗｻｶｼﾞｶﾀﾁｮｳ		奈良県		奈良市		油阪地方町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308247		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾌﾞﾗｻｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		油阪町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308248		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｼﾝｻﾞｲｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西新在家町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308251		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｼﾝｻﾞｲｹｺﾞｳｼｮﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西新在家号所町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308252		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｺｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北小路町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308253		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｼﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		内侍原町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308254		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｮｳﾌﾞｲｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		菖蒲池町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308255		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｶﾉｼﾝﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		阪新屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308256		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｸｼﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		奥芝町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308257		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾀｹﾅｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		畑中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308258		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌﾅﾊｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		船橋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308261		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｲﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北市町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308262		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾌｸﾛﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北袋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308263		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｳｵﾔﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		北魚屋西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308264		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅﾍﾞﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鍋屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308265		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｭｸｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		宿院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308266		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾅｼﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		花芝町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308267		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾏﾒﾔﾏﾂｷﾇｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大豆山突抜町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308268		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾏﾒﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大豆山町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308271		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎﾞｳﾔｼｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		坊屋敷町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308272		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｼﾝｻﾞｲｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東新在家町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308273		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｼｱｹﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		押上町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308274		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾊﾝﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		北半田東町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308275		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾊﾝﾀﾞﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		北半田中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308276		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾊﾝﾀﾞﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		北半田西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308277		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾊﾝﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		南半田東町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308281		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾊﾝﾀﾞﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		南半田中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308282		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾊﾝﾀﾞﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		南半田西町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308283		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾕﾙｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		油留木町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308284		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾝﾀﾞﾖｺﾏﾁ		奈良県		奈良市		半田横町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308285		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｳｵﾔﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		北魚屋東町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308286		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｶﾈﾅｶﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東包永町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308287		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｶﾈﾅｶﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西包永町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308288		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｻｻﾎﾞｺﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東笹鉾町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308291		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｻｻﾎﾞｺﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西笹鉾町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308292		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308293		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾜｸﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		川久保町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308294		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｼｺｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		押小路町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		郵便番号 ユウビン バンゴウ		県 ケン		市 シ		町名 チョウメイ		県 ケン		市 シ		町名 チョウメイ		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308296		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾞﾄｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		後藤町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308297		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｶﾜﾊﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北川端町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308301		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀｶﾊﾞﾀｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		高畑町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308302		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋﾞｬｸｺﾞｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		白毫寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308303		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｷﾃﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南紀寺町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308304		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｶｲﾉﾂﾞｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南肘塚町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308305		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東紀寺町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308306		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾃﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		紀寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308307		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｷﾃﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西紀寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308311		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾞｭｳﾘｲﾝﾊﾀﾁｮｳ		奈良県		奈良市		十輪院畑町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308312		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾞｭｳﾘｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		十輪院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308313		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾜﾉｶﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		川之上町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308314		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾜﾉｶﾐﾂｷﾇｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		川之上突抜町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308315		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中辻町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308316		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｼﾞﾉｳﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		築地之内町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308317		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾉｳｴﾁｮｳ		奈良県		奈良市		井上町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308318		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾉｳｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		納院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308321		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔｸｼﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		薬師堂町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308322		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀｷｮｳﾊﾞﾃﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北京終町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308323		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷｮｳﾊﾞﾃｼﾞｶﾀﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		京終地方東側町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308324		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷｮｳﾊﾞﾃｼﾞｶﾀﾆｼｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		京終地方西側町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308325		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｷﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西木辻町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308326		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾜﾗﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		瓦堂町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308327		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｷﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東木辻町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308328		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾅｿﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		花園町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308331		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾂﾑﾈﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三棟町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308332		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞﾝｺﾞｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		元興寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308333		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾉｼﾝﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中新屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308334		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾉｼﾝﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西新屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308335		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅﾙｶﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鳴川町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308336		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀｶﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		高御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308337		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾜｷﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		脇戸町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308338		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾝﾖｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		陰陽町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308341		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｼﾞｮｳﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南城戸町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308342		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾌｸﾛﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南袋町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308343		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾊﾞｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		椿井町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308344		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼｼﾞｮｳﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東城戸町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308345		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼｼﾞｮｳﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西城戸町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308346		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｾﾞﾏﾒﾁｮｳ		奈良県		奈良市		阿字万字町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308347		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		南中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308348		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾀﾛｳﾏﾁ		奈良県		奈良市		小太郎町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308351		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾌﾛﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南風呂町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308352		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾌﾛﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北風呂町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308353		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔﾅｷﾞﾏﾁ		奈良県		奈良市		柳町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308354		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		馬場町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308355		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｳｵﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南魚屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308356		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｼﾝﾏﾁ(1-32ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		奈良市		南新町（１～３２番地）		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308357		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽﾙｶﾞﾏﾁ		奈良県		奈良市		杉ケ町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308361		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲｹﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		池之町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308362		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾃﾗﾊﾞﾔｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		東寺林町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308363		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｮｳﾅﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		勝南院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308364		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾑﾛﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北室町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308365		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾓﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		下御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308371		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｳﾐｮｳｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		光明院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308372		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾃﾗﾊﾞﾔｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西寺林町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308373		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐｲﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南市町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308374		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾏﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		今御門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308381		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌｸﾁｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		福智院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308382		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｸﾉｳﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		公納堂町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308383		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋﾞｼｬﾓﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		毘沙門町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308384		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾊﾞﾉｼﾝﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		芝新屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308385		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾊﾞﾂｷﾇｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		芝突抜町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308391		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶｻｻｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鵲町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308392		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾁｭｳｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308393		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾙﾌｸｲﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鶴福院町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308394		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌｼｶﾞﾂﾞｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		不審ヶ辻子町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308401		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾊﾀﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中畑町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308402		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾏｲﾀﾆﾁｮｳ		奈良県		奈良市		米谷町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308403		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｳﾘｭｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		興隆寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308404		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾂﾊﾞｵﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南椿尾町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308405		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾂﾊﾞｵﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北椿尾町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308411		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀｶﾋﾁｮｳ		奈良県		奈良市		高樋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308412		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺｸｿﾞｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		虚空蔵町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308413		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎﾞﾀﾞｲｾﾝﾁｮｳ(ｿﾉﾀ)		奈良県		奈良市		菩提山町（その他）		1		0		0		0		0		0

		29201		630		6308414		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾁﾌﾞｾﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鉢伏町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308421		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌｼﾞﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		藤原町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308422		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾖｺｲ		奈良県		奈良市		横井		0		0		1		1		0		0

		29201		630		6308422		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾖｺｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		横井町		0		0		1		1		0		0

		29201		630		6308423		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾞﾔｼｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		出屋敷町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308424		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌﾙｲﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		古市町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308425		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾛｸﾔｵﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鹿野園町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308431		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｸﾎﾞﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		窪之庄町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308432		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾀﾅｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		田中町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308433		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾊﾞﾔﾁｮｳ		奈良県		奈良市		柴屋町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308434		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		山町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308435		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾔｼﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		八島町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308441		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｺﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		神殿町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308442		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾅｶﾞｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北永井町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308443		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾅｶﾞｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		南永井町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308444		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲﾏｲﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		今市町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308445		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲｹﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		池田町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308451		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		北之庄町		0		0		0		0		0		0

		29201		630		6308452		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾉｼｮｳﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		北之庄西町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308453		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西九条町		0		0		1		0		0		0

		29201		630		6308454		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾗﾓﾓﾁｮｳ		奈良県		奈良市		杏町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310001		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｷﾀﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		北登美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310002		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		東登美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310003		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		中登美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310004		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		登美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310005		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾌﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大渕町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310006		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		西登美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310007		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｮｳﾖｳﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		松陽台		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310008		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆﾐｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		二名町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310011		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｼｸﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		押熊町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310012		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		中山町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310013		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾔﾏﾁｮｳﾆｼ		奈良県		奈良市		中山町西		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310014		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｻﾋﾁｮｳ		奈良県		奈良市		朝日町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310015		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝｱｻﾋﾓﾄﾏﾁ		奈良県		奈良市		学園朝日元町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310016		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝｱｻﾋﾁｮｳ		奈良県		奈良市		学園朝日町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310021		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾙﾏｲﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		鶴舞東町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310022		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂﾙﾏｲﾆｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		鶴舞西町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310023		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾅﾐﾄﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		南登美ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310024		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｬｸﾗｸｴﾝ		奈良県		奈良市		百楽園		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310025		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		学園新田町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310026		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		学園緑ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310027		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝｱｶﾏﾂﾁｮｳ		奈良県		奈良市		学園赤松町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310031		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼｷｼﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		敷島町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310032		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾔﾒｲｹｷﾀ		奈良県		奈良市		あやめ池北		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310033		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱﾔﾒｲｹﾐﾅﾐ		奈良県		奈良市		あやめ池南		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310034		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝﾐﾅﾐ		奈良県		奈良市		学園南		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310035		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝﾅｶ		奈良県		奈良市		学園中		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310036		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝｷﾀ		奈良県		奈良市		学園北		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310041		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		学園大和町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310042		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾔﾏﾄﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大倭町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310043		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽｶﾞﾉﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		菅野台		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310044		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾌｼﾞﾉｷﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		藤ノ木台		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310045		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾁﾖｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		千代ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310046		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆｼﾁﾖｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		西千代ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310051		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾐｵｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		富雄泉ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310052		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾅｶﾏﾁ(ｿﾉﾀ)		奈良県		奈良市		中町（その他）		1		0		0		0		0		0

		29201		631		6310053		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｵｶﾞｷﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		青垣台		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310054		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲｼｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		石木町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310055		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵﾜﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		大和田町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310056		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾏﾙﾔﾏ		奈良県		奈良市		丸山		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310061		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾂｶﾞﾗｽ		奈良県		奈良市		三碓		0		0		1		1		0		0

		29201		631		6310061		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾂｶﾞﾗｽﾁｮｳ		奈良県		奈良市		三碓町		0		0		0		1		0		0

		29201		631		6310062		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾂﾞｶﾔﾏ		奈良県		奈良市		帝塚山		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310063		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾂﾞｶﾔﾏﾅｶﾏﾁ		奈良県		奈良市		帝塚山中町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310064		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾂﾞｶﾔﾏﾐﾅﾐ		奈良県		奈良市		帝塚山南		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310065		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾘﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		鳥見町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310066		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾃﾂﾞｶﾔﾏﾆｼ		奈良県		奈良市		帝塚山西		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310071		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆﾐｮｳﾋﾗﾉ		奈良県		奈良市		二名平野		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310072		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆﾐｮｳ		奈良県		奈良市		二名		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310073		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾆﾐｮｳﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		二名東町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310074		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾏﾂ		奈良県		奈良市		三松		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310075		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐﾏﾂｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		三松ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310076		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾐｵｷﾀ		奈良県		奈良市		富雄北		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310077		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾐｵｶﾜﾆｼ		奈良県		奈良市		富雄川西		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310078		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾄﾐｵﾓﾄﾏﾁ		奈良県		奈良市		富雄元町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310801		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｷｮｳ		奈良県		奈良市		左京		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310802		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｳﾀﾋﾒﾁｮｳ		奈良県		奈良市		歌姫町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310803		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾐｻｻｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		山陵町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310804		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾞﾝｸﾞｳ		奈良県		奈良市		神功		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310805		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｳｷｮｳ		奈良県		奈良市		右京		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310806		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽｻﾞｸ		奈良県		奈良市		朱雀		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310811		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｷｼﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		秋篠町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310812		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｷｼﾉｻﾂｷﾁｮｳ		奈良県		奈良市		秋篠早月町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310813		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｷｼﾉｼﾝﾏﾁ		奈良県		奈良市		秋篠新町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310814		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｷｼﾉｻﾝﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		秋篠三和町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310815		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｼﾝﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺新町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310816		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾎﾝﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺本町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310817		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｷﾀﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺北町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310818		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｱｺﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺赤田町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310821		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺東町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310822		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｻｶｴﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺栄町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310823		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｸﾆﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺国見町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310824		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺南町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310825		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｼﾊﾞﾏﾁ		奈良県		奈良市		西大寺芝町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310826		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310827		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｺﾎﾞｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺小坊町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310828		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾖｺﾘｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		横領町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310831		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾀｶﾗｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		西大寺宝ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310832		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺新田町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310833		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾉｶﾞﾐﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺野神町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310834		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞｼﾝｲｹﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺新池町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310835		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾀｶﾂｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺高塚町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310836		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｻｲﾀﾞｲｼﾞﾘｭｳｵｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		西大寺竜王町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310837		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾜｶﾊﾞﾀﾞｲ		奈良県		奈良市		若葉台		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310841		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｱｵﾉﾁｮｳ		奈良県		奈良市		青野町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310842		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｽｶﾞﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		菅原町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310843		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋｷﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		疋田町		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310844		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｳﾗｲﾁｮｳ		奈良県		奈良市		宝来町		0		0		0		0		0		0

		29201		631		6310845		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾎｳﾗｲ		奈良県		奈良市		宝来		0		0		1		0		0		0

		29201		631		6310846		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾋﾗﾏﾂ		奈良県		奈良市		平松		0		0		1		0		0		0

		29204		632		6320000		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		天理市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320001		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		中之庄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320002		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾜﾆﾁｮｳ		奈良県		天理市		和爾町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320003		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲﾜﾔﾁｮｳ		奈良県		天理市		岩屋町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320004		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲﾁﾉﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		天理市		櫟本町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320005		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		楢町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320006		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｸﾗﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		蔵之庄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320007		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾓﾘﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		天理市		森本町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320011		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲｿﾉｶﾐﾁｮｳ		奈良県		天理市		石上町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320012		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾄﾖﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		豊田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320013		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾄﾖｲﾁｮｳ		奈良県		天理市		豊井町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320014		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾌﾙﾁｮｳ		奈良県		天理市		布留町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320015		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾐｼﾏﾁｮｳ		奈良県		天理市		三島町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320016		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶﾜﾊﾗｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		川原城町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320017		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀﾍﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		田部町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320018		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾍﾞｯｼｮﾁｮｳ		奈良県		天理市		別所町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320021		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀｷﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		天理市		滝本町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320022		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾁｼｬﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		苣原町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320023		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｼﾓﾆｺﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		下仁興町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320024		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶﾐﾆｺﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		上仁興町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320025		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾌｼﾞｲﾁｮｳ		奈良県		天理市		藤井町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320031		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｳﾁﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		内馬場町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320032		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｿﾏﾉｳﾁﾁｮｳ		奈良県		天理市		杣之内町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320033		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾏｶﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		天理市		勾田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320034		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀﾝﾊﾞｲﾁﾁｮｳ		奈良県		天理市		丹波市町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320035		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾓﾘﾒﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		守目堂町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320036		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｺﾞｷｮｳﾉﾁｮｳ		奈良県		天理市		御経野町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320041		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀｹﾉｳﾁﾁｮｳ		奈良県		天理市		竹之内町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320042		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶﾖｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		萱生町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320043		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｻﾎﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		佐保庄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320044		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾋｮｳｺﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		兵庫町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320045		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾌｸﾁﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		福知堂町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320046		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｻﾝﾏｲﾃﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		天理市		三昧田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320047		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｵﾄｷﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		乙木町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320048		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｿﾉﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		園原町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320051		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		天理市		中山町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320052		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾔﾅｷﾞﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		天理市		柳本町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320053		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｼﾌﾞﾀﾆﾁｮｳ		奈良県		天理市		渋谷町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320054		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾋｶﾞｲﾁｮｳ		奈良県		天理市		檜垣町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320055		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾄｵﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		遠田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320056		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｷｼﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		岸田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320057		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｲｽﾞﾐﾁｮｳ		奈良県		天理市		新泉町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320058		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｼﾞｮｳｶﾞﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		成願寺町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320061		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾞﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		永原町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320062		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		長柄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320063		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｼﾅｶﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		天理市		西長柄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320064		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶｲﾁﾁｮｳ		奈良県		天理市		海知町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320065		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾑｻｼﾁｮｳ		奈良県		天理市		武蔵町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320066		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾋﾞｾﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		天理市		備前町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320067		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾖｼﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		吉田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320068		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｱｲﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		合場町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320069		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		九条町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320071		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀｲﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		田井庄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320072		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾄﾐﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		富堂町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320073		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾀﾁｮｳ		奈良県		天理市		田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320074		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾋｶﾞｼｲﾄﾞｳﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		東井戸堂町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320075		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｼｲﾄﾞｳﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		西井戸堂町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320076		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲﾜﾑﾛﾁｮｳ		奈良県		天理市		岩室町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320077		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾋﾞｮｳﾄﾞｳﾎﾞｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		平等坊町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320078		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｽｷﾞﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		天理市		杉本町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320081		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｶｲﾄﾞｳｶﾐﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		二階堂上ノ庄町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320082		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｱﾗﾏｷﾁｮｳ		奈良県		天理市		荒蒔町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320083		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｲﾅﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		稲葉町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320084		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶﾊﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		天理市		嘉幡町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320085		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｺｼﾞﾏﾁｮｳ		奈良県		天理市		小島町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320086		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｵｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		庵治町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320087		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｶｲﾄﾞｳﾐﾅﾐｽｶﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		天理市		二階堂南菅田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320088		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾆｶｲﾄﾞｳｷﾀｽｶﾞﾀﾁｮｳ		奈良県		天理市		二階堂北菅田町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320091		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｶﾝｻﾁｮｳ		奈良県		天理市		上総町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320092		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｺﾀﾞﾅｶﾁｮｳ		奈良県		天理市		小田中町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320093		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｻｼﾔﾅｷﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		指柳町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320094		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｾﾝｻﾞｲﾁｮｳ		奈良県		天理市		前栽町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320095		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｷﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		天理市		喜殿町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320096		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ｼｮｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		小路町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320097		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾁｮｳ		奈良県		天理市		中町		0		0		0		0		0		0

