
部落地名総鑑.txt

北海道函館市日乃出町（清掃センター、終末処理上、廃油センター、競輪場、競

馬場、自衛隊、少年刑務所、改良住宅）

北海道函館市入舟町（斎場、墓地）

岩手県盛岡市上太田（下川原）

宮城県仙台市若林区　河原町（刑務所）、木ノ下2丁目（改良住宅）

宮城県仙台市泉区七北田（刑場跡）

宮城県仙台市青葉区　川内追廻、花壇、霊屋下

秋田県秋田市四ツ小屋

秋田県秋田市千秋矢留町5（改良住宅）

秋田県秋田市新屋栗田町12（改良住宅）

秋田県秋田市土崎港北2丁目7（改良住宅）

秋田県仙北市角館町

秋田県大館市花岡町字前田162-15（改良住宅）

秋田県仙北郡千畑町（現・秋田県仙北郡美郷町）

秋田県仙北郡中仙町（現・秋田県大仙市）（朝鮮人）（？）

山形県米沢市金池1（改良住宅）

福島県いわき市鹿島町久保袖穢

福島県会津若松市材木町（改良住宅）

福島県会津若松市涙橋（柳橋）・キリシタン塚涙橋（刑場跡、らい病人捨て場、

白山神社）

福島県河沼郡会津坂下町（白山神社、病院、馬肉）

茨城県下妻市大字長塚（ミートセンター）

茨城県水戸市三川町（ミートセンター）

茨城県新治郡玉里村大字下玉里（ミートセンター）

茨城県鹿嶋市宮中5丁目（ミートセンター）

茨城県水海道市橋本町（ミートセンター）
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栃木県小山市稲葉郷

栃木県栃木市（名前：松本）

栃木県栃木市城内町2丁目

栃木県栃木市田沼町（名前：清水）

栃木県栃木市佐野市（名前：坂本）

群馬県新田郡下原部落（現・尾島町、境町）

埼玉県北部（名前：橋本、田中）

埼玉県北足立郡上尾町原市（現・埼玉県上尾市原市）

埼玉県岩槻市箕輪（現・埼玉県さいたま市岩槻区箕輪）

埼玉県八潮市2

埼玉県狭山市富士見1

埼玉県南河原村馬見塚（現・行田市）

埼玉県和光市白子

埼玉県児玉郡児玉町児玉1300番地付近（下町）（現・埼玉県本庄市児玉町児玉）

埼玉県久喜市野久喜

埼玉県狭山市笹井

埼玉県比企郡嵐山町吉田（宗心寺）

埼玉県比企郡嵐山町越畑（城跡）

埼玉県比企郡嵐山町杉山（城跡）

埼玉県比企郡嵐山町平澤（白山社）

埼玉県比企郡嵐山町大蔵（向徳寺）

埼玉県比企郡小川町奈良梨（向徳寺）

埼玉県大里郡寄居町赤浜

埼玉県大里郡川本町本田

埼玉県入間郡毛呂山町長瀬

埼玉県比企郡鳩山町石塚

埼玉県東松山市上唐子

埼玉県熊谷市肥塚

埼玉県南埼玉郡菖浦町菖浦

埼玉県新座市中野1（跡見学園女子大学裏）（屠場）

千葉県市川市東菅野

千葉県柏市柏の葉公園付近
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千葉県松戸市幸谷

千葉県千葉市花見川区　検見川町、浪花町

千葉県千葉市稲毛区　稲毛町

千葉県東葛飾郡関宿町（名前：静）（現・千葉県野田市関宿町）

東京都台東区　浅草2～7、清川1、東浅草2、浅草橋３、蔵前1、蔵前4、寿3、上野

1、上野5、橋場1、三ノ輪2、千束2、小島1、竜泉3、柳橋2、今戸1～2、駒形1、雷

門2、（深川猿江）

東京都台東区　花川戸（靴の問屋街）

東京都墨田区　墨田3、緑4、東墨田2～3丁目（木下川）

東京都新宿区　市谷田町2、西新宿7、北新宿3、新宿4、若葉3（鮫ヶ橋）、（四谷

旭町）

東京都品川区　南品川6（ゼームス坂付近）

東京都練馬区　小竹町1、練馬4

東京都杉並区　上荻、方南、和泉1、荻窪3

東京都世田谷区　南烏山4、喜多見3

東京都足立区　千住河原町、竹の塚5、入谷6、伊興1、本木1、本木2、花畑8

東京都江戸川区　瑞江、平井、小松川、西小岩1

東京都大田区　鵜の木、雑色、羽田天神橋付近

東京都大田区　西六郷2

東京都港区　新橋4、旧網浜町（貿易センター南側）、港南

東京都港区　品川インターシティ裏あたり

東京都葛飾区　奥戸3、奥戸7、四つ木

東京都目黒区　下目黒2、自由が丘1、鷹番（？）、八雲（？）

東京都渋谷区　千駄ヶ谷5、渋谷2、恵比寿1

東京都北区　王子本町1、王子2、西ヶ丘1

東京都板橋区　南町46

東京都豊島区　東池袋2

東京都文京区　湯島3

東京都荒川区　東日暮里1、町屋6、尾久、荒川8

東京都中央区　日本橋蠣殻町、人形町3、新川

東京都国立市　谷保（谷保天満宮周辺、旧・下組地区）

東京都調布市　上石原3丁目、仙川

東京都狛江市　駒井町3丁目

東京都八王子市　中山、泉町

東京都日野市　程久保

東京都多摩市　連光寺6
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神奈川県座間市四ッ谷　

神奈川県横浜市神奈川区　菅田町

神奈川県横浜市金沢区　六浦南1、六浦町

神奈川県横浜市南区　中村、別所4丁目

神奈川県横浜市南区　別所2-30

神奈川県横浜市瀬谷区　宮沢町、卸本町、阿久和町、瀬谷町

神奈川県横浜市西区　元久保町

神奈川県横浜市金沢区　六浦南1丁目

神奈川県横浜市都筑区　牛久保

神奈川県横浜市磯子区　坂下町、馬場町、竜頭、峰町559

神奈川県横浜市栄区　東上郷町44

神奈川県横浜市緑区　白山4－3

神奈川県横浜市青葉区　元石川町、鉄町、美しが丘2

神奈川県横浜市港北区　小机町

神奈川県横浜市宮前区　馬絹、有馬

神奈川県横浜市高津区　溝口

神奈川県横浜市麻生区　栗木1、白山4（王禅寺）、上麻生3、早野

神奈川県横浜市　宮沢町、浅間町、横浜乞食谷戸

神奈川県伊勢原市　西高島平、下新倉

神奈川県伊勢原市　上粕屋

神奈川県川崎市　川崎区白石、幸区戸手4

神奈川県川崎市　麻生区白山4－3（白山神社）

神奈川県鎌倉市　今泉台、かまくらみちの沿道及び和泉川沿い

神奈川県鎌倉市　稲村が崎1－6（白山神社）

神奈川県鎌倉市　今泉3－13

神奈川県足柄下郡　箱根町湯本

神奈川県津久井郡　津久井町長竹

神奈川県秦野市　千村（せんむら）

神奈川県秦野市　曽屋

神奈川県平塚市　土屋

新潟県栃尾市山田町6番34号（改良住宅）

新潟県岩船郡神林村湯の沢

新潟県新発田市住吉町（隣保舘あり）

新潟県神林村　平林　

新潟県中条町　乙　桃崎浜

新潟県村上市　松原町

新潟県上越市　柿崎区柿崎（旧・中頸城郡柿崎町）
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新潟県上越市　北本町4丁目（白山神社、砂山太鼓店）