		29204		632		6320098		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾐﾅﾐﾛｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		天理市		南六条町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320101		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｼﾓﾌｶﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		下深川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320102		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｶﾐﾌｶﾜﾁｮｳ		奈良県		奈良市		上深川町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320103		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｵｷﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		荻町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320111		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｵｸﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		奈良市		小倉町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320112		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾘｶﾞﾍﾞｯｼｮﾁｮｳ		奈良県		奈良市		針ケ別所町		0		0		0		0		0		0

		29201		63201		6320113		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁馬場町		0		0		0		0		0		0

		29204		63201		6320121		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		天理市		山田町		0		0		0		0		0		0

		29204		63201		6320122		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾌｸｽﾐﾁｮｳ		奈良県		天理市		福住町		0		0		0		0		0		0

		29204		63201		6320123		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ		ﾅｶﾞﾀｷﾁｮｳ		奈良県		天理市		長滝町		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320201		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｼﾓｶｻﾏ		奈良県		宇陀市		室生下笠間		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320202		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｶﾐｶｻﾏ		奈良県		宇陀市		室生上笠間		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320203		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾌｶﾉ		奈良県		宇陀市		室生深野		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320204		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｵﾊﾗ		奈良県		宇陀市		室生小原		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320205		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｿﾒﾀﾞ		奈良県		宇陀市		室生染田		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320206		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾀﾀﾞ		奈良県		宇陀市		室生多田		0		0		0		0		0		0

		29212		63202		6320207		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾑﾔﾏ		奈良県		宇陀市		室生無山		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320221		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞｼﾗｲｼﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁白石町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320231		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞﾊﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁吐山町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320232		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞｺﾌﾞｼｶﾞｵｶ		奈良県		奈良市		都祁こぶしが丘		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320241		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞﾐﾅﾐﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁南之庄町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320242		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞｿｳｺﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁相河町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320243		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞｵﾔﾏﾄﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁小山戸町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320244		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾗｲｺｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		来迎寺町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320245		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ｲｳﾁｮｳ		奈良県		奈良市		藺生町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320246		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞﾄﾓﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁友田町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320247		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾂｹﾞｺｳｶﾁｮｳ		奈良県		奈良市		都祁甲岡町		0		0		0		0		0		0

		29201		63202		6320251		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ		ﾊﾘﾁｮｳ		奈良県		奈良市		針町		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330000		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		桜井市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330001		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾐﾜ		奈良県		桜井市		三輪		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330002		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶﾅﾔ		奈良県		桜井市		金屋		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330003		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱｻｸﾗﾀﾞｲﾋｶﾞｼ		奈良県		桜井市		朝倉台東		0		0		1		0		0		0

		29206		633		6330004		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱｻｸﾗﾀﾞｲﾆｼ		奈良県		桜井市		朝倉台西		0		0		1		0		0		0

		29206		633		6330005		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｯｻｶ		奈良県		桜井市		忍阪		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330006		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱｶｵ		奈良県		桜井市		赤尾		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330007		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾄﾋﾞ		奈良県		桜井市		外山		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330011		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｸﾛｻﾞｷ		奈良県		桜井市		黒崎		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330012		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｺﾏ		奈良県		桜井市		狛		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330013		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲﾜｻｶ		奈良県		桜井市		岩坂		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330014		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾊﾞﾗ		奈良県		桜井市		粟原		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330015		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｻｶﾞﾘｵ		奈良県		桜井市		下り尾		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330016		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾘｭｳﾀﾆ		奈良県		桜井市		竜谷		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330017		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾞｵﾝｼﾞ		奈良県		桜井市		慈恩寺		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330018		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾜｷﾓﾄ		奈良県		桜井市		脇本		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330021		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｸﾗﾊｼ		奈良県		桜井市		倉橋		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330022		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｷﾀｵﾄﾜ		奈良県		桜井市		北音羽		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330023		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾐﾅﾐｵﾄﾜ		奈良県		桜井市		南音羽		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330024		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾊﾘﾐﾁ		奈良県		桜井市		針道		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330025		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾔｲﾅｲ		奈良県		桜井市		八井内		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330026		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲｲﾓﾘﾂﾞｶ		奈良県		桜井市		飯盛塚		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330027		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾛｸﾛ		奈良県		桜井市		鹿路		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330028		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾓﾓﾉｲﾁ		奈良県		桜井市		百市		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330031		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵﾘｲ		奈良県		桜井市		下居		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330032		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾄｳﾉﾐﾈ		奈良県		桜井市		多武峰		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330033		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾆｼｸﾞﾁ		奈良県		桜井市		西口		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330034		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｷﾀﾔﾏ		奈良県		桜井市		北山		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330035		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲﾏｲﾀﾞﾆ		奈良県		桜井市		今井谷		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330036		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾖｺｶﾞｷ		奈良県		桜井市		横柿		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330041		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｳｴﾉﾐﾔ		奈良県		桜井市		上之宮		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330042		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾓ		奈良県		桜井市		下		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330043		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾀｶﾀ		奈良県		桜井市		高田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330044		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾀｲｴ		奈良県		桜井市		高家		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330045		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾔﾏﾀﾞ		奈良県		桜井市		山田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330046		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲｹﾉｳﾁ		奈良県		桜井市		池之内		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330047		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾊｼﾓﾄ		奈良県		桜井市		橋本		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330048		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｲﾀﾞ		奈良県		桜井市		生田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330051		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶﾜﾆｼ		奈良県		桜井市		河西		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330052		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱｻｺﾞ		奈良県		桜井市		浅古		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330053		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾀﾆ		奈良県		桜井市		谷		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330054		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱﾍﾞ		奈良県		桜井市		阿部		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330055		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱﾍﾞﾓｸｻﾞｲﾀﾞﾝﾁ		奈良県		桜井市		安倍木材団地		0		0		1		0		0		0

		29206		633		6330061		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶﾐﾉｼｮｳ		奈良県		桜井市		上之庄		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330062		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾄﾞﾉ		奈良県		桜井市		粟殿		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330063		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶﾜｲ		奈良県		桜井市		川合		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330064		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶｲｼﾞｭｳ		奈良県		桜井市		戒重		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330065		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｷﾋﾞ		奈良県		桜井市		吉備		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330066		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾆｼﾉﾐﾔ		奈良県		桜井市		西之宮		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330067		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾀﾞｲﾌｸ		奈良県		桜井市		大福		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330068		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾋｶﾞｼｼﾝﾄﾞｳ		奈良県		桜井市		東新堂		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330071		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｱﾅｼ		奈良県		桜井市		穴師		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330072		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾊｼﾅｶ		奈良県		桜井市		箸中		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330073		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾁﾜﾗ		奈良県		桜井市		茅原		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330074		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾊﾞ		奈良県		桜井市		芝		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330075		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾝﾔｼｷ		奈良県		桜井市		新屋敷		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330076		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｲｽﾞﾐ		奈良県		桜井市		大泉		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330077		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾆｼ		奈良県		桜井市		大西		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330078		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾌﾞﾝｾﾞ		奈良県		桜井市		豊前		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330079		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾄﾖﾀﾞ		奈良県		桜井市		豊田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330081		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｸｻｶﾜ		奈良県		桜井市		草川		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330082		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾏｷﾉｳﾁ		奈良県		桜井市		巻野内		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330083		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾂｼﾞ		奈良県		桜井市		辻		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330084		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾀ		奈良県		桜井市		太田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330085		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾋｶﾞｼﾀﾞ		奈良県		桜井市		東田		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330086		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｴﾂﾂﾐ		奈良県		桜井市		江包		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330087		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾏﾒｺﾞｼ		奈良県		桜井市		大豆越		0		0		0		0		0		0

		29206		633		6330091		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｻｸﾗｲ		奈良県		桜井市		桜井		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330101		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾌﾞ		奈良県		桜井市		小夫		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330102		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾐﾀﾆ		奈良県		桜井市		三谷		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330103		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｵｵﾌﾞﾀﾞｹﾎｳ		奈良県		桜井市		小夫嵩方		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330104		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｾﾘｲ		奈良県		桜井市		芹井		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330105		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾗｷ		奈良県		桜井市		白木		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330106		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶﾔﾓﾘ		奈良県		桜井市		萱森		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330107		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾅｶﾀﾆ		奈良県		桜井市		中谷		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330108		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾀｷﾉｸﾗ		奈良県		桜井市		滝倉		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330111		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾖﾅﾊﾞﾘ		奈良県		桜井市		吉隠		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330112		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾊｾ		奈良県		桜井市		初瀬		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330121		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼﾗｶﾞ		奈良県		桜井市		白河		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330122		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｲｽﾞﾓ		奈良県		桜井市		出雲		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330131		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｼｭﾘｴﾀﾞ		奈良県		桜井市		修理枝		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330132		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ﾜﾀﾞ		奈良県		桜井市		和田		0		0		0		0		0		0

		29206		63301		6330133		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ		ｶｻ		奈良県		桜井市		笠		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330200		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		宇陀市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330201		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｶｲﾊﾞ		奈良県		宇陀市		榛原戒場		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330202		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾔﾏﾍﾞｻﾝ		奈良県		宇陀市		榛原山辺三		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330203		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾅｶﾞﾐﾈ		奈良県		宇陀市		榛原長峯		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330204		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾌｸﾁ		奈良県		宇陀市		榛原福地		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330205		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾃﾝﾏﾀﾞｲﾋｶﾞｼ		奈良県		宇陀市		榛原天満台東		0		0		1		0		0		0

		29212		63302		6330206		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾃﾝﾏﾀﾞｲﾆｼ		奈良県		宇陀市		榛原天満台西		0		0		1		0		0		0

		29212		63302		6330207		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｱｶｾﾞ		奈良県		宇陀市		榛原赤瀬		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330208		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾇｶｲ		奈良県		宇陀市		榛原額井		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330211		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾆｻﾞｶ		奈良県		宇陀市		榛原荷阪		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330212		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾀｶｲ		奈良県		宇陀市		榛原高井		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330213		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｱｶﾊﾞﾈ		奈良県		宇陀市		榛原赤埴		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330214		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾓﾛｷﾉ		奈良県		宇陀市		榛原諸木野		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330215		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｳﾁﾏｷ		奈良県		宇陀市		榛原内牧		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330216		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾔﾀｷ		奈良県		宇陀市		榛原八滝		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330217		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｼﾞﾐｮｳ		奈良県		宇陀市		榛原自明		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330218		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾋﾉﾏｷ		奈良県		宇陀市		榛原檜牧		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330221		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾊｷﾞﾉｻﾄ		奈良県		宇陀市		榛原萩乃里		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330222		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｶﾐｲﾀﾞﾆ		奈良県		宇陀市		榛原上井足		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330223		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｲｼﾀﾞ		奈良県		宇陀市		榛原石田		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330224		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾔﾏｼﾞ		奈良県		宇陀市		榛原山路		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330225		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｵｵｶﾞｲ		奈良県		宇陀市		榛原大貝		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330226		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｻﾜ		奈良県		宇陀市		榛原澤		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330227		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｻﾝｸﾞｳｼﾞ		奈良県		宇陀市		榛原三宮寺		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330228		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｸﾘﾀﾞﾆ		奈良県		宇陀市		榛原栗谷		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330231		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｱﾀﾞﾁ		奈良県		宇陀市		榛原足立		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330232		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｲｹｶﾞﾐ		奈良県		宇陀市		榛原池上		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330233		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾌｸﾆｼ		奈良県		宇陀市		榛原福西		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330234		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾀｶﾂｶ		奈良県		宇陀市		榛原高塚		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330235		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾋﾌ		奈良県		宇陀市		榛原比布		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330236		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾓﾘ		奈良県		宇陀市		榛原母里		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330241		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｼﾓｲﾀﾞﾆ		奈良県		宇陀市		榛原下井足		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330242		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｻｻｶﾞｸ		奈良県		宇陀市		榛原篠楽		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330243		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｱﾒｼ		奈良県		宇陀市		榛原雨師		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330244		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾔｽﾀﾞ		奈良県		宇陀市		榛原安田		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330245		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｶｻﾏ		奈良県		宇陀市		榛原笠間		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330246		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾔﾅｷﾞ		奈良県		宇陀市		榛原柳		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330251		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾋﾉｷｻﾞｶ		奈良県		宇陀市		榛原ひのき坂		0		0		1		0		0		0

		29212		63302		6330252		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｻｸﾗｶﾞｵｶ		奈良県		宇陀市		榛原桜が丘		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330253		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾊｷﾞﾊﾗ		奈良県		宇陀市		榛原萩原		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330254		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾀｶﾊｷﾞﾀﾞｲ		奈良県		宇陀市		榛原高萩台		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330255		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾂﾉｶﾞﾜﾗ		奈良県		宇陀市		榛原角柄		0		0		0		0		0		0

		29212		63302		6330256		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗｱｶﾈﾀﾞｲ		奈良県		宇陀市		榛原あかね台		0		0		1		0		0		0

		29212		63302		6330257		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾊｲﾊﾞﾗﾊﾙﾐｶﾞｵｶ		奈良県		宇陀市		榛原榛見が丘		0		0		1		0		0		0

		29212		63303		6330311		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾘｭｳｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		室生龍口		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330312		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾆｼﾀﾆ		奈良県		宇陀市		室生西谷		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330313		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾀｷﾀﾞﾆ		奈良県		宇陀市		室生瀧谷		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330314		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾄﾄﾘ		奈良県		宇陀市		室生砥取		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330315		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｵｵﾉ		奈良県		宇陀市		室生大野		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330316		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾑｺｳﾁﾞ		奈良県		宇陀市		室生向渕		0		0		0		0		0		0

		29212		63303		6330317		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ		奈良県		宇陀市		室生三本松		0		0		0		0		0		0

		29212		63304		6330421		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳ		奈良県		宇陀市		室生		0		0		0		0		0		0

		29212		63304		6330422		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｼﾓﾀｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		室生下田口		0		0		0		0		0		0

		29212		63304		6330423		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾀｸﾞﾁﾓﾄﾂﾉｶﾞﾜ		奈良県		宇陀市		室生田口元角川		0		0		0		0		0		0

		29212		63304		6330424		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳﾀｸﾞﾁﾓﾄｶﾐﾀｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		室生田口元上田口		0		0		0		0		0		0

		29212		63304		6330425		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ﾑﾛｳｸﾛｲﾜ		奈良県		宇陀市		室生黒岩		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331200		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		宇陀郡曽爾村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331201		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｲｶﾞﾐ		奈良県		宇陀郡曽爾村		伊賀見		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331202		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ﾀﾛｼﾞ		奈良県		宇陀郡曽爾村		太良路		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331203		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｶｽﾞﾗ		奈良県		宇陀郡曽爾村		葛		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331211		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｼｵｲ		奈良県		宇陀郡曽爾村		塩井		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331212		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｲﾏｲ		奈良県		宇陀郡曽爾村		今井		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331213		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｺﾅｶﾞｵ		奈良県		宇陀郡曽爾村		小長尾		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331214		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ﾅｶﾞﾉ		奈良県		宇陀郡曽爾村		長野		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331215		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ｶｹ		奈良県		宇陀郡曽爾村		掛		0		0		0		0		0		0

		29385		63312		6331216		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝｿﾆﾑﾗ		ﾔﾏｶﾞｽ		奈良県		宇陀郡曽爾村		山粕		0		0		0		0		0		0

		29386		63313		6331300		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝﾐﾂｴﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		宇陀郡御杖村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29386		63313		6331301		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝﾐﾂｴﾑﾗ		ｺｳｽﾞｴ		奈良県		宇陀郡御杖村		神末		0		0		0		0		0		0

		29386		63313		6331302		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝﾐﾂｴﾑﾗ		ｽｶﾞﾉ		奈良県		宇陀郡御杖村		菅野		0		0		0		0		0		0

		29386		63313		6331303		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝﾐﾂｴﾑﾗ		ﾂﾁﾔﾊﾗ		奈良県		宇陀郡御杖村		土屋原		0		0		0		0		0		0