新潟県糸魚川市　横町（にし　村）（秋葉神社、土橋さん多数）

新潟県糸魚川市　根小屋（こじき　村）（菊岡さん多数）

新潟県三条市南四日町

福井県福井市（名前：岡本）

長野県佐久市岩村田荒宿

長野県北佐久郡浅科村（五郎兵衛新町村）（現・佐久市）

長野県飯田市松尾新井

長野県長野市大豆島

長野県安曇野市穂高町（名前：山崎）

岐阜県関市柳町

岐阜県養老郡養老町

岐阜県大垣市赤坂

岐阜県不破郡垂井町

岐阜県海津郡南濃町（現・岐阜県海津市南濃町）

岐阜県揖斐郡池田町

愛知県名古屋市東区　白壁3、葵3

愛知県名古屋市千種区　内山3

愛知県名古屋市中村区　宿跡町2、北浦町、新富町、塩池町、稲葉地町、水車

愛知県名古屋市中区　新栄1、栄2、栄5、王子

愛知県名古屋市西区　栄生3、新道1、菊井1、あし原町79、名西1、則武新町、枇

杷島、押切北部

愛知県名古屋市緑区　上汐田

愛知県名古屋市守山区　下志段味字小段、町南（瀬戸線の南側）

愛知県名古屋市熱田区　神野町、神戸町、旗屋2丁目

愛知県津島市　蛭間町弁日19

愛知県海部郡　甚目寺町栄

愛知県岡崎市　恵田町

愛知県瀬戸市　八幡台5丁目

愛知県尾張旭市　東栄町3丁目

愛知県豊橋市　向山町字水車

愛知県西尾市　行用町玄海
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愛知県岩倉市　曽野町中街道

三重県桑名市　大字上深谷部

三重県津市　愛宕町、愛宕町清原、相生町

三重県伊勢市　朝熊町

三重県名賀郡　青山町阿保（現・三重県伊賀市阿保）

三重県四日市市　寺方町、赤堀

滋賀県長浜市　千草町

滋賀県草津市　木川町、橋岡町、葦浦町

滋賀県八日市　蛇溝、野口町、御園町

滋賀県大津市　大将軍3、京町4、におの浜4、坂本6丁目、追分、坂本本町

滋賀県近江八幡市　武佐町329、末広町、八幡町、武佐町

滋賀県彦根市　平田町1118、犬方町、里根町、広野町

滋賀県甲賀郡　甲賀町大字滝855（現・滋賀県甲賀市甲賀町滝855）

滋賀県伊香郡　木之本町大字廣瀬

滋賀県東浅井郡　虎姫町大字五

滋賀県東浅井郡　虎姫町大字長田

滋賀県東浅井郡　虎姫町大字旭町

滋賀県坂田郡　米原町大字三吉（現・滋賀県米原市三吉）

滋賀県犬上郡　甲良町大字長寺

滋賀県犬上郡　甲良町大字呉竹

滋賀県犬上郡　豊郷町大字三ツ池

滋賀県愛知郡　愛知川町大字川久保（現・滋賀県愛知郡愛荘町川久保）

滋賀県愛知郡　愛知川町大字山川原（現・滋賀県愛知郡愛荘町山川原）

滋賀県愛知郡　愛東町大字梅林（現・滋賀県東近江市梅林町）

滋賀県蒲生郡　日野町大字豊田

京都府京都市北区　紫野、紫野上御輿町、紫野花ノ坊町23（楽只）

京都府京都市北区　鷹峯木ノ畑町（鷹ヶ峯）

京都府京都市北区　船岡山公園近辺、小山下総町、出雲路、千本北

京都府京都市東山区　三条大橋東3下る教業町、巽町、三条通白川橋東入6今道町

（三条）

京都府京都市上京区　柳原

京都府京都市左京区　鹿ケ谷高岸町（錦林）
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京都府京都市左京区　田中馬場町、田中玄京町、田中上柳町（養正）

京都府京都市左京区　一乗寺病ダレ、高野西開町、岡崎最勝寺町

京都府京都市左京区　八瀬北部

京都府京都市中京区　西ノ京新建町、西ノ京北小路町、西ノ京円町、油小路通二

条下る二条油小路町、西ノ京壬生（壬生）

京都府京都市中京区　西大路三条

京都府京都市下京区　小稲荷町、下之町、西之町、郷之町、上之町、川端町、東

之町、屋形町（崇仁）

京都府京都市下京区　平居町（五条楽園）

京都府京都市下京区　七条御前下る（？）

京都府京都市南区　吉祥院這登東町47、吉祥院砂ノ町（吉祥院）

京都府京都市南区　吉祥院石原東之口2

京都府京都市南区　上鳥羽山ノ本町38（山ノ本）

京都府京都市南区　久世、大築町（久世）

京都府京都市南区　菅原町、中唐戸、清井町、東九条、西九条（朝鮮人）

京都府京都市南区　東松ノ木町（不法住宅）、北松ノ木

京都府京都市伏見区　醍醐外山街道町21（辰巳）

京都府京都市伏見区　醍醐上ノ山町、醍醐南、深草大亀谷万帖敷町

京都府京都市伏見区　竹田狩賀町、深草加賀屋敷町、竹田醍醐田町（改進）

京都府京都市伏見区　竹田田中宮町（田中）

京都府京都市伏見区　竹田浄菩提院町、上鳥羽塔ノ森

京都府京都市伏見区　深草キトロ町（ダイエー藤森店北側）（？）

京都府京都市伏見区　醍醐中山町周辺（龍谷大グランド裏方面）（？）

京都府京都市伏見区　三栖町

京都府京都市伏見区　納所町

京都府京都市右京区　太秦安井二条裏町、山ノ内御堂殿町（山ノ内）

京都府京都市山科区　山ノ内御堂殿町陵ヶ岡小学校（山ノ内）、勧修寺南大日12、

御陵大津畑町

京都府京都市山科区　日ノ岡から山の方

京都府京都市西京区　桂坂周辺

京都府宇治市伊勢田町ウトロ（朝鮮人）

京都府宇治市　木幡河原、善法

京都府相楽群木津町木津清水

京都府相楽群精華町　祝園の木津川沿い

京都府綴喜郡井手町　井手の一部、段ノ下（通称：いずみ地区）

京都府八幡市六区

京都府八幡市　八幡軸(南ヶ丘)、下奈良今里

京都府乙訓郡大山崎町大山崎

京都府長岡京市開田

京都府京田辺市　三山木の一部(通称：南山)、京田辺駅の東側
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大阪府大阪市住吉区　帝塚山東5丁目（通称：住吉東駅前）、浅香（大阪市大に隣