		29386		63313		6331304		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｸﾞﾝﾐﾂｴﾑﾗ		ﾓﾓﾉﾏﾀ		奈良県		宇陀郡御杖村		桃俣		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332101		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｲﾂﾂ		奈良県		宇陀市		大宇陀五津		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332102		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾋﾗｵ		奈良県		宇陀市		大宇陀平尾		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332103		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾉﾖﾘ		奈良県		宇陀市		大宇陀野依		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332104		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｸﾁｲﾏｲ		奈良県		宇陀市		大宇陀口今井		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332105		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｱｿﾀﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀麻生田		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332106		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾏﾄﾘｶﾞｷ		奈良県		宇陀市		大宇陀馬取柿		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332107		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｳﾚｼｶﾞﾜﾗ		奈良県		宇陀市		大宇陀嬉河原		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332108		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾊﾝｻｶ		奈良県		宇陀市		大宇陀半阪		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332111		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｳﾁﾊﾗ		奈良県		宇陀市		大宇陀内原		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332112		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｺｳﾂｹ		奈良県		宇陀市		大宇陀小附		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332113		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾀｹ		奈良県		宇陀市		大宇陀下竹		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332114		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶｽｶﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀春日		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332115		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾆｼﾔﾏ		奈良県		宇陀市		大宇陀西山		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332116		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｲﾜﾑﾛ		奈良県		宇陀市		大宇陀岩室		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332117		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾎﾞｳ		奈良県		宇陀市		大宇陀芝生		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332121		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾂｶﾜｷ		奈良県		宇陀市		大宇陀塚脇		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332122		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾁｮｳｼ		奈良県		宇陀市		大宇陀調子		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332123		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾌｼﾞｲ		奈良県		宇陀市		大宇陀藤井		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332124		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｻｲｶﾞﾂｼﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀才ケ辻		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332125		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾓﾁ		奈良県		宇陀市		大宇陀守道		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332126		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｲﾜｼﾐｽﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀岩清水		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332131		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾜﾀﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀和田		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332132		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓｼﾅ		奈良県		宇陀市		大宇陀下品		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332133		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐｼﾅ		奈良県		宇陀市		大宇陀上品		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332134		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｺﾜﾀﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀小和田		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332135		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾋｶﾞｼﾋﾗｵ		奈良県		宇陀市		大宇陀東平尾		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332136		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｵｵｸﾏ		奈良県		宇陀市		大宇陀大熊		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332137		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓｶﾀｵｶ		奈良県		宇陀市		大宇陀下片岡		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332138		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾗﾄﾘｲ		奈良県		宇陀市		大宇陀白鳥居		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332139		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾔﾏｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		大宇陀山口		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332141		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐｶﾀｵｶ		奈良県		宇陀市		大宇陀上片岡		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332142		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾀﾜﾗ		奈良県		宇陀市		大宇陀田原		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332143		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾏｷ		奈良県		宇陀市		大宇陀牧		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332144		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｸﾘﾉ		奈良県		宇陀市		大宇陀栗野		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332151		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾀﾞｲﾄｳ		奈良県		宇陀市		大宇陀大東		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332152		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｾｷﾄﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀関戸		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332153		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾐﾔﾉｵｸ		奈良県		宇陀市		大宇陀下宮奥		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332154		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾐﾔﾉｵｸ		奈良県		宇陀市		大宇陀宮奥		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332155		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｸﾛｷﾞ		奈良県		宇陀市		大宇陀黒木		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332156		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾎﾝｺﾞｳ		奈良県		宇陀市		大宇陀本郷		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332161		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐｼﾝ		奈良県		宇陀市		大宇陀上新		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332162		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｲﾃﾞｼﾝ		奈良県		宇陀市		大宇陀出新		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332163		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾏﾝﾛｸ		奈良県		宇陀市		大宇陀万六		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332164		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾋﾛｳ		奈良県		宇陀市		大宇陀拾生		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332165		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾅｶﾉｼｮｳ		奈良県		宇陀市		大宇陀中庄		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332166		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾊｻﾏ		奈良県		宇陀市		大宇陀迫間		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332170		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾁｬ		奈良県		宇陀市		大宇陀下茶		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332171		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐﾁｬ		奈良県		宇陀市		大宇陀上茶		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332172		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐﾎﾝ		奈良県		宇陀市		大宇陀上本		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332173		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐﾅｶ		奈良県		宇陀市		大宇陀上中		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332174		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｶﾐ		奈良県		宇陀市		大宇陀上		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332175		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞﾅｶｼﾝ		奈良県		宇陀市		大宇陀中新		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332176		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｺｲﾃﾞｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		大宇陀小出口		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332177		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾃﾞｸﾞﾁ		奈良県		宇陀市		大宇陀下出口		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332178		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾅｶ		奈良県		宇陀市		大宇陀下中		0		0		0		0		0		0

		29212		63321		6332179		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｵｵｳﾀﾞｼﾓﾎﾝ		奈良県		宇陀市		大宇陀下本		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332201		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾋﾗｲ		奈良県		宇陀市		菟田野平井		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332202		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｵｵｶﾞﾐ		奈良県		宇陀市		菟田野大神		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332203		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾐﾀ		奈良県		宇陀市		菟田野見田		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332204		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｵｵｻﾜ		奈良県		宇陀市		菟田野大澤		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332205		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾍﾞｯｼｮ		奈良県		宇陀市		菟田野別所		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332211		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾆｭｳﾀﾞﾆ		奈良県		宇陀市		菟田野入谷		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332212		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｼﾓﾎｳﾉ		奈良県		宇陀市		菟田野下芳野		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332213		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｶﾐﾎｳﾉ		奈良県		宇陀市		菟田野上芳野		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332214		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｲﾜﾊｼ		奈良県		宇陀市		菟田野岩端		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332215		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾄｳｺﾞｳ		奈良県		宇陀市		菟田野東郷		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332221		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾏﾂｲ		奈良県		宇陀市		菟田野松井		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332222		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｺﾏｶﾞｴﾘ		奈良県		宇陀市		菟田野駒帰		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332223		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｳｶｼ		奈良県		宇陀市		菟田野宇賀志		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332224		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｻｸﾗ		奈良県		宇陀市		菟田野佐倉		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332225		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｲﾅﾄﾞ		奈良県		宇陀市		菟田野稲戸		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332226		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉﾌﾙｲﾁﾊﾞ		奈良県		宇陀市		菟田野古市場		0		0		0		0		0		0

		29212		63322		6332227		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ		ｳﾀﾉｲﾜｻｷ		奈良県		宇陀市		菟田野岩崎		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332301		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾀｷﾉ		奈良県		吉野郡東吉野村		滝野		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332302		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾀﾆｼﾞﾘ		奈良県		吉野郡東吉野村		谷尻		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332303		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾋﾗﾉ		奈良県		吉野郡東吉野村		平野		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332304		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｽｷﾞﾀﾆ		奈良県		吉野郡東吉野村		杉谷		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332311		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｺﾂ		奈良県		吉野郡東吉野村		木津		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332312		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｲｽﾞｵ		奈良県		吉野郡東吉野村		伊豆尾		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332313		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾋｳﾗ		奈良県		吉野郡東吉野村		日裏		0		0		0		0		0		0

		29453		63323		6332314		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾊｷﾞﾜﾗ		奈良県		吉野郡東吉野村		萩原		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332400		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡東吉野村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332421		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｵｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡東吉野村		小川		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332422		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾜｼｶ		奈良県		吉野郡東吉野村		鷲家		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332423		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｺｸﾞﾘｽ		奈良県		吉野郡東吉野村		小栗栖		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332424		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾅｶｸﾞﾛ		奈良県		吉野郡東吉野村		中黒		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332431		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｵﾑﾗ		奈良県		吉野郡東吉野村		小		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332432		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｺﾂｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡東吉野村		木津川		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332433		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾐｵ		奈良県		吉野郡東吉野村		三尾		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332441		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｾﾊﾞﾄ		奈良県		吉野郡東吉野村		狭戸		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332442		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾏﾒｵ		奈良県		吉野郡東吉野村		大豆生		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332443		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ﾑｷﾞﾀﾆ		奈良県		吉野郡東吉野村		麦谷		0		0		0		0		0		0

		29453		63324		6332444		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ		ｵｵﾏﾀ		奈良県		吉野郡東吉野村		大又		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340000		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		橿原市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340001		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵﾀﾞｲﾁﾁｮｳ		奈良県		橿原市		太田市町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340002		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾀｹﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		東竹田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340003		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾄｷﾜﾁｮｳ		奈良県		橿原市		常盤町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340004		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		橿原市		木原町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340005		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾀﾔｷﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		北八木町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340006		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾝｶﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		新賀町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340007		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｸｽﾞﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		橿原市		葛本町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340008		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾄｵｲﾁﾁｮｳ		奈良県		橿原市		十市町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340009		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾅｶﾁｮｳ		奈良県		橿原市		中町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340011		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾃﾞｶﾞｲﾄﾁｮｳ		奈良県		橿原市		出垣内町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340012		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶｼﾜﾃﾁｮｳ		奈良県		橿原市		膳夫町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340013		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾃﾞｱｲﾁｮｳ		奈良県		橿原市		出合町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340014		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｲｼﾊﾗﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		石原田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340021		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋｶﾞｼｲｹｼﾞﾘﾁｮｳ		奈良県		橿原市		東池尻町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340022		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾐﾅﾐｳﾗﾁｮｳ		奈良県		橿原市		南浦町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340023		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶｲｹﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		戒外町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340024		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾐﾅﾐﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		橿原市		南山町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340025		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾉﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		橿原市		木之本町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340026		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾍﾞｯｼﾖﾁｮｳ		奈良県		橿原市		別所町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340027		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾀｶﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		橿原市		高殿町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340028		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾎｯｹｲｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		法花寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340029		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾓﾔﾂﾘﾁｮｳ		奈良県		橿原市		下八釣町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340031		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶﾐﾋﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		上飛騨町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340032		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾀﾅｶﾁｮｳ		奈良県		橿原市		田中町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340033		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		橿原市		城殿町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340034		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		飛騨町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340041		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾜﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		和田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340042		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼｮｳﾌﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		菖蒲町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340043		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｺﾞｼﾞｮｳﾉﾁｮｳ		奈良県		橿原市		五条野町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340044		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｵｶﾞﾙﾁｮｳ		奈良県		橿原市		大軽町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340045		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｲｼｶﾜﾁｮｳ		奈良県		橿原市		石川町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340046		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｴｲﾜﾁｮｳ		奈良県		橿原市		栄和町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340051		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾗｶｼﾁｮｳ		奈良県		橿原市		白橿町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340052		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾐﾅﾐﾐｮｳﾎｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		南妙法寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340061		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｵｸﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		大久保町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340062		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｺﾞﾎﾞｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		御坊町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340063		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｸﾒﾁｮｳ		奈良県		橿原市		久米町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340064		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾐｾﾁｮｳ		奈良県		橿原市		見瀬町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340065		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｳﾈﾋﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		畝傍町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340071		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾔﾏﾉﾎﾞｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		山之坊町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340072		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾀﾞｲｺﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		醍醐町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340073		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾅﾜﾃﾁｮｳ		奈良県		橿原市		縄手町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340074		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾌﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		四分町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340075		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｳｻﾁｮｳ		奈良県		橿原市		小房町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340076		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋｮｳﾌﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		兵部町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340077		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾐﾅﾐﾔｷﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		南八木町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340078		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾔｷﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		八木町		0		0		1		0		0		0

		29402		63401		6340100		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		高市郡明日香村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340101		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｺﾔﾏ		奈良県		高市郡明日香村		小山		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340102		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｵｸﾔﾏ		奈良県		高市郡明日香村		奥山		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340103		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｱｽｶ		奈良県		高市郡明日香村		飛鳥		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340104		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾔﾂﾘ		奈良県		高市郡明日香村		八釣		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340105		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾋｶﾞｼﾔﾏ		奈良県		高市郡明日香村		東山		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340106		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｵｵﾊﾗ		奈良県		高市郡明日香村		小原		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340107		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾄﾖｳﾗ		奈良県		高市郡明日香村		豊浦		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340108		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｲｶﾂﾁ		奈良県		高市郡明日香村		雷		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340111		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｵｶ		奈良県		高市郡明日香村		岡		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340112		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｼﾏｼｮｳ		奈良県		高市郡明日香村		島庄		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340113		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｼﾞｮｳｺﾞ		奈良県		高市郡明日香村		上居		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340114		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾎｿｶﾜ		奈良県		高市郡明日香村		細川		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340115		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｶﾑﾗ		奈良県		高市郡明日香村		上		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340116		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｵｵｿ		奈良県		高市郡明日香村		尾曽		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340117		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾌﾕﾉ		奈良県		高市郡明日香村		冬野		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340118		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾊﾀ		奈良県		高市郡明日香村		畑		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340121		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｲﾜｲﾄﾞ		奈良県		高市郡明日香村		祝戸		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340122		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｻｶﾀﾞ		奈良県		高市郡明日香村		阪田		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340123		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｲﾅﾌﾞﾁ		奈良県		高市郡明日香村		稲渕		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340124		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｶﾔﾓﾘ		奈良県		高市郡明日香村		栢森		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340125		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾆｭｳﾀﾞﾆ		奈良県		高市郡明日香村		入谷		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340131		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾐｿﾉ		奈良県		高市郡明日香村		御園		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340132		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｸﾘﾊﾗ		奈良県		高市郡明日香村		栗原		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340133		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｵｵﾈﾀﾞ		奈良県		高市郡明日香村		大根田		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340134		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｱﾍﾞﾔﾏ		奈良県		高市郡明日香村		阿部山		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340135		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾋﾉｸﾏ		奈良県		高市郡明日香村		檜前		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340136		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｼﾞﾉｸﾎﾞ		奈良県		高市郡明日香村		地ノ窪		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340137		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾏﾕﾐ		奈良県		高市郡明日香村		真弓		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340138		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｺｼ		奈良県		高市郡明日香村		越		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340141		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ｶﾜﾊﾗ		奈良県		高市郡明日香村		川原		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340142		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾀﾁﾊﾞﾅ		奈良県		高市郡明日香村		橘		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340143		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾀﾁﾍﾞ		奈良県		高市郡明日香村		立部		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340144		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾋﾗﾀ		奈良県		高市郡明日香村		平田		0		0		0		0		0		0

		29402		63401		6340145		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝｱｽｶﾑﾗ		ﾉｸﾞﾁ		奈良県		高市郡明日香村		野口		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340801		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾆｼｼﾝﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		西新堂町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340802		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾆﾉｸﾁﾁｮｳ		奈良県		橿原市		新口町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340803		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾞｮｳﾎﾞﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		上品寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340804		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾅｲｾﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		橿原市		内膳町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340805		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾞｵﾁｮｳ		奈良県		橿原市		地黄町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340811		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼｮｳｺﾁｮｳ		奈良県		橿原市		小綱町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340812		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｲﾏｲﾁｮｳ		奈良県		橿原市		今井町		0		0		1		0		0		0

		29205		634		6340813		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		四条町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340814		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾔﾏﾓﾄﾁｮｳ		奈良県		橿原市		山本町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340815		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｵﾀﾆﾁｮｳ		奈良県		橿原市		大谷町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340816		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾞﾐｮｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		慈明寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340817		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾃﾗﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		寺田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340821		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾆｼｲｹｼﾞﾘﾁｮｳ		奈良県		橿原市		西池尻町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340822		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾄﾘﾔﾁｮｳ		奈良県		橿原市		鳥屋町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340823		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾀｵﾁﾁｮｳ		奈良県		橿原市		北越智町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340824		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶｽﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		一町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340825		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶﾝﾉﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		観音寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340826		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｶﾜﾆｼﾁｮｳ		奈良県		橿原市		川西町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340827		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｺｳﾖｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		光陽町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340828		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾌﾙｶﾜﾁｮｳ		奈良県		橿原市		古川町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340829		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾖｼﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		吉田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340831		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｿｶﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		曽我町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340832		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｺﾞｲﾁｮｳ		奈良県		橿原市		五井町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340833		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｲﾝﾍﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		忌部町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340834		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｳﾅﾃﾁｮｳ		奈良県		橿原市		雲梯町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340835		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋｶﾞｼﾎﾞｳｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		東坊城町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340836		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｼﾝﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		橿原市		新堂町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340837		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾏｶﾞﾘｶﾜﾁｮｳ		奈良県		橿原市		曲川町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340841		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｵｶﾞｷﾁｮｳ		奈良県		橿原市		大垣町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340842		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾄﾖﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		豊田町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340843		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｷﾀﾐｮｳﾎｳｼﾞﾁｮｳ		奈良県		橿原市		北妙法寺町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340844		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾂﾁﾊｼﾁｮｳ		奈良県		橿原市		土橋町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340845		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾅｶｿﾞｼﾁｮｳ		奈良県		橿原市		中曽司町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340846		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ｵｳﾂﾞｸﾁｮｳ		奈良県		橿原市		小槻町		0		0		0		0		0		0