接）、北畠、杉本（朝鮮人）、苅田、我孫子

大阪府大阪市淀川区　加島1丁目

大阪府大阪市東淀川区　西淡路1丁目～2丁目（旧称通称：日の出部落）、東中島3

丁目の一部～柴島1丁目の一部（浄水場北西側　阪急線はさんで東沿いまで）（旧

称通称：飛鳥部落）、東中島2～5丁目（通称：南方部落）、下新庄、上新庄、瑞

光、日の出

大阪府大阪市北区　中津2丁目、中崎西

大阪府大阪市北区　中津～豊崎～本庄～長柄地区（？）

大阪府大阪市浪速区　浪速東～浪速西～木津川～久保吉～塩草～大国（旧称：に

しはま）、日本橋西（関谷町、広田町）、下寺（愛染公園近く）

大阪府大阪市浪速区　浪速町（渡辺村）、西浜、大国、浪速東、浪速西、芦原、

塩草、久保吉、木津川1丁目、戎本町

大阪府大阪市西成区　北開～中開～南開～出城～長橋～鶴見橋～旭（通称：にし

なり部落）、北津守、南津守

大阪府大阪市西成区　北津守、北開、中開、南開、長橋、出城、花園北、梅南、

鶴見橋

大阪府大阪市旭区　生江3丁目（旧・生江村）、清水5丁目（旧・両国）、新森6丁

目～鶴見区緑4丁目（通称：別所）

大阪府大阪市東成区　車般若寺（？）

大阪府大阪市東住吉区　矢田全域（とくに旧・矢田富田町現矢田4丁目は密集地）、

今川

大阪府大阪市平野区　平野市町1丁目、平野市町3丁目

大阪府大阪市平野区　喜連西（市営住宅）

大阪府大阪市鶴見区　今津1丁目～2丁目（？）

大阪府大阪市西淀川区　花川（？）

大阪市此花区　西九条（？）

大阪市西区　松島（？）

大阪府羽曳野市　向野3丁目

大阪府羽曳野市　伊賀、野々、高鷲、南恵我之荘（名前：万田、万野、武田、海

 原）

大阪府羽曳野市　高鷲、向野、野

大阪府堺市　泉ヶ丘町

大阪府堺市　協和町（現・堺市堺区協和町）、八下町（現・堺市東区八下町）、

浅香山（現・堺市堺区浅香山町）、百舌鳥（現・堺市北区百舌鳥）

大阪府高石市　取石（名前：池尾、北口、沼守）

大阪府高石市　取石2丁目の全域（名前：山内）

大阪府高石市　加茂町

大阪府茨木市　豊川5丁目
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大阪府茨木市　沢良宜、西福井、中河原、道祖本、宿河原、郡山