		29205		634		6340847		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ		ﾋﾀﾞｶﾁｮｳ		奈良県		橿原市		飯高町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350000		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		大和高田市		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29426		635		6350000		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		北葛城郡広陵町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350001		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾏﾂﾂﾞｶ		奈良県		大和高田市		松塚		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350002		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾄﾞﾝｺﾞ(ﾁｮｳﾒ)		奈良県		大和高田市		土庫（丁目）		1		0		1		0		0		0

		29202		635		6350003		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾄﾞﾝｺﾞ(ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		大和高田市		土庫（番地）		1		0		0		0		0		0

		29202		635		6350004		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾌｼﾞﾉﾓﾘ		奈良県		大和高田市		藤森		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350011		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｻﾞｲﾓｸﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		材木町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350012		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		曙町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350013		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｼｮｳﾜﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		昭和町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350014		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｻﾝﾜﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		三和町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350015		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｻｲﾜｲﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		幸町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350016		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｵﾋｶﾞｼﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		大東町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350017		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｼﾉﾉﾒﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		東雲町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350021		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｹｼﾞﾘ		奈良県		大和高田市		池尻		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350022		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾀｶﾀﾞ		奈良県		大和高田市		高田		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350022		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋﾉﾃﾞﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		日之出町		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350023		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋﾉﾃﾞﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		日之出東本町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350024		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋﾉﾃﾞﾆｼﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		日之出西本町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350025		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｼﾞﾝﾗｸ(ﾁｮｳﾒ)		奈良県		大和高田市		神楽（丁目）		1		0		1		0		0		0

		29202		635		6350026		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｼﾞﾝﾗｸ(ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		大和高田市		神楽（番地）		1		0		0		0		0		0

		29202		635		6350031		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲﾏｻﾞﾄ		奈良県		大和高田市		今里		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350031		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲﾏｻﾞﾄﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		今里町		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350032		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲﾏｻﾞﾄｶﾜｲﾎｳ		奈良県		大和高田市		今里川合方		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350033		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾐﾅﾐｲﾏｻﾞﾄﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		南今里町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350034		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋｶﾞｼﾐｸﾗﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		東三倉堂町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350035		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｱｻﾋﾐﾅﾐﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		旭南町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350036		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｱｻﾋｷﾀﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		旭北町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350037		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾅｶｲﾏｻﾞﾄﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		中今里町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350041		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾀｲ		奈良県		大和高田市		田井		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350042		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｶｼﾞﾒ		奈良県		大和高田市		勝目		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350043		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲﾃﾞ		奈良県		大和高田市		出		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350044		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｸﾗﾉﾐﾔﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		蔵之宮町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350045		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾅｶﾐｸﾗﾄﾞｳ		奈良県		大和高田市		中三倉堂		0		0		1		0		0		0

		29202		635		6350046		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾆｼﾐｸﾗﾄﾞｳ		奈良県		大和高田市		西三倉堂		0		0		1		0		0		0

		29202		635		6350047		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾀｲｼﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		田井新町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350051		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾈﾅﾘｶﾞｷ		奈良県		大和高田市		根成柿		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350052		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｸﾀﾞ		奈良県		大和高田市		奥田		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350053		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｱｷﾖｼ		奈良県		大和高田市		秋吉		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350054		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｿｵﾈ(ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		大和高田市		曽大根（番地）		1		0		0		0		0		0

		29202		635		6350055		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｿｵﾈ(ﾁｮｳﾒ)		奈良県		大和高田市		曽大根（丁目）		1		0		1		0		0		0

		29202		635		6350056		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｶﾝﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		甘田町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350057		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾅﾝﾖｳﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		南陽町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350058		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾆｼﾎﾞｳｼﾞｮｳ		奈良県		大和高田市		西坊城		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350059		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾖｼｲ		奈良県		大和高田市		吉井		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350061		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉﾋｶﾞｼﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		礒野東町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350062		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		大和高田市		礒野南町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350063		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉｼﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		礒野新町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350064		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｻｶｴﾏﾁ		奈良県		大和高田市		栄町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350065		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋｶﾞｼﾅｶ(ﾁｮｳﾒ)		奈良県		大和高田市		東中（丁目）		1		0		1		0		0		0

		29202		635		6350066		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾋｶﾞｼﾅｶ(ﾊﾞﾝﾁ)		奈良県		大和高田市		東中（番地）		1		0		0		0		0		0

		29202		635		6350067		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｶｽｶﾞﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		春日町		0		0		1		0		0		0

		29202		635		6350071		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾂｷﾔﾏ		奈良県		大和高田市		築山		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350072		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｱﾘｲ		奈良県		大和高田市		有井		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350073		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｶｻﾞｷ		奈良県		大和高田市		岡崎		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350074		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲﾁﾊﾞ		奈良県		大和高田市		市場		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350075		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾉｸﾞﾁ		奈良県		大和高田市		野口		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350076		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｵﾀﾆ		奈良県		大和高田市		大谷		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350077		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｹﾀﾞ		奈良県		大和高田市		池田		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350081		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾀｶｻｺﾞﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		高砂町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350082		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾎﾝｺﾞｳﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		本郷町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350083		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｴｲﾜﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		永和町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350084		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｷﾀｶﾀｼｵﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		北片塩町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350085		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｶﾀｼｵﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		片塩町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350086		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾐﾅﾐﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		南本町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350087		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｳﾁﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		内本町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350091		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｵﾅｶﾋｶﾞｼﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		大中東町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350092		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｵﾅｶﾐﾅﾐﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		大中南町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350093		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉ		奈良県		大和高田市		礒野		0		0		0		1		0		0

		29202		635		6350093		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		礒野町		0		0		1		1		0		0

		29202		635		6350094		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｲｿﾉｷﾀﾁｮｳ		奈良県		大和高田市		礒野北町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350095		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｵｵﾅｶ		奈良県		大和高田市		大中		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350096		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ﾆｼﾏﾁ		奈良県		大和高田市		西町		0		0		0		0		0		0

		29202		635		6350097		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ		ｷﾀﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和高田市		北本町		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350100		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		高市郡高取町		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350101		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾀｶﾄﾘ		奈良県		高市郡高取町		高取		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350102		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾂﾎﾞｻｶ		奈良県		高市郡高取町		壺阪		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350103		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｼﾐｽﾞﾀﾆ		奈良県		高市郡高取町		清水谷		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350104		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｶﾐｺｼﾏ		奈良県		高市郡高取町		上子島		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350111		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾏﾂﾔﾏ		奈良県		高市郡高取町		松山		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350112		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾌｼﾞｲ		奈良県		高市郡高取町		藤井		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350113		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾎｳﾁ		奈良県		高市郡高取町		羽内		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350121		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾆｳﾀﾞﾆ		奈良県		高市郡高取町		丹生谷		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350122		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾔﾀ		奈良県		高市郡高取町		谷田		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350123		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｲﾁｵ		奈良県		高市郡高取町		市尾		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350131		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｻﾀﾞ		奈良県		高市郡高取町		佐田		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350132		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾓﾘ		奈良県		高市郡高取町		森		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350133		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｷﾋﾞ		奈良県		高市郡高取町		吉備		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350134		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｻﾂﾏ		奈良県		高市郡高取町		薩摩		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350135		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾀｲﾉｼｮｳ		奈良県		高市郡高取町		田井庄		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350136		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾋｮｳｺﾞ		奈良県		高市郡高取町		兵庫		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350141		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾖｳﾗｸ		奈良県		高市郡高取町		与楽		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350142		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ﾃﾗｻｷ		奈良県		高市郡高取町		寺崎		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350143		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｸﾙﾏｷ		奈良県		高市郡高取町		車木		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350144		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｵﾁ		奈良県		高市郡高取町		越智		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350151		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｼﾓｺｼﾏ		奈良県		高市郡高取町		下子島		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350152		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｶﾐﾄｻ		奈良県		高市郡高取町		上土佐		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350153		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｼﾓﾄｻ		奈良県		高市郡高取町		下土佐		0		0		0		0		0		0

		29401		63501		6350154		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶｲﾁｸﾞﾝﾀｶﾄﾘﾁｮｳ		ｶﾝｶﾞｸｼﾞ		奈良県		高市郡高取町		観覚寺		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350801		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｵｵﾊﾞ		奈良県		北葛城郡広陵町		大場		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350802		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾏﾄﾊﾞ		奈良県		北葛城郡広陵町		的場		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350803		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｵｵﾉ		奈良県		北葛城郡広陵町		大野		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350804		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｻﾜ		奈良県		北葛城郡広陵町		沢		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350805		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｶﾔﾉ		奈良県		北葛城郡広陵町		萱野		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350811		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾍﾞｻﾞｲﾃﾝ		奈良県		北葛城郡広陵町		弁財天		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350812		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾋﾛｾ		奈良県		北葛城郡広陵町		広瀬		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350813		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｸﾀﾞﾗ		奈良県		北葛城郡広陵町		百済		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350814		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾅﾝｺﾞｳ		奈良県		北葛城郡広陵町		南郷		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350815		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｺﾃﾞﾗ		奈良県		北葛城郡広陵町		古寺		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350816		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾅｶ		奈良県		北葛城郡広陵町		中		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350817		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾃﾗﾄﾞ		奈良県		北葛城郡広陵町		寺戸		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350818		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾐﾅﾐ		奈良県		北葛城郡広陵町		南		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350821		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｶｻ		奈良県		北葛城郡広陵町		笠		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350822		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾋﾗｵ		奈良県		北葛城郡広陵町		平尾		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350823		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾐﾂﾖｼ		奈良県		北葛城郡広陵町		三吉		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350824		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾋｷｿ		奈良県		北葛城郡広陵町		疋相		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350825		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｱﾍﾞ		奈良県		北葛城郡広陵町		安部		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350831		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｳﾏﾐｷﾀ		奈良県		北葛城郡広陵町		馬見北		0		0		1		0		0		0

		29426		635		6350832		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｳﾏﾐﾅｶ		奈良県		北葛城郡広陵町		馬見中		0		0		1		0		0		0

		29426		635		6350833		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｳﾏﾐﾐﾅﾐ		奈良県		北葛城郡広陵町		馬見南		0		0		1		0		0		0

		29426		635		6350834		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ｵｵﾂｶ		奈良県		北葛城郡広陵町		大塚		0		0		0		0		0		0

		29426		635		6350835		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｺｳﾘｮｳﾁｮｳ		ﾐｻｻｷﾞﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡広陵町		みささぎ台		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360000		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		生駒郡平群町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29343		636		6360000		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		生駒郡三郷町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29425		636		6360000		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		北葛城郡王寺町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29427		636		6360000		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		北葛城郡河合町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29425		636		6360001		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾌﾅﾄ		奈良県		北葛城郡王寺町		舟戸		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360002		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ｵｳｼﾞ		奈良県		北葛城郡王寺町		王寺		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360003		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ｸﾄﾞ		奈良県		北葛城郡王寺町		久度		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360011		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ｶﾂｼﾓ		奈良県		北葛城郡王寺町		葛下		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360012		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		北葛城郡王寺町		本町		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360013		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾓﾄﾏﾁ		奈良県		北葛城郡王寺町		元町		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360014		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾌｼﾞｲ		奈良県		北葛城郡王寺町		藤井		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360015		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾐﾅﾐﾓﾄﾏﾁ		奈良県		北葛城郡王寺町		南元町		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360021		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾊﾀｹﾀﾞ		奈良県		北葛城郡王寺町		畠田		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360022		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾐｮｳｼﾞﾝ		奈良県		北葛城郡王寺町		明神		0		0		1		0		0		0

		29425		636		6360023		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｵｳｼﾞﾁｮｳ		ﾀｲｼ		奈良県		北葛城郡王寺町		太子		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360051		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｶﾜｲ		奈良県		北葛城郡河合町		川合		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360052		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾁｮｳﾗｸ		奈良県		北葛城郡河合町		長楽		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360053		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｲｹﾍﾞ		奈良県		北葛城郡河合町		池部		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360054		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾅｸﾞﾗ		奈良県		北葛城郡河合町		穴闇		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360055		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾆｼﾅｸﾞﾗ		奈良県		北葛城郡河合町		西穴闇		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360056		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾆｼﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		西山台		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360057		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｲﾛﾄﾞﾘﾉﾓﾘ		奈良県		北葛城郡河合町		彩りの杜		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360061		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾔﾏﾉﾎﾞｳ		奈良県		北葛城郡河合町		山坊		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360062		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｻﾐﾀ		奈良県		北葛城郡河合町		佐味田		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360063		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｸﾐｶﾞｵｶ		奈良県		北葛城郡河合町		久美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360071		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾀｶﾂｶﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		高塚台		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360072		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		中山台		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360073		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ﾋﾛｾﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		広瀬台		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360081		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｾｲﾜﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		星和台		0		0		1		0		0		0

		29427		636		6360082		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｸｽﾘｲ		奈良県		北葛城郡河合町		薬井		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360091		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｲｽﾞﾐﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡河合町		泉台		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360092		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｼﾞｮｳﾅｲ		奈良県		北葛城郡河合町		城内		0		0		0		0		0		0

		29427		636		6360093		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾜｲﾁｮｳ		ｵｵﾜﾀﾞ		奈良県		北葛城郡河合町		大輪田		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360100		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		生駒郡斑鳩町		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360101		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾐｲ		奈良県		生駒郡斑鳩町		三井		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360102		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｵｶﾓﾄ		奈良県		生駒郡斑鳩町		岡本		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360103		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｺｳｾﾞﾝ		奈良県		生駒郡斑鳩町		幸前		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360104		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀｶﾔｽ		奈良県		生駒郡斑鳩町		高安		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360105		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾄｳﾌｸｼﾞ		奈良県		生駒郡斑鳩町		東福寺		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360106		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀｶﾔｽﾆｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		高安西		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360111		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞｷﾀ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺北		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360112		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺東		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360113		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞﾐﾅﾐ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺南		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360114		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞﾆｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺西		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360115		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞｻﾝﾅｲ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺山内		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360116		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾎｳﾘｭｳｼﾞ		奈良県		生駒郡斑鳩町		法隆寺		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360121		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｵｷﾄﾞﾒﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		興留東		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360122		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｱﾜ		奈良県		生駒郡斑鳩町		阿波		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360123		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｵｷﾄﾞﾒ		奈良県		生駒郡斑鳩町		興留		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360124		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｲｵｲ		奈良県		生駒郡斑鳩町		五百井		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360131		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾊｯﾄﾘ		奈良県		生駒郡斑鳩町		服部		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360132		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾒﾔｽ		奈良県		生駒郡斑鳩町		目安		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360133		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾒﾔｽｷﾀ		奈良県		生駒郡斑鳩町		目安北		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360141		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｲﾅﾊﾞｸﾙﾏｾ		奈良県		生駒郡斑鳩町		稲葉車瀬		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360142		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｺﾖｼﾀﾞ		奈良県		生駒郡斑鳩町		小吉田		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360143		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｼﾞﾝﾅﾝ		奈良県		生駒郡斑鳩町		神南		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360144		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ｲﾅﾊﾞﾆｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		稲葉西		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360151		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀﾂﾀｷﾀ		奈良県		生駒郡斑鳩町		龍田北		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360152		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀﾂﾀ		奈良県		生駒郡斑鳩町		龍田		0		0		0		0		0		0

		29344		63601		6360153		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀﾂﾀﾐﾅﾐ		奈良県		生駒郡斑鳩町		龍田南		0		0		1		0		0		0

		29344		63601		6360154		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ		ﾀﾂﾀﾆｼ		奈良県		生駒郡斑鳩町		龍田西		0		0		1		0		0		0

		29361		63603		6360201		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ｼﾓﾅｶﾞ		奈良県		磯城郡川西町		下永		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360202		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ﾕｳｻﾞｷ		奈良県		磯城郡川西町		結崎		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360203		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ｳﾒﾄﾞ		奈良県		磯城郡川西町		梅戸		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360204		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ﾄｳｲﾝ		奈良県		磯城郡川西町		唐院		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360205		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ﾎﾀ		奈良県		磯城郡川西町		保田		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360206		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ﾊﾝﾀﾞ		奈良県		磯城郡川西町		吐田		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360211		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ﾐｶﾜ		奈良県		磯城郡三宅町		三河		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360212		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ｲﾜﾐ		奈良県		磯城郡三宅町		石見		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360213		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ﾄﾓﾝﾄﾞｳ		奈良県		磯城郡三宅町		伴堂		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360214		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ﾀｼﾞﾏ		奈良県		磯城郡三宅町		但馬		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360215		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ｶﾐﾀｼﾞﾏ		奈良県		磯城郡三宅町		上但馬		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360216		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ｵﾔﾅｷﾞ		奈良県		磯城郡三宅町		小柳		0		0		0		0		0		0

		29362		63603		6360217		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ﾋﾞｮｳﾌﾞ		奈良県		磯城郡三宅町		屏風		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360221		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾊｯﾀ		奈良県		磯城郡田原本町		八田		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360222		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾎｳｷｼﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		法貴寺		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360223		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｶｷﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		鍵		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360224		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｲﾏｻﾞﾄ		奈良県		磯城郡田原本町		今里		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360225		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾆｼﾝﾀﾞｲ		奈良県		磯城郡田原本町		西代		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360226		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｶﾗｺ		奈良県		磯城郡田原本町		唐古		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360231		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾒｶﾞﾜﾎｯﾎﾟｳ		奈良県		磯城郡田原本町		為川北方		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360232		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｶﾅｻﾞﾜ		奈良県		磯城郡田原本町		金沢		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360233		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾒｶﾞﾜﾅﾝﾎﾟｳ		奈良県		磯城郡田原本町		為川南方		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360234		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｸﾗﾄﾞｳ		奈良県		磯城郡田原本町		蔵堂		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360235		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾋｶﾞｼｲﾈ		奈良県		磯城郡田原本町		東井上		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360236		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾆｼｲﾈ		奈良県		磯城郡田原本町		西井上		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360237		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｺｻｶ		奈良県		磯城郡田原本町		小阪		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360241		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾋﾗﾀ		奈良県		磯城郡田原本町		平田		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360242		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｵｵｷﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		大木		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360243		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｲﾖﾄﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		伊与戸		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360244		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｶｻｶﾞﾀ		奈良県		磯城郡田原本町		笠形		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360245		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｱｼﾞﾏ		奈良県		磯城郡田原本町		味間		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360246		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾁｼﾛ		奈良県		磯城郡田原本町		千代		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360247		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｻｶﾃ		奈良県		磯城郡田原本町		阪手		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360248		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾞｲｱﾝｼﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		大安寺		0		0		0		0		0		0

		29361		63603		6360300		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝｶﾜﾆｼﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		磯城郡川西町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29362		63603		6360300		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾐﾔｹﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		磯城郡三宅町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29363		63603		6360300		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		磯城郡田原本町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29363		63603		6360301		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｸﾛﾀﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		黒田		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360302		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾐﾔｺ		奈良県		磯城郡田原本町		宮古		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360303		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾎﾂ		奈良県		磯城郡田原本町		保津		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360304		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｼﾞｭｳﾛｸｾﾝ		奈良県		磯城郡田原本町		十六面		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360305		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾋﾗﾉ		奈良県		磯城郡田原本町		平野		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360306		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾆｼﾀｹﾀﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		西竹田		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360307		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾄﾝﾓﾄ		奈良県		磯城郡田原本町		富本		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360311		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾔｵ		奈良県		磯城郡田原本町		八尾		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360312		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｼﾝﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		新町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360313		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｱｻﾋﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		旭町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360314		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｴﾋﾞｽﾄﾞｵﾘ		奈良県		磯城郡田原本町		戎通		0		0		1		0		0		0

		29363		63603		6360315		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｻｲﾜｲﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		幸町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360316		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾑﾛﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		室町		0		0		1		0		0		0

		29363		63603		6360317		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾄﾉﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		殿町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360321		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾔﾊﾀﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		八幡町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360322		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｶｸﾅｲ		奈良県		磯城郡田原本町		郭内		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360323		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾈﾌﾞﾄｸﾞﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		根太口		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360324		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾐﾜﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		三輪町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360325		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾐﾅﾐﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		南町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360326		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｼﾝﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		新地		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360327		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｻｶｲﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		堺町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360328		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｻﾞｲﾓｸﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		材木町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360329		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｱｼﾞﾏﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		味間町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360331		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｳｵﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		魚町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360332		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｲﾁﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		市町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360333		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｷﾞｵﾝﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		祗園町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360334		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		本町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360335		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾞｲﾓﾝﾋｶﾞｼ		奈良県		磯城郡田原本町		大門東		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360336		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾞｲﾓﾝﾅｶ		奈良県		磯城郡田原本町		大門中		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360337		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾀﾞｲﾓﾝﾆｼ		奈良県		磯城郡田原本町		大門西		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360338		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾁｬﾏﾁ		奈良県		磯城郡田原本町		茶町		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360339		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｺﾑﾛ		奈良県		磯城郡田原本町		小室		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360341		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾔｸｵｳｼﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		薬王寺		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360342		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾐｶｻ		奈良県		磯城郡田原本町		三笠		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360343		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾊﾀﾉｼｮｳ		奈良県		磯城郡田原本町		秦庄		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360344		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾐﾔﾉﾓﾘ		奈良県		磯城郡田原本町		宮森		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360345		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｵｵ		奈良県		磯城郡田原本町		多		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360346		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾔﾍﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		矢部		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360347		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾆｷ		奈良県		磯城郡田原本町		新木		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360351		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾏﾂﾓﾄ		奈良県		磯城郡田原本町		松本		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360352		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｺﾝｺﾞｳｼﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		金剛寺		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360353		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｵｵｱﾐ		奈良県		磯城郡田原本町		大網		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360354		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ﾏﾝﾀﾞ		奈良県		磯城郡田原本町		満田		0		0		0		0		0		0

		29363		63603		6360355		ﾅﾗｹﾝ		ｼｷｸﾞﾝﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ		ｻﾐ		奈良県		磯城郡田原本町		佐味		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360801		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾕｳﾋｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡三郷町		夕陽ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360802		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾐﾑﾛ		奈良県		生駒郡三郷町		三室		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360803		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾋｶﾞｼｼｷﾞｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡三郷町		東信貴ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360804		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾐﾏﾂｶﾞｵｶﾆｼ		奈良県		生駒郡三郷町		美松ケ丘西		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360805		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾐﾏﾂｶﾞｵｶﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒郡三郷町		美松ケ丘東		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360811		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｾﾔﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒郡三郷町		勢野東		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360812		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｾﾔﾆｼ		奈良県		生駒郡三郷町		勢野西		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360813		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｼｷﾞｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡三郷町		信貴ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360814		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｾﾔ		奈良県		生駒郡三郷町		勢野		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360815		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｾﾔｷﾀ		奈良県		生駒郡三郷町		勢野北		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360821		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾀﾂﾉｷﾀ		奈良県		生駒郡三郷町		立野北		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360822		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾀﾂﾉﾐﾅﾐ		奈良県		生駒郡三郷町		立野南		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360823		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾀﾂﾉ		奈良県		生駒郡三郷町		立野		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360824		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｼﾛﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡三郷町		城山台		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360831		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｼｷﾞｻﾝﾋｶﾞｼ		奈良県		生駒郡三郷町		信貴山東		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360832		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｼｷﾞｻﾝﾆｼ		奈良県		生駒郡三郷町		信貴山西		0		0		0		0		0		0

		29343		636		6360833		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ｼｷﾞﾐﾅﾐﾊﾀ		奈良県		生駒郡三郷町		信貴南畑		0		0		1		0		0		0

		29343		636		6360834		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ		ﾐﾅﾐﾊﾀ		奈良県		生駒郡三郷町		南畑		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360901		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｼﾃﾞﾊﾗ		奈良県		生駒郡平群町		椣原		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360902		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｼﾗｲｼﾊﾞﾀ		奈良県		生駒郡平群町		白石畑		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360903		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾋﾞｮｳﾄﾞｳｼﾞ		奈良県		生駒郡平群町		平等寺		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360904		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾐｻﾄ		奈良県		生駒郡平群町		三里		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360905		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｶﾐｼｮｳ		奈良県		生駒郡平群町		上庄		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360906		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｷｸﾐﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡平群町		菊美台		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360911		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾂﾊﾞｲ		奈良県		生駒郡平群町		椿井		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360912		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾀﾂﾀｶﾞﾜ		奈良県		生駒郡平群町		竜田川		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360913		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｷﾀｼｷﾞｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡平群町		北信貴ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360914		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾆｼﾉﾐﾔ		奈良県		生駒郡平群町		西宮		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360915		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｶｽｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡平群町		春日丘		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360916		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾜｶｲ		奈良県		生駒郡平群町		若井		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360921		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾌｼﾊﾗ		奈良県		生駒郡平群町		椹原		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360922		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｼｷﾞﾊﾀ		奈良県		生駒郡平群町		信貴畑		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360923		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｼｷﾞｻﾝ		奈良県		生駒郡平群町		信貴山		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360924		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｷｭｳｱﾝｼﾞ		奈良県		生駒郡平群町		久安寺		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360925		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｺｼｷﾂﾞｶ		奈良県		生駒郡平群町		越木塚		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360931		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾅｼﾓﾄ		奈良県		生駒郡平群町		梨本		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360932		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾖｼｼﾝ		奈良県		生駒郡平群町		吉新		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360933		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｼﾓｶﾞｲﾄ		奈良県		生駒郡平群町		下垣内		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360934		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾊﾂｶﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡平群町		初香台		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360935		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾋｶﾘｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡平群町		光ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360936		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾌｷ		奈良県		生駒郡平群町		福貴		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360937		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾌｷﾊﾀ		奈良県		生駒郡平群町		福貴畑		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360938		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾜｶﾊﾞﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡平群町		若葉台		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360941		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ		奈良県		生駒郡平群町		緑ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360942		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾆｼﾑｶｲ		奈良県		生駒郡平群町		西向		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360943		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾂﾊﾞｷﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡平群町		椿台		0		0		1		0		0		0

		29342		636		6360944		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ｲﾁﾊﾗ		奈良県		生駒郡平群町		櫟原		0		0		0		0		0		0

		29342		636		6360945		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝﾍｸﾞﾘﾁｮｳ		ﾅﾙｶﾜ		奈良県		生駒郡平群町		鳴川		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370000		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		五條市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370001		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼｶﾜﾁﾁｮｳ		奈良県		五條市		西河内町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370002		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｻﾝｻﾞｲﾁｮｳ		奈良県		五條市		三在町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370003		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｳﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		宇野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370004		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｲﾏｲ		奈良県		五條市		今井		0		0		1		1		0		0

		29207		637		6370004		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｲﾏｲﾁｮｳ		奈良県		五條市		今井町		0		0		0		1		0		0

		29207		637		6370005		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｽｴ		奈良県		五條市		須恵		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370006		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｶｸﾞﾁ		奈良県		五條市		岡口		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370011		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾃﾞﾔｼｷﾁｮｳ		奈良県		五條市		出屋敷町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370012		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｺﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		五條市		小山町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370013		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｲﾃﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		居伝町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370014		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｽｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		五條市		住川町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370015		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾉｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		五條市		大野新田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370016		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾁｶｳﾁﾁｮｳ		奈良県		五條市		近内町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370017		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼｸﾙﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		西久留野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370018		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｸﾙﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		久留野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370019		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵﾜﾁｮｳ		奈良県		五條市		小和町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370020		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼｱﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		西阿田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370021		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾋｶﾞｼｱﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		東阿田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370022		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾊｯﾀﾁｮｳ		奈良県		五條市		八田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370023		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾐﾅﾐｱﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		南阿田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370024		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾀｷﾁｮｳ		奈良県		五條市		滝町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370025		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｸﾙﾏﾀﾞﾆﾁｮｳ		奈良県		五條市		車谷町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370026		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾕﾀﾆｲﾁﾂﾞｶﾁｮｳ		奈良県		五條市		湯谷市塚町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370027		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｼﾏﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		島野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370028		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		五條市		原町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370029		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		山田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370031		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｺｼﾞﾏﾁｮｳ		奈良県		五條市		小島町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370032		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾑﾂｸﾗﾁｮｳ		奈良県		五條市		六倉町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370033		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾏｷﾁｮｳ		奈良県		五條市		牧町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370034		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾉﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		五條市		野原町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370035		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾘｮｳｱﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		霊安寺町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370036		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾉﾊﾗﾆｼ		奈良県		五條市		野原西		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370037		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾉﾊﾗﾅｶ		奈良県		五條市		野原中		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370038		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾉﾊﾗﾋｶﾞｼ		奈良県		五條市		野原東		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370041		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		五條市		本町		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370042		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｺﾞｼﾞｮｳ		奈良県		五條市		五條		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370043		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｼﾝﾏﾁ		奈良県		五條市		新町		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370051		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾐﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		五條市		御山町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370052		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾀﾝﾊﾞﾗﾁｮｳ		奈良県		五條市		丹原町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370053		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵﾌﾞｽﾁｮｳ		奈良県		五條市		生子町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370054		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｶｼﾂｼﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		樫辻町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370060		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾂﾁｮｳ		奈良県		五條市		大津町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370061		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾅｶﾁｮｳ		奈良県		五條市		中町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370062		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｸﾛｺﾏﾁｮｳ		奈良県		五條市		黒駒町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370063		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		大野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370064		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾔﾏｶｹﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		山陰町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370065		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｻｶｱｲﾍﾞｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		五條市		阪合部新田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370066		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾌｶﾁｮｳ		奈良県		五條市		大深町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370067		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾀﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		田殿町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370068		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾋｳﾁﾁｮｳ		奈良県		五條市		火打町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370069		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾋｮｳﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		表野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370071		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾌﾀﾐ		奈良県		五條市		二見		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370072		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｲﾇｶｲﾁｮｳ		奈良県		五條市		犬飼町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370073		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｺｳｽﾞｹﾁｮｳ		奈良県		五條市		上野町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370074		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｱｲﾀﾆﾁｮｳ		奈良県		五條市		相谷町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370075		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾊﾀｹﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		畑田町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370076		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｷﾉﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		五條市		木ノ原町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370077		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵｻﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		五條市		大沢町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370078		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾅﾂﾐﾀﾞｲ		奈良県		五條市		なつみ台		0		0		1		0		0		0

		29207		637		6370081		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｶﾐﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		上之町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370082		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾅｶﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		中之町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370083		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｼﾓﾉﾁｮｳ		奈良県		五條市		下之町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370084		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｶﾏﾉｸﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		五條市		釜窪町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370091		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｷﾀﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		五條市		北山町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370092		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｶﾁｮｳ		奈良県		五條市		岡町		0		0		0		0		0		0

		29207		637		6370093		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾃﾞﾝｴﾝ		奈良県		五條市		田園		0		0		1		0		0		0

		29207		63701		6370101		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵﾋﾞｶﾜ		奈良県		五條市		西吉野町大日川		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370102		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｸﾛﾌﾞﾁ		奈良県		五條市		西吉野町黒淵		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370103		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾑｶｲｱﾉｳ		奈良県		五條市		西吉野町向加名生		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370104		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾔﾅｾ		奈良県		五條市		西吉野町屋那瀬		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370105		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾕｼｵ		奈良県		五條市		西吉野町湯塩		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370111		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｴｽﾞﾙ		奈良県		五條市		西吉野町江出		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370112		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵｲﾉ		奈良県		五條市		西吉野町老野		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370113		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｺｳﾉ		奈良県		五條市		西吉野町神野		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370114		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾀｷ		奈良県		五條市		西吉野町滝		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370115		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾎｸｿｷﾞ		奈良県		五條市		西吉野町北曽木		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370116		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾜﾀﾞ		奈良県		五條市		西吉野町和田		0		0		0		0		0		0

		29207		63701		6370117		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｱﾉｳ		奈良県		五條市		西吉野町賀名生		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370221		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｴｲﾀﾆ		奈良県		五條市		西吉野町永谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370222		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾀﾃｶﾜﾄﾞ		奈良県		五條市		西吉野町立川渡		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370223		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾓﾄﾀﾞﾆ		奈良県		五條市		西吉野町本谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370224		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾅｽﾊﾗ		奈良県		五條市		西吉野町茄子原		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370225		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｶﾜﾏﾀ		奈良県		五條市		西吉野町川股		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370226		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾆｼﾋｳﾗ		奈良県		五條市		西吉野町西日裏		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370227		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｾｲ		奈良県		五條市		西吉野町勢井		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370230		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｼﾞｮｳﾄﾞ		奈良県		五條市		西吉野町城戸		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370231		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｶﾜｷﾞｼ		奈良県		五條市		西吉野町川岸		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370232		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾂｺﾞｼ		奈良県		五條市		西吉野町津越		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370233		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾋｶﾜｾ		奈良県		五條市		西吉野町桧川迫		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370234		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵｵﾐﾈ		奈良県		五條市		西吉野町大峯		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370235		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾋﾗｵ		奈良県		五條市		西吉野町平雄		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370236		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｻｶﾏｷ		奈良県		五條市		西吉野町阪巻		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370237		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾑﾈｶﾞﾜﾉ		奈良県		五條市		西吉野町宗川野		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370238		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾆｼﾉ		奈良県		五條市		西吉野町西野		0		0		0		0		0		0

		29207		63702		6370239		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵﾝｼﾞ		奈良県		五條市		西吉野町陰地		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370401		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｼﾉﾊﾗ		奈良県		五條市		大塔町篠原		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370402		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｿｳﾀﾆ		奈良県		五條市		大塔町惣谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370403		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾅｶｲﾎｳｼﾞ		奈良県		五條市		大塔町中井傍示		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370404		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾅｶﾐﾈ		奈良県		五條市		大塔町中峯		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370405		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｳｲ		奈良県		五條市		大塔町宇井		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370406		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｼﾐｽﾞ		奈良県		五條市		大塔町清水		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370407		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾄｼﾞｷﾐ		奈良県		五條市		大塔町閉君		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370408		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾂｼﾞﾄﾞｳ		奈良県		五條市		大塔町辻堂		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370409		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾄﾉﾉ		奈良県		五條市		大塔町殿野		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370411		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾄﾞｳﾋﾗ		奈良県		五條市		大塔町堂平		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370412		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾋﾖｿ		奈良県		五條市		大塔町飛養曽		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370413		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾋｷﾂﾁ		奈良県		五條市		大塔町引土		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370414		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｻﾙﾀﾆ		奈良県		五條市		大塔町猿谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370415		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳﾅｶﾊﾞﾗ		奈良県		五條市		大塔町中原		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370416		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｺﾀﾞｲ		奈良県		五條市		大塔町小代		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370417		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｻｶﾓﾄ		奈良県		五條市		大塔町阪本		0		0		0		0		0		0

		29207		63704		6370419		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ｵｵﾄｳﾁｮｳｽﾀﾞﾚ		奈良県		五條市		大塔町簾		0		0		0		0		0		0

		29447		63704		6370421		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｲﾏｲ		奈良県		吉野郡野迫川村		今井		0		0		0		0		0		0

		29447		63704		6370422		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾋﾗｶﾜ		奈良県		吉野郡野迫川村		平川		0		0		0		0		0		0

		29447		63704		6370423		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾎｿﾊﾗ		奈良県		吉野郡野迫川村		柞原		0		0		0		0		0		0

		29447		63704		6370424		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾅｶ		奈良県		吉野郡野迫川村		中		0		0		0		0		0		0

		29447		63704		6370425		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｶﾐ		奈良県		吉野郡野迫川村		上		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371101		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾇﾀﾉﾊﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		沼田原		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371102		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｱｻﾋ		奈良県		吉野郡十津川村		旭		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371103		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｳｴﾉｼﾞ		奈良県		吉野郡十津川村		上野地		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371104		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀｺｳﾂ		奈良県		吉野郡十津川村		高津		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371105		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾊﾔｼ		奈良県		吉野郡十津川村		林		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371106		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀﾆｾﾞ		奈良県		吉野郡十津川村		谷瀬		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371107		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｳｸﾞﾊﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		宇宮原		0		0		0		0		0		0

		29449		63711		6371108		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾅｶﾞﾄﾉ		奈良県		吉野郡十津川村		長殿		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371211		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀｷｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		滝川		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371212		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾅｲﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		内原		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371213		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾉｼﾞﾘ		奈良県		吉野郡十津川村		野尻		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371214		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾔﾏｻｷ		奈良県		吉野郡十津川村		山崎		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371215		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｲｹｱﾅ		奈良県		吉野郡十津川村		池穴		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371216		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｶﾜﾂ		奈良県		吉野郡十津川村		川津		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371217		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｶｾﾞﾔ		奈良県		吉野郡十津川村		風屋		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371221		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｳﾁﾉ		奈良県		吉野郡十津川村		内野		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371222		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾔﾏﾃﾝ		奈良県		吉野郡十津川村		山天		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371223		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾐｳﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		三浦		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371224		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｲﾓｾﾞ		奈良県		吉野郡十津川村		五百瀬		0		0		0		0		0		0

		29449		63712		6371225		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｽｷﾞｾ		奈良県		吉野郡十津川村		杉清		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371331		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｵｵﾉ		奈良県		吉野郡十津川村		大野		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371332		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾑｻｼ		奈良県		吉野郡十津川村		武蔵		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371333		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｵﾊﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		小原		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371334		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺﾓﾘ		奈良県		吉野郡十津川村		小森		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371335		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾕﾉﾊﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		湯之原		0		0		0		0		0		0

		29449		63713		6371336		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺｲ		奈良県		吉野郡十津川村		小井		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371441		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｵｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		小川		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371442		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀｶﾀｷ		奈良県		吉野郡十津川村		高滝		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371443		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｵﾘﾀﾁ		奈良県		吉野郡十津川村		折立		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371444		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾔﾏﾃﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡十津川村		山手谷		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371445		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺﾐﾉｳｴ		奈良県		吉野郡十津川村		込之上		0		0		0		0		0		0

		29449		63714		6371446		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｶｼﾜﾗ		奈良県		吉野郡十津川村		樫原		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371500		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡十津川村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371551		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾅﾁｱｲ		奈良県		吉野郡十津川村		那知合		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371552		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀﾆｶﾞｲﾄ		奈良県		吉野郡十津川村		谷垣内		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371553		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾔﾏﾃ		奈良県		吉野郡十津川村		山手		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371554		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾋﾗﾀﾆ		奈良県		吉野郡十津川村		平谷		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371555		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｻﾙｶｲ		奈良県		吉野郡十津川村		猿飼		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371556		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｸﾜﾊﾀ		奈良県		吉野郡十津川村		桑畑		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371557		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾅﾅｲﾛ		奈良県		吉野郡十津川村		七色		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371558		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾃﾞﾀﾆ		奈良県		吉野郡十津川村		出谷		0		0		0		0		0		0

		29449		63715		6371559		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｶﾐﾕｶﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		上湯川		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371661		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｼｹﾞｻﾄ		奈良県		吉野郡十津川村		重里		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371662		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾅｶﾞｲ		奈良県		吉野郡十津川村		永井		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371663		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀﾏｶﾞｲﾄ		奈良県		吉野郡十津川村		玉垣内		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371664		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｲﾏﾆｼ		奈良県		吉野郡十津川村		今西		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371665		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾆｼﾅｶ		奈良県		吉野郡十津川村		西中		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371666		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺﾔﾏﾃ		奈良県		吉野郡十津川村		小山手		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371667		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺﾂﾎﾞｾ		奈良県		吉野郡十津川村		小坪瀬		0		0		0		0		0		0

		29449		63716		6371668		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｾﾆｼｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		迫西川		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380000		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡大淀町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29443		638		6380000		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡下市町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29443		638		6380001		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｱﾁｶﾞ		奈良県		吉野郡下市町		阿知賀		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380002		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｼｮｳｼﾞ		奈良県		吉野郡下市町		小路		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380003		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｾﾞﾝｷﾞ		奈良県		吉野郡下市町		善城		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380011		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾖﾑﾗ		奈良県		吉野郡下市町		よ邑		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380012		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｲﾜﾓﾘ		奈良県		吉野郡下市町		岩森		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380013		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾀﾃｲｼ		奈良県		吉野郡下市町		立石		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380014		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｻｲﾀﾆ		奈良県		吉野郡下市町		才谷		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380015		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾋﾛﾊｼ		奈良県		吉野郡下市町		広橋		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380021		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾅｶﾞﾀﾆ		奈良県		吉野郡下市町		長谷		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380022		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾆｳ		奈良県		吉野郡下市町		丹生		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380023		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｸﾛｷﾞ		奈良県		吉野郡下市町		黒木		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380024		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｶｲﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡下市町		貝原		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380025		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾀﾆ		奈良県		吉野郡下市町		谷		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380026		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾆｼﾔﾏ		奈良県		吉野郡下市町		西山		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380031		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾄﾁﾓﾄ		奈良県		吉野郡下市町		栃本		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380032		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾊﾗﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡下市町		原谷		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380033		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾅｼﾄﾞｳ		奈良県		吉野郡下市町		梨子堂		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380034		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾍｲﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡下市町		平原		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380035		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾄﾁﾊﾗ		奈良県		吉野郡下市町		栃原		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380041		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｼﾓｲﾁ		奈良県		吉野郡下市町		下市		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380042		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｻｶｴﾁｮｳ		奈良県		吉野郡下市町		栄町		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380043		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｵｵﾐﾈ		奈良県		吉野郡下市町		大峯		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380044		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ﾀﾅｶ		奈良県		吉野郡下市町		田中		0		0		0		0		0		0

		29443		638		6380045		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｲﾁﾁｮｳ		ｱﾀﾗｽﾐ		奈良県		吉野郡下市町		新住		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380200		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡黒滝村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380201		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾏｷｵ		奈良県		吉野郡黒滝村		槇尾		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380202		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾜｷｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡黒滝村		脇川		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380203		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾄﾘｽﾐ		奈良県		吉野郡黒滝村		鳥住		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380211		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ｱｶﾀｷ		奈良県		吉野郡黒滝村		赤滝		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380221		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾅｶﾄ		奈良県		吉野郡黒滝村		中戸		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380231		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ｶｻｷﾞ		奈良県		吉野郡黒滝村		笠木		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380232		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ｶﾂﾗﾊﾗ		奈良県		吉野郡黒滝村		桂原		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380233		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾅｶﾞｾ		奈良県		吉野郡黒滝村		長瀬		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380241		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ｱﾜｲﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡黒滝村		粟飯谷		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380242		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾐﾖｼﾉ		奈良県		吉野郡黒滝村		御吉野		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380243		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾄﾞｳﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡黒滝村		堂原		0		0		0		0		0		0

		29444		63802		6380251		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｸﾛﾀｷﾑﾗ		ﾃﾗﾄﾞ		奈良県		吉野郡黒滝村		寺戸		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380300		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡天川村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380301		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｶﾜｱｲ		奈良県		吉野郡天川村		川合		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380302		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾅｶｺﾞｼ		奈良県		吉野郡天川村		中越		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380303		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｷﾄｽﾞﾐ		奈良県		吉野郡天川村		北角		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380304		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾐﾉｽﾞﾐ		奈良県		吉野郡天川村		南角		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380305		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｻﾜﾀﾆ		奈良県		吉野郡天川村		沢谷		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380311		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｵｷｶﾞﾈ		奈良県		吉野郡天川村		沖金		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380312		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾅｶﾀﾆ		奈良県		吉野郡天川村		中谷		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380313		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｷﾀｺﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡天川村		北小原		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380314		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｺﾞｼｷ		奈良県		吉野郡天川村		五色		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380315		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｻﾜﾊﾞﾗ		奈良県		吉野郡天川村		沢原		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380321		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾂﾎﾞﾉｳﾁ		奈良県		吉野郡天川村		坪内		0		0		0		0		0		0

		29446		63803		6380322		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾐﾅﾐﾋｳﾗ		奈良県		吉野郡天川村		南日裏		0		0		0		0		0		0

		29446		63804		6380431		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾄﾞﾛｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡天川村		洞川		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380541		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾂﾂﾞﾗｵ		奈良県		吉野郡天川村		九尾		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380542		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾄﾁｵ		奈良県		吉野郡天川村		栃尾		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380543		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾜﾀﾞ		奈良県		吉野郡天川村		和田		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380551		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｺﾓﾘﾔﾏ		奈良県		吉野郡天川村		籠山		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380552		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｲｵｽﾐ		奈良県		吉野郡天川村		庵住		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380553		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾔﾏﾆｼ		奈良県		吉野郡天川村		山西		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380561		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾋﾛｾ		奈良県		吉野郡天川村		広瀬		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380562		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ﾀｷｵ		奈良県		吉野郡天川村		滝尾		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380563		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｼｵﾉ		奈良県		吉野郡天川村		塩野		0		0		0		0		0		0

		29446		63805		6380564		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾃﾝｶﾜﾑﾗ		ｼｵﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡天川村		塩谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380641		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾓﾓﾀﾞﾆ		奈良県		五條市		西吉野町百谷		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380642		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾋﾗﾇﾏﾀ		奈良県		五條市		西吉野町平沼田		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380643		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｱｶﾏﾂ		奈良県		五條市		西吉野町赤松		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380644		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾕｶﾜ		奈良県		五條市		西吉野町湯川		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380651		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｶﾗﾄ		奈良県		五條市		西吉野町唐戸		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380652		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｱﾏｶﾞｼｮｳ		奈良県		五條市		西吉野町尼ケ生		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380653		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾄｵｶｲﾁ		奈良県		五條市		西吉野町十日市		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380654		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾐﾅﾐﾔﾏ		奈良県		五條市		西吉野町南山		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380655		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵﾌﾞﾙﾀ		奈良県		五條市		西吉野町小古田		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380656		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｼｼﾊﾞ		奈良県		五條市		西吉野町鹿場		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380657		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾔﾂｶﾜ		奈良県		五條市		西吉野町八ツ川		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380661		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾆｼｱﾀﾗｼ		奈良県		五條市		西吉野町西新子		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380662		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳﾖﾅｶ		奈良県		五條市		西吉野町夜中		0		0		0		0		0		0

		29207		63806		6380663		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ		ﾆｼﾖｼﾉﾁｮｳｵｸﾀﾞﾆ		奈良県		五條市		西吉野町奥谷		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380801		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｱｼﾊﾗ		奈良県		吉野郡大淀町		芦原		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380802		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾊﾀﾔ		奈良県		吉野郡大淀町		畑屋		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380803		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｺｼﾍﾞ		奈良県		吉野郡大淀町		越部		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380811		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾂﾁﾀﾞ		奈良県		吉野郡大淀町		土田		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380812		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾋｶﾞｲﾓﾄ		奈良県		吉野郡大淀町		桧垣本		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380821		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｼﾓﾌﾞﾁ		奈良県		吉野郡大淀町		下渕		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380831		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｻﾅﾃ		奈良県		吉野郡大淀町		佐名伝		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380832		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｸｽﾘﾐｽﾞ		奈良県		吉野郡大淀町		薬水		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380833		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾌｸｶﾞﾐ		奈良県		吉野郡大淀町		福神		0		0		1		0		0		0

		29442		638		6380841		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｲﾏｷ		奈良県		吉野郡大淀町		今木		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380842		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｵｵｲﾜ		奈良県		吉野郡大淀町		大岩		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380843		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾎｺﾀﾃ		奈良県		吉野郡大淀町		鉾立		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380851		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｲﾜﾂﾎﾞ		奈良県		吉野郡大淀町		岩壺		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380852		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾓﾁｵ		奈良県		吉野郡大淀町		持尾		0		0		0		0		0		0

		29442		638		6380853		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾔﾊﾞｾ		奈良県		吉野郡大淀町		矢走		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390200		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		香芝市		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29424		63902		6390200		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29424		63902		6390201		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｶﾀｵｶﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		片岡台		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390202		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｻｸﾗｶﾞｵｶ		奈良県		北葛城郡上牧町		桜ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390203		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾄﾓｶﾞｵｶ		奈良県		北葛城郡上牧町		友が丘		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390204		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ		奈良県		北葛城郡上牧町		緑ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390205		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｼﾓﾏｷ		奈良県		北葛城郡上牧町		下牧		0		0		0		0		0		0

		29424		63902		6390206		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾕﾘｶﾞｵｶ		奈良県		北葛城郡上牧町		ゆりが丘		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390211		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾀｷｶﾞﾜﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		滝川台		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390212		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾊｯﾄﾘﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		服部台		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390213		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾖﾈﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		米山台		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390214		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｶﾝﾏｷ		奈良県		北葛城郡上牧町		上牧		0		0		0		0		0		0

		29424		63902		6390215		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｶﾂﾗｷﾞﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		葛城台		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390216		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｼｮｳﾘｴﾝ		奈良県		北葛城郡上牧町		松里園		0		0		1		0		0		0

		29424		63902		6390217		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ﾅｶｽｼﾞｼｭﾂｻｸ		奈良県		北葛城郡上牧町		中筋出作		0		0		0		0		0		0

		29424		63902		6390218		ﾅﾗｹﾝ		ｷﾀｶﾂﾗｷﾞｸﾞﾝｶﾝﾏｷﾁｮｳ		ｻｻﾕﾘﾀﾞｲ		奈良県		北葛城郡上牧町		ささゆり台		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390221		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｺﾞｶｼｮ		奈良県		香芝市		五ケ所		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390222		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾆｼﾏﾐ		奈良県		香芝市		西真美		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390223		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾏﾐｶﾞｵｶ		奈良県		香芝市		真美ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390224		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾍﾞｯｼﾖ		奈良県		香芝市		別所		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390225		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｶﾜﾗｸﾞﾁ		奈良県		香芝市		瓦口		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390226		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｺﾞｲﾄﾞｳ		奈良県		香芝市		五位堂		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390227		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｶﾏﾀﾞ		奈良県		香芝市		鎌田		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390231		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｼﾓﾀﾞﾆｼ		奈良県		香芝市		下田西		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390232		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｼﾓﾀﾞﾋｶﾞｼ		奈良県		香芝市		下田東		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390233		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｼﾓﾀﾞ		奈良県		香芝市		下田		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390234		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｷﾂｲ		奈良県		香芝市		狐井		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390235		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾘｮｳﾌｸｼﾞ		奈良県		香芝市		良福寺		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390236		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｲｿｶﾍﾞ		奈良県		香芝市		磯壁		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390237		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｽﾐﾚﾉ		奈良県		香芝市		すみれ野		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390241		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾀｶ		奈良県		香芝市		高		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390242		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｷﾀｲﾏｲﾁ		奈良県		香芝市		北今市		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390243		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾌｼﾞﾔﾏ		奈良県		香芝市		藤山		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390244		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		香芝市		本町		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390245		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾊﾀ		奈良県		香芝市		畑		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390251		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｵｳｻｶ		奈良県		香芝市		逢坂		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390252		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｱﾅﾑｼ		奈良県		香芝市		穴虫		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390253		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾀｼﾞﾘ		奈良県		香芝市		田尻		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390254		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｾｷﾔｷﾀ		奈良県		香芝市		関屋北		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390255		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｾｷﾔ		奈良県		香芝市		関屋		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390256		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾀｶﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		香芝市		高山台		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390261		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾆﾝｼﾞ		奈良県		香芝市		尼寺		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390262		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾊｸﾎｳﾀﾞｲ		奈良県		香芝市		白鳳台		0		0		1		0		0		0

		29210		63902		6390263		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ﾋﾗﾉ		奈良県		香芝市		平野		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390264		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｲﾏｲｽﾞﾐ		奈良県		香芝市		今泉		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390265		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｶﾐﾅｶ		奈良県		香芝市		上中		0		0		0		0		0		0

		29210		63902		6390266		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ		ｱｻﾋｶﾞｵｶ		奈良県		香芝市		旭ケ丘		0		0		1		0		0		0

		29211		63902		6390271		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｶﾓﾘ		奈良県		葛城市		加守		0		0		0		0		0		0

		29211		63902		6390272		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｼﾝｻﾞｲｹ		奈良県		葛城市		新在家		0		0		0		0		0		0

		29211		63902		6390273		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｿﾒﾉ		奈良県		葛城市		染野		0		0		0		0		0		0

		29211		63902		6390274		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｲﾏｻﾞｲｹ		奈良県		葛城市		今在家		0		0		0		0		0		0

		29211		63902		6390275		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｶﾂﾈ		奈良県		葛城市		勝根		0		0		0		0		0		0

		29211		63902		6390276		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾀｲﾏ		奈良県		葛城市		當麻		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391001		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｸｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		九条町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391002		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｸｼﾞｮｳﾋﾗﾉﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		九条平野町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391003		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾀﾞｲｶﾝﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		代官町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391004		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾞｮｳﾎｸﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城北町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391005		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｳｴﾂｷﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		植槻町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391006		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾃﾝﾘﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		天理町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391007		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾅﾐｺｵﾘﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		南郡山町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391008		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾛﾉﾀﾞｲﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城の台町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391011		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾞｮｳﾅｲﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城内町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391012		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾛﾐﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城見町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391013		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｱｻﾋﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		朝日町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391014		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼｵｶﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		西岡町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391015		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾉﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		箕山町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391016		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾞｮｳﾅﾝﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城南町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391017		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾌｼﾞﾜﾗﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		藤原町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391018		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｶﾝｻﾞﾝﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		冠山町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391019		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｴｲｹｲｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		永慶寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391021		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｷﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		新木町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391022		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾄﾖｳﾗﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		豊浦町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391023		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺﾐﾅﾐﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		小南町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391024		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾅﾐｲﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		南井町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391025		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｷﾀﾆｼﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		北西町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391026		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺﾊﾞﾔｼﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		小林町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391027		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｹﾉｳﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		池之内町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391028		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾀﾅｶﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		田中町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391031		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲﾏｺﾞｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		今国府町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391032		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｹｻﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		池沢町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391033		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼｮｳﾜﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		昭和町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391034		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｶｼﾜｷﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		柏木町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391035		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾇｶﾀﾍﾞﾐﾅﾐﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		額田部南町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391036		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾇｶﾀﾍﾞﾃﾗﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		額田部寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391037		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾇｶﾀﾍﾞｷﾀﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		額田部北町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391038		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		西町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391039		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼｷﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		椎木町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391041		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾏﾝｶﾞﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		満願寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391042		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		小泉町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391043		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼﾀﾅｶﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		西田中町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391044		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳﾋｶﾞｼ		奈良県		大和郡山市		小泉町東		0		0		1		0		0		0

		29203		63911		6391045		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺﾊﾞﾔｼﾁｮｳﾆｼ		奈良県		大和郡山市		小林町西		0		0		1		0		0		0

		29203		63911		6391051		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		城町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391052		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾄｶﾞﾜﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		外川町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391053		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｾﾝﾆﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		千日町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391054		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾝﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		新町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391055		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾔﾀﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		矢田山町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391056		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｽﾞﾐﾊﾗﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		泉原町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391057		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		山田町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391058		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾔﾀﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		矢田町		0		0		0		0		0		0

		29345		63911		6391061		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ﾋｶﾞｼｱﾝﾄﾞ		奈良県		生駒郡安堵町		東安堵		0		0		0		0		0		0

		29345		63911		6391062		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ｵｶｻｷ		奈良県		生駒郡安堵町		岡崎		0		0		0		0		0		0

		29345		63911		6391063		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ｶｼﾉｷﾀﾞｲ		奈良県		生駒郡安堵町		かしの木台		0		0		1		0		0		0

		29345		63911		6391064		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ｸﾎﾞﾀ		奈良県		生駒郡安堵町		窪田		0		0		0		0		0		0

		29345		63911		6391065		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ｶｻﾒ		奈良県		生駒郡安堵町		笠目		0		0		0		0		0		0

		29345		63911		6391066		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ﾆｼｱﾝﾄﾞ		奈良県		生駒郡安堵町		西安堵		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391100		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		大和郡山市		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29345		63911		6391100		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｸﾞﾝｱﾝﾄﾞﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		生駒郡安堵町		以下に掲載がない場合		0		0		0		1		0		0

		29203		63911		6391101		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾓﾐﾂﾊｼﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		下三橋町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391102		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｶﾐﾐﾂﾊｼﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		上三橋町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391103		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		美濃庄町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391104		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲﾄﾞﾉﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		井戸野町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391105		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾊﾞﾝｼﾞｮｳﾀﾅｶﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		番匠田中町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391106		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｵｵｴﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		大江町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391107		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾜｶﾂｷﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		若槻町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391108		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾋｴﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		稗田町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391111		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｼｶﾜﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		石川町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391112		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾗﾂﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		白土町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391113		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲﾁｴﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		櫟枝町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391114		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		新庄町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391115		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾖｺﾀﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		横田町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391116		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲｽﾞｼﾁｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		伊豆七条町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391117		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾊﾞﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		番条町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391118		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾅｶｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		中城町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391119		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾊﾂｼｲﾝﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		発志院町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391121		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｽｷﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		杉町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391122		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾀﾝｺﾞﾉｼｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		丹後庄町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391123		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾂﾂｲﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		筒井町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391124		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾏﾂｶｻﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		馬司町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391125		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾊﾁｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		八条町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391126		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾔﾄﾞｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		宮堂町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391127		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾁｮｳｱﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		長安寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391131		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾉｶﾞｲﾄﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		野垣内町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391132		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾀｶﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		高田町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391133		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾀｶﾀﾞｸﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		高田口町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391134		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾔﾅｷﾞ(ﾏﾁ)		奈良県		大和郡山市		柳（町）		0		0		1		0		0		0

		29203		63911		6391135		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾃﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		天井町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391136		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾎﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		本庄町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391137		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾋｶﾞｼｵｶﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		東岡町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391138		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｵｵﾐﾔﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		大宮町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391141		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｻﾞｲﾓｸﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		材木町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391142		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾔﾀﾏﾁﾄﾞｵﾘ		奈良県		大和郡山市		矢田町通		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391143		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾝｺﾝﾔﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		新紺屋町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391144		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾄｳｾﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		洞泉寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391145		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾅﾐﾀﾞｲｸﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		南大工町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391146		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｷﾀﾀﾞｲｸﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		北大工町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391147		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｸﾙﾏﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		車町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391148		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｺﾝﾔﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		紺屋町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391149		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾄｳﾌﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		豆腐町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391150		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｻﾞｺｸﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		雑穀町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391151		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		本町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391152		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾁｬﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		茶町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391153		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼﾉｶﾞｲﾄﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		西野垣内町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391154		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾜﾀﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		綿町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391155		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲﾏｲﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		今井町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391156		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｻｶｲﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		堺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391157		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼﾝﾅｶﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		新中町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391158		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｲﾉﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		藺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391159		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾅﾗﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		奈良町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391160		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｷﾀｺｵﾘﾔﾏﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		北郡山町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391161		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｶﾝﾉﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		観音寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391162		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾋｶﾞｼﾅﾗｸﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		東奈良口町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391163		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼﾅﾗｸﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		西奈良口町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391164		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾆｼｶﾝﾉﾝｼﾞﾁｮｳ		奈良県		大和郡山市		西観音寺町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391165		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｷﾀｶｼﾞﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		北鍛冶町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391166		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾅｶｶｼﾞﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		中鍛冶町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391167		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ﾐﾅﾐｶｼﾞﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		南鍛冶町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391168		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｳｵﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		魚町		0		0		0		0		0		0

		29203		63911		6391169		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ		ｼｵﾏﾁ		奈良県		大和郡山市		塩町		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392100		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		葛城市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392101		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾋｷﾀﾞ		奈良県		葛城市		疋田		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392102		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾋｶﾞｼﾑﾛ		奈良県		葛城市		東室		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392103		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾆｼﾑﾛ		奈良県		葛城市		西室		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392111		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｶｷﾉﾓﾄ		奈良県		葛城市		柿本		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392112		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾌｴﾄﾞｳ		奈良県		葛城市		笛堂		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392113		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｷﾀﾊﾅｳﾁ		奈良県		葛城市		北花内		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392121		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｼﾑﾗ		奈良県		葛城市		新村		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392122		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾊｼﾞｶﾐ		奈良県		葛城市		薑		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392123		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｵｼﾐ		奈良県		葛城市		忍海		0		0		0		1		0		0

		29211		63921		6392123		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾐﾅﾐｼﾝﾏﾁ		奈良県		葛城市		南新町		0		0		0		1		0		0

		29211		63921		6392124		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾜｷﾀﾞ		奈良県		葛城市		脇田		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392125		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾆｼﾂｼﾞ		奈良県		葛城市		西辻		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392126		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾐﾅﾐﾊﾅｳﾁ		奈良県		葛城市		南花内		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392127		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｼﾝﾏﾁ		奈良県		葛城市		新町		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392131		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾊﾔｼﾄﾞｳ		奈良県		葛城市		林堂		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392132		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾌｴﾌｷ		奈良県		葛城市		笛吹		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392133		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｳﾒﾑﾛ		奈良県		葛城市		梅室		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392134		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾔﾏｸﾞﾁ		奈良県		葛城市		山口		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392135		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾃﾗｸﾞﾁ		奈良県		葛城市		寺口		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392136		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾋﾗｵｶ		奈良県		葛城市		平岡		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392137		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾐﾅﾐﾌｼﾞｲ		奈良県		葛城市		南藤井		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392138		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾔﾏﾀﾞ		奈良県		葛城市		山田		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392141		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾍﾞﾝﾉｼｮｳ		奈良県		葛城市		弁之庄		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392142		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｷﾀﾐﾂﾎﾞ		奈良県		葛城市		北道穂		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392143		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾐﾅﾐﾐﾂﾎﾞ		奈良県		葛城市		南道穂		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392144		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｶﾂﾗｷﾞ		奈良県		葛城市		葛木		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392145		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｵｵﾔ		奈良県		葛城市		大屋		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392146		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾅｶﾄ		奈良県		葛城市		中戸		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392147		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｼﾝｼﾞｮｳ		奈良県		葛城市		新庄		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392151		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾐﾅﾐｲﾏｲﾁ		奈良県		葛城市		南今市		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392152		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｵﾊﾞﾀｹ		奈良県		葛城市		大畑		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392153		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｵｵﾀ		奈良県		葛城市		太田		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392154		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾋｮｳｹﾞ		奈良県		葛城市		兵家		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392155		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾀｹﾉｳﾁ		奈良県		葛城市		竹内		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392161		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｷﾄﾞ		奈良県		葛城市		木戸		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392162		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ｼｬｸﾄﾞ		奈良県		葛城市		尺土		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392163		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾊﾁｶﾞﾜ		奈良県		葛城市		八川		0		0		0		0		0		0

		29211		63921		6392164		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ		ﾅｶﾞｵ		奈良県		葛城市		長尾		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392200		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		御所市		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392201		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾔﾅｷﾞﾊﾗ		奈良県		御所市		柳原		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392202		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾃﾞﾔｼｷ		奈良県		御所市		出屋敷		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392203		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｷﾀｼﾞｭｳｿ		奈良県		御所市		北十三		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392204		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾅﾐｼﾞｭｳｿ		奈良県		御所市		南十三		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392205		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼﾂｼﾞ		奈良県		御所市		東辻		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392206		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾀｹﾀﾞ		奈良県		御所市		竹田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392207		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲﾏﾝｼﾞｮｳ		奈良県		御所市		今城		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392211		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｺｸﾃﾂｺﾞｾｴｷﾏｴﾄﾞｵﾘ		奈良県		御所市		国鉄御所駅前通り		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392212		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ		奈良県		御所市		中央通り		0		0		1		0		0		0

		29208		63922		6392213		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾞﾝｸﾞｳﾁｮｳ		奈良県		御所市		神宮町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392214		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾄﾞｳｳｵﾝﾀﾅﾁｮｳ		奈良県		御所市		御堂魚棚町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392215		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼﾏﾁ		奈良県		御所市		西町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392216		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐｸﾆﾄﾞｵﾘ		奈良県		御所市		御国通り		0		0		1		0		0		0

		29208		63922		6392217		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾝﾁﾏﾁ		奈良県		御所市		新地町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392221		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｻｶｴﾏﾁ		奈良県		御所市		栄町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392222		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾛｯｹﾝﾏﾁ		奈良県		御所市		六軒町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392223		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾎﾝﾏﾁ		奈良県		御所市		本町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392224		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｻｲｶｼﾁｮｳ		奈良県		御所市		西柏町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392225		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾅｶﾎﾝﾏﾁ		奈良県		御所市		中本町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392226		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾅﾐﾅｶﾏﾁ		奈良県		御所市		南中町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392227		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼｸﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		御所市		東久保町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392228		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼｸﾎﾞﾎﾝﾏﾁ		奈良県		御所市		西久保本町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392229		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｶﾓｸﾞﾁﾁｮｳ		奈良県		御所市		鴨口町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392231		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｶｷｶﾞﾂﾎﾞﾁｮｳ		奈良県		御所市		柿ケ坪町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392232		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐｶﾄﾞﾁｮｳ		奈良県		御所市		御門町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392233		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾔｺﾏﾁ		奈良県		御所市		都町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392234		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾔﾅｷﾞﾏﾁ		奈良県		御所市		柳町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392235		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾞﾅｲﾁｮｳ		奈良県		御所市		寺内町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392236		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾀﾞｲｶﾝﾏﾁ		奈良県		御所市		代官町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392237		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼﾄﾞｵﾘ		奈良県		御所市		豊年橋通り		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392238		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｵｵﾊｼﾄﾞｵﾘ		奈良県		御所市		大橋通り		0		0		1		0		0		0

		29208		63922		6392239		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｱｻﾋﾏﾁ		奈良県		御所市		旭町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392241		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾁﾊﾗ		奈良県		御所市		茅原		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392242		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾎﾝﾏ		奈良県		御所市		本馬		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392243		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼﾃﾗﾀﾞ		奈良県		御所市		東寺田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392244		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｶｼﾊﾗ		奈良県		御所市		柏原		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392245		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲﾏｽﾞﾐ		奈良県		御所市		今住		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392246		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾊﾗﾀﾞﾆ		奈良県		御所市		原谷		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392247		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾀﾏﾃﾞ		奈良県		御所市		玉手		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392248		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ		奈良県		御所市		緑町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392251		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾄｳｹﾞ		奈良県		御所市		戸毛		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392252		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋﾉ		奈良県		御所市		樋野		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392253		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾌﾞﾝｾﾞ		奈良県		御所市		奉膳		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392254		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｺｾ		奈良県		御所市		古瀬		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392255		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｱｻﾏﾁ		奈良県		御所市		朝町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392256		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｸﾘｻｶ		奈良県		御所市		栗阪		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392257		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｵﾄﾞﾉ		奈良県		御所市		小殿		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392258		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲﾅｲﾄﾞ		奈良県		御所市		稲宿		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392261		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾛﾔﾏﾀﾞｲ		奈良県		御所市		城山台		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392262		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼﾓｯﾀ		奈良県		御所市		東持田		0		0		0		1		0		0

		29208		63922		6392262		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾓｯﾀ		奈良県		御所市		持田		0		0		0		1		0		0

		29208		63922		6392263		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾄﾘｲﾄﾞ		奈良県		御所市		鳥井戸		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392264		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲｳｶ		奈良県		御所市		五百家		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392265		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾝﾃﾞﾝ		奈良県		御所市		新田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392266		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾍｲｻｶ		奈良県		御所市		重阪		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392267		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｳﾁﾀﾆ		奈良県		御所市		内谷		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392268		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾌﾅｼﾞ		奈良県		御所市		船路		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392271		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾔﾏｴﾏﾁ		奈良県		御所市		宮前町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392272		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｻﾗｷﾞ		奈良県		御所市		蛇穴		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392273		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲｹﾉｳﾁ		奈良県		御所市		池之内		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392274		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾄﾐﾀ		奈良県		御所市		冨田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392275		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾃﾞﾊｼﾘ		奈良県		御所市		出走		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392276		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾞｮｳ		奈良県		御所市		條		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392277		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾑﾛ		奈良県		御所市		室		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392278		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ		奈良県		御所市		緑ケ丘		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392279		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲﾏﾃﾞ		奈良県		御所市		今出		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392301		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾓﾄﾏﾁ		奈良県		御所市		元町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392302		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼﾏﾂﾓﾄ		奈良県		御所市		東松本		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392303		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｽｴﾋﾛﾁｮｳ		奈良県		御所市		末広町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392304		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｵｵﾋﾛﾁｮｳ		奈良県		御所市		大広町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392305		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾁｮｳ		奈良県		御所市		柳田町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392306		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾑﾛ		奈良県		御所市		三室		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392311		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｺﾊﾞﾔｼ		奈良県		御所市		小林		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392312		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｸｼﾞﾗ		奈良県		御所市		櫛羅		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392313		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾅﾗﾊﾞﾗ		奈良県		御所市		楢原		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392314		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｻｲﾜｲﾁｮｳ		奈良県		御所市		幸町		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392315		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾐﾔﾄﾞ		奈良県		御所市		宮戸		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392316		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼﾃﾗﾀﾞ		奈良県		御所市		西寺田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392317		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾄﾖﾀﾞ		奈良県		御所市		豊田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392318		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾓﾘﾜｷ		奈良県		御所市		森脇		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392321		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾅｶﾞﾗ		奈良県		御所市		名柄		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392322		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾗ		奈良県		御所市		東名柄		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392323		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｵｲﾀﾞ		奈良県		御所市		多田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392324		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｼﾓﾉﾁｬﾔ		奈良県		御所市		下茶屋		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392325		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｻﾀﾞ		奈良県		御所市		佐田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392326		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｲﾄﾞ		奈良県		御所市		井戸		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392327		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾏｼ		奈良県		御所市		増		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392328		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｾｷﾔ		奈良県		御所市		関屋		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392331		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾅﾝｺﾞｳ		奈良県		御所市		南郷		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392332		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼﾓｯﾀ		奈良県		御所市		西持田		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392333		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾊﾔｼ		奈良県		御所市		林		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392334		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｷﾀｸﾎﾞ		奈良県		御所市		北窪		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392335		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼｷﾀｸﾎﾞ		奈良県		御所市		西北窪		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392336		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾀｶﾏ		奈良県		御所市		高天		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392337		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｺﾞｸﾗｸｼﾞ		奈良県		御所市		極楽寺		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392341		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｱｻﾂﾞﾏ		奈良県		御所市		朝妻		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392342		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｿｳﾄﾞｳ		奈良県		御所市		僧堂		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392343		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ｶﾓｶﾞﾐ		奈良県		御所市		鴨神		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392344		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾋｶﾞｼｻﾋﾞ		奈良県		御所市		東佐味		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392345		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾆｼｻﾋﾞ		奈良県		御所市		西佐味		0		0		0		0		0		0

		29208		63922		6392346		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ		ﾌｼﾐ		奈良県		御所市		伏見		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393100		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡吉野町		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393101		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾔﾏｸﾞﾁ		奈良県		吉野郡吉野町		山口		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393102		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｶﾜﾊﾗﾔ		奈良県		吉野郡吉野町		河原屋		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393102		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾂﾌﾞﾛ		奈良県		吉野郡吉野町		津風呂		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393103		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾋﾗｵ		奈良県		吉野郡吉野町		平尾		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393104		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾈﾃﾞﾗ		奈良県		吉野郡吉野町		峰寺		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393105		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾁﾏﾀ		奈良県		吉野郡吉野町		千股		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393106		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｼｶﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		志賀		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393106		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾀｷﾊﾀ		奈良県		吉野郡吉野町		滝畑		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393107		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｻｻﾗ		奈良県		吉野郡吉野町		佐々羅		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393108		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾆｼﾀﾆ		奈良県		吉野郡吉野町		西谷		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393108		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾂﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		三津		0		0		0		1		0		0

		29441		63931		6393111		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｶﾐｲﾁ		奈良県		吉野郡吉野町		上市		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393112		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾀﾁﾉ		奈良県		吉野郡吉野町		立野		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393113		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｲｲｶﾞｲ		奈良県		吉野郡吉野町		飯貝		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393114		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾀﾝｼﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		丹治		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393115		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾖｼﾉﾔﾏ		奈良県		吉野郡吉野町		吉野山		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393116		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾑﾀﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		六田		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393117		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｻｿ		奈良県		吉野郡吉野町		左曽		0		0		0		0		0		0

		29441		63931		6393118		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾊｼﾔ		奈良県		吉野郡吉野町		橋屋		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393121		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾆｼﾏｼ		奈良県		吉野郡大淀町		西増		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393122		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾅｶﾏｼ		奈良県		吉野郡大淀町		中増		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393123		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾏｼｸﾞﾁ		奈良県		吉野郡大淀町		増口		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393124		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｷﾀﾑﾀﾞ		奈良県		吉野郡大淀町		北六田		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393125		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ｷﾀﾉ		奈良県		吉野郡大淀町		北野		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393126		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾆﾉ		奈良県		吉野郡大淀町		新野		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393127		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾊﾞｻ		奈良県		吉野郡大淀町		馬佐		0		0		0		0		0		0

		29442		63931		6393128		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ		ﾋｿ		奈良県		吉野郡大淀町		比曽		0		0		0		0		0		0

		29441		63933		6393321		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾂﾁｬﾔ		奈良県		吉野郡吉野町		三茶屋		0		0		0		0		0		0

		29441		63933		6393322		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｺﾅ		奈良県		吉野郡吉野町		小名		0		0		0		0		0		0

		29441		63933		6393323		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｲﾛｳ		奈良県		吉野郡吉野町		色生		0		0		0		0		0		0

		29441		63933		6393324		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｺｳｿｸ		奈良県		吉野郡吉野町		香束		0		0		0		0		0		0

		29441		63933		6393325		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾔﾅｷﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		柳		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393431		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｼｵﾉ		奈良県		吉野郡吉野町		入野		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393432		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｸﾎﾞｶﾞｲﾄ		奈良県		吉野郡吉野町		窪垣内		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393433		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｱﾀﾗｼ		奈良県		吉野郡吉野町		新子		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393434		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｸｽﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		国栖		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393435		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾅﾐｸｽﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		南国栖		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393436		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｶｼｵ		奈良県		吉野郡吉野町		樫尾		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393437		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾅﾐｵｵﾉ		奈良県		吉野郡吉野町		南大野		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393441		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾔｼﾞ		奈良県		吉野郡吉野町		矢治		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393442		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ｷｻﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡吉野町		喜佐谷		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393443		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐﾔﾀｷ		奈良県		吉野郡吉野町		宮滝		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393444		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾐｿﾉ		奈良県		吉野郡吉野町		御園		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393445		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾅﾗｲ		奈良県		吉野郡吉野町		楢井		0		0		0		0		0		0

		29441		63934		6393446		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾖｼﾉﾁｮｳ		ﾅﾂﾐ		奈良県		吉野郡吉野町		菜摘		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393500		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡川上村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393541		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｳﾉｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡川上村		東川		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393542		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾆｼｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡川上村		西河		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393543		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｵｵﾀｷ		奈良県		吉野郡川上村		大滝		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393551		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾃﾗｵ		奈良県		吉野郡川上村		寺尾		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393552		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｷﾀｼｵﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡川上村		北塩谷		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393553		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｻｺ		奈良県		吉野郡川上村		迫		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393554		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾀｶﾊﾗ		奈良県		吉野郡川上村		高原		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393555		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｼﾗﾔ		奈良県		吉野郡川上村		白屋		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393556		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾀｶﾊﾗﾄﾞﾊﾞ		奈良県		吉野郡川上村		高原土場		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393557		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾋﾄｼﾞ		奈良県		吉野郡川上村		人知		0		0		0		0		0		0

		29452		63935		6393558		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｲﾄﾞ(ｿﾉﾀ)		奈良県		吉野郡川上村		井戸（その他）		1		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393601		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｶｼﾜｷﾞ		奈良県		吉野郡川上村		柏木		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393602		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｺｳﾀﾞｺ		奈良県		吉野郡川上村		上多古		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393603		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｷﾀﾜﾀﾞ		奈良県		吉野郡川上村		北和田		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393604		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｺｳﾀﾞﾆ		奈良県		吉野郡川上村		上谷		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393611		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｼｵﾉﾊ		奈良県		吉野郡川上村		入之波		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393612		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｵｵｻｺ		奈良県		吉野郡川上村		大迫		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393613		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｵﾊﾞﾀﾆ		奈良県		吉野郡川上村		伯母谷		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393621		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｼﾓﾀｺ		奈良県		吉野郡川上村		下多古		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393622		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｲﾄﾞ(ﾈｼﾞﾊﾞﾀ)		奈良県		吉野郡川上村		井戸（ネジ畑）		1		0		0		1		0		0

		29452		63936		6393622		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾀｷｷﾞ		奈良県		吉野郡川上村		武木		0		0		0		1		0		0

		29452		63936		6393623		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｲｶﾘ		奈良県		吉野郡川上村		井光		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393631		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｼﾗｶﾜﾄﾞ		奈良県		吉野郡川上村		白川渡		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393632		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｿｷﾞｵ		奈良県		吉野郡川上村		枌尾		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393633		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ﾅｶｵｸ		奈良県		吉野郡川上村		中奥		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393634		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｾﾄ		奈良県		吉野郡川上村		瀬戸		0		0		0		0		0		0

		29452		63936		6393635		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾜｶﾐﾑﾗ		ｺｳﾉﾀﾆ		奈良県		吉野郡川上村		神之谷		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393700		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡上北山村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393701		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｶﾜｲ		奈良県		吉野郡上北山村		河合		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393702		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｺﾄﾁ		奈良県		吉野郡上北山村		小橡		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393703		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｼﾗｶﾜ		奈良県		吉野郡上北山村		白川		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393704		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ﾆｼﾊﾗ		奈良県		吉野郡上北山村		西原		0		0		0		0		0		0

		29451		63937		6393705		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ﾋｶﾞｼﾉｶﾜ		奈良県		吉野郡上北山村		東ノ川		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393800		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡下北山村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393801		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｻﾀﾞ		奈良県		吉野郡下北山村		佐田		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393802		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｳﾗﾑｶｲ		奈良県		吉野郡下北山村		浦向		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393803		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ﾃﾗｶﾞｲﾄ		奈良県		吉野郡下北山村		寺垣内		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393804		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｲｹﾐﾈ		奈良県		吉野郡下北山村		池峰		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393805		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｶﾐｲｹﾊﾗ		奈良県		吉野郡下北山村		上池原		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393806		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｼﾓｲｹﾊﾗ		奈良県		吉野郡下北山村		下池原		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393807		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｼﾓｸﾜﾊﾗ		奈良県		吉野郡下北山村		下桑原		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393808		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｶﾐｸﾜﾊﾗ		奈良県		吉野郡下北山村		上桑原		0		0		0		0		0		0

		29450		63938		6393809		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ		ｾﾞﾝｷ		奈良県		吉野郡下北山村		前鬼		0		0		0		0		0		0

		29449		64712		6471271		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀｹﾄｳ		奈良県		吉野郡十津川村		竹筒		0		0		0		0		0		0

		29449		64715		6471581		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｺｳｶ		奈良県		吉野郡十津川村		神下		0		0		0		0		0		0

		29449		64715		6471582		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾀﾏｲｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		玉置川		0		0		0		0		0		0

		29449		64715		6471583		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ﾋｶﾞｼﾅｶ		奈良県		吉野郡十津川村		東中		0		0		0		0		0		0

		29449		64715		6471584		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾄﾂｶﾜﾑﾗ		ｶﾐｸｽﾞｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡十津川村		上葛川		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480300		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ		奈良県		吉野郡野迫川村		以下に掲載がない場合		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480301		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｲｹﾂｶﾜ		奈良県		吉野郡野迫川村		池津川		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480302		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｼｵﾝ		奈良県		吉野郡野迫川村		紫園		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480303		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾅｶﾂｶﾞﾜ		奈良県		吉野郡野迫川村		中津川		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480304		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾀﾃﾘ		奈良県		吉野郡野迫川村		立里		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480305		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｷﾀﾏﾀ		奈良県		吉野郡野迫川村		北股		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480306		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾀｲﾗ		奈良県		吉野郡野迫川村		平		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480307		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ｷﾀｲﾏﾆｼ		奈良県		吉野郡野迫川村		北今西		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480308		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾋﾉｷﾏﾀ		奈良県		吉野郡野迫川村		桧股		0		0		0		0		0		0

		29447		64803		6480309		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉｸﾞﾝﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ		ﾕﾐﾃﾊﾗ		奈良県		吉野郡野迫川村		弓手原		0		0		0		0		0		0
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奈良女子大学
Nara Women's University

システムで実現する機能を考える

実現する機能について、優先度を決める
必須、重要、後回し可 の３段階とする

マスターデータの追加、変更、削除の機能の実現は、
直接CSV形式のファイルに手を加えることで実現でき
るので後回しでもよい

在庫状況の確認は、遠隔地から携帯電話で確認でき
るのが理想だが、売主からの電話での問い合わせに
対し、販売店でPOSシステムで確認した内容を電話で
応えることができるものでもよい
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マスターデータの登録、変更、削除機能

売主マスターデータ

新たな売主のデータの登録 後回し可

売主の登録データの変更 後回し可

売主のデータの削除 後回し可

商品マスターデータ

新たな商品のデータの登録 後回し可

商品の登録データの変更 後回し可

商品のデータの削除 後回し可
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バーコードでの販売処理

販売処理

 バーコードを読み取り、商品名と金額を表示する 必須

 複数購入する場合は、個数の入力で対応できる 重要

 購入した商品の合計金額を表示する 必須

返品処理、返金処理

返品の依頼があった場合に返品と返金を行う 重要

売値の変更処理

売主からの要望で売値を変更できる 必須

商品の追加

売主が持ってきた商品を売り場に追加できる 必須
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入荷処理（開店前）

商品の入荷に際して

売値の確認、変更ができる 重要

在庫数の追加ができる 必須
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集計処理（閉店後）

閉店後のその日の売主ごとの集計処理

 商品ごとの販売数、売値、合計金額を表示する 必須

売り上げ管理

その日の売り上げと利益の合計が表示される 必須

統計処理

 その月の販売数のデータを表示する 重要

 その月の販売数の推移をグラフで表す 後回し可
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これ以外の機能を独自に追加しても構いません。
重要な機能が漏れているかも知れません。

 Python講習会の最終日までに、少なくとも必須の機能は
システムとして実現してください。

重要の機能については、時間があれば、作成してくださ
い。
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ファイルを読み込むプログラムの作成60
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ファイルの読み込み

ファイルを読み込む前に、『open』を実施します。

１行づつ読み込み、変数に代入するためには、『for』
で繰り返しを行う必要があります。

例えば、data01.csvというファイルが下のような場合
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1001,orange,80
1002,apple,120
1003,banana,100
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実行すると、果物の名前が表示されます。
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# ファイルのオープン
bcode_file = open( 'data01.txt' , 'r' )

# 変数の初期化
bcode = []
i = 0

# ファイルの内容を読み込み、二次元配列の変数に代入する
for line in bcode_file:

bcode.append( line.strip().split(',') )
print( bcode[i][1] )
i += 1
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サンプルプログラム
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# ファイルのオープン
bcode_file = open( 'data01.txt' , 'r' )

# 変数の初期化
bcode = []
i = 0
total = 0

# ファイルの内容を読み込み、二次元配列の変数に代入する
for line in bcode_file:

bcode.append( line.strip().split(',') )
print( bcode[i][1] )
i += 1

# 無限ループ
以下は次のページに続く
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サンプルプログラム（続き）
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# 無限ループ
while True:

# バーコードリーダからの入力
code = input()
print( code )
# もしバーコードの値が終了コードなら無限ループを抜ける
if code == '999':

break
else:

# data を初期化
data = [ 9999 , 'not found', 0 ]
# bcodeから同じバーコードを検索する
for line in bcode:

# 見つかったらdataにデータをセットする
if code in line:

data = line
print( 'name  ' , data[1] , 'price ' , data[2] , '円')
total += int ( data[2] )

print ( '合計金額' , total , '円' )
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時刻の取得

実行すると

と表示される
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import datetime
today = datetime.datetime.now()
print( today )
print( today.weekday() )
print( today.strftime('%Y/%m/%d') )

2016-12-22 11:39:27.742481
3
2016/12/22

月曜 0
火曜 1
水曜 2
木曜 3
金曜 4
土曜 5
日曜 6
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# ファイルのオープン
bcode_file = open( 'data01.txt' , 'r' )

# 変数の初期化
bcode = []
i = 0

# ファイルの内容を読み込み、二次元配列の変数に代入する
for line in bcode_file:

bcode.append( line.strip().split(',') )
print( bcode[i][1] )
i += 1
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本日はここまで67
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プログラミング講座のスケジュール

２日目

午前 商品の販売を行うPOSレジの作成

午後 商品の販売状況を確認するプログラムの作成

プログラムの発表会（くじ引き）
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