大阪府寝屋川市国守町

大阪府藤井寺市林3丁目

大阪府大東市野崎1丁目

大阪府大東市北条3丁目

大阪府東大阪市　（長田町、荒本町）長瀬町（蛇草部落）、荒本北

大阪府八尾市　（桂町）安中町8丁目～南本町8丁目（安中部落）

大阪府泉佐野市　下瓦屋、南中樫井

大阪府和泉市　幸町

大阪府泉南市　樽井

大阪府松原市　南新町３

大阪府松原市　西大塚町

大阪府守口市　高瀬

大阪府岬町　多奈川

大阪府高槻市　芝生町

大阪府高槻市　総持寺、富田（摂津富田）、成合、上牧、大蔵司、郡家、桃園、

萩之庄5

大阪府松原市南新町2丁目

大阪府吹田市岸部光明町

大阪府豊中市　蛍ヶ池、岡町北

大阪府池田市　八王寺、桃園、呉服

大阪府吹田市　岸部中、内本町2、光明寺

大阪府島本町　水無瀬、大山崎

大阪府枚方市　牧野北町、樋之上、西禁野

兵庫県神戸市灘区　神前町2丁目

兵庫県神戸市東灘区　住吉宮町1丁目～魚崎西町4丁目

兵庫県神戸市中央区　南本町通5丁目

兵庫県神戸市中央区　中山手通8丁目、下山手通3丁目、東川崎町、元町通2

兵庫県神戸市長田区　三番町2、四番町6、一番町～七番町

兵庫県神戸市須磨区　行平町

兵庫県神戸市西区　玉津上池

兵庫県神戸市垂水区　東垂水（滝の茶屋駅）

兵庫県神戸市　神戸新川部落、神戸番長部落、丸山町、明泉寺町、長田天神町、

房王寺町、滝谷町

兵庫県芦屋市　上宮川町
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兵庫県芦屋市　朝日ケ丘の一角

兵庫県西宮市　中殿町、中須佐町、森下町、神明町、西福町、芦原町、神祇官町

兵庫県姫路市　花田町小川

兵庫県姫路市　花田町高木字山本、南駅前町100、上手野66

兵庫県姫路市　網干区福井

兵庫県尼崎市　神崎、南武庫之荘10丁目～12丁目（守部）（南武庫之荘改良住宅）

兵庫県尼崎市　水堂川向、南塚口町8丁目（旧・上ノ島）、塚口本町3丁目（墓之

前など）

兵庫県尼崎市　高田町4、武庫之荘5、戸ノ内町

兵庫県尼崎市　西立花町（今北）（今北改良住宅）

兵庫県赤穂市　有年楢原、浜市

兵庫県龍野市　誉田町広山

兵庫県龍野市　揖保町松原

兵庫県伊丹市　堀池～芦屋市上宮川～打出春日～大原

兵庫県伊丹市　中村井ノ下、桑津

兵庫県加古川市　志方

兵庫県川西市　火打、日高町1

兵庫県宝塚市　中野町

兵庫県三田市　鈴鹿

兵庫県豊岡市　山王町11

兵庫県篠山市　中野28、乾新町

兵庫県西脇市　前島

兵庫県洲本市　桑間1

兵庫県氷上郡　柏原町柏原（現・丹波市柏原町柏原）、氷上町成松（現・丹波市

氷上町成松）

奈良県奈良市　東ノ阪町（市営改良住宅所在地は川上町）、西ノ阪町、畑中町、

古市町北方、横井町、紀寺梅園町、南紀寺4丁目、八条町、杏南町、杏西町、杏町、

大安寺（？）

奈良県大和郡山市　西田中町、新町、南井町、小泉3000、小林町

奈良県生駒市　小平尾町南方

奈良県天理市　石上御経野町（御経野住宅所在地は佐味田町）、勾田町、石上町、

嘉幡町西方、庵治町

奈良県桜井市　豊田、初瀬、大福、吉備、西之宮

奈良県橿原市　大久保町、上飛騨町、川西町

奈良県大和高田市　曙町、土庫町、市場、東雲町

奈良県香芝市　鎌田（？）

奈良県五條市　五條4、牧、今井4

奈良県御所市　柏原北方、幸町、戸毛、小林、元町、室、蛇穴、栗阪 他

奈良県生駒郡　安堵町東安堵北方、三郷町立野（下之庄）、平群町若井、平群町

椿井一部

奈良県北葛城郡　河合町大字西穴闇、上牧町
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奈良県高市郡　高取町丹生谷

奈良県宇陀郡　菟田野町岩崎（現・宇陀市菟田野区岩崎）

奈良県宇陀郡　大宇陀町大字小附（現・宇陀市大宇陀区小附）、室生村大字無山

（現・宇陀市室生区無山）

奈良県磯城郡　川西町大字下永、川西町大字梅戸、桜井市大字吉備、三宅町大字

但馬、田原本町大字為川北方、田原本町笠形

奈良県磯城郡　田原本町金沢 、三宅町上但馬、川西町梅戸、川西町下永東方

奈良県大和郡　山市矢田町

奈良県吉野郡　大淀町下淵、大淀町比曽、吉野町佐々羅

和歌山県和歌山市芦原（現地名は雄松町、汐見町）

和歌山県新宮市　橋本、相筋

和歌山県御坊市　薗

和歌山県和歌山市　納定、雄松町、三沢町

和歌山県西牟婁郡　白浜町

和歌山県有田郡　広川町大字広

鳥取県鳥取市　幸町、富桑、扇町

島根県松江市　福原町、松尾町、菅田町

島根県邑智郡　大和村（現・美郷町）

岡山県（名前：景山、羽村、羽原、熱田他）

岡山県津山市（名前：杉本、加藤、小島）（御三家）、（名前：木下、岡田、水

 杉）

岡山県岡山市　富崎、久保、宿毛（西大寺地区）、神下

岡山県岡山市　旭町

岡山県岡山市　旭川東岸（平井）、清輝、富原、浜川原

岡山県岡山市　岩井、富原、神下、新道（清輝橋）、浜1丁目、網浜（桜橋）

岡山県総社市　上林

岡山県高梁市　横町

岡山県倉敷市　亀島1丁目

岡山県久米郡　中央町錦織（現・美咲町錦織）

岡山県久米郡　中央町西幸（現・美咲町西幸）

岡山県赤磐郡　瀬戸町大井
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広島県呉市　山手2丁目

広島県三次市　三次町、十日市西

広島県広島市　西区福島町（肉屋）

広島県広島市　南区稲荷町

広島県庄原市　西本町

広島県福山市瀬戸町　大字地頭分、大字山北、 大字長和

広島県福山市　山手町、奈良津町、佐波町、千田町

広島県深安郡神辺町字西中条（現・福山市神辺町字西中条）

広島県双三郡三良坂町（現・三次市三良坂町）

山口県山口市　中園町、旭通1

山口県宇部市　中山

徳島県徳島市応神町吉成字七丁原

徳島県徳島市不動地区（名前：藤原）

徳島県徳島市不動東町4丁目

徳島県徳島市北島田町3丁目

徳島県徳島市庄町5丁目

徳島県徳島市国府町芝原字神楽免

徳島県徳島市国府町延命字地蔵木

徳島県徳島市一宮町西丁

徳島県徳島市八万町寺山

徳島県徳島市新蔵町3丁目

徳島県徳島市昭和町7丁目

徳島県徳島市住吉4丁目

徳島県徳島市福島1丁目

徳島県徳島市中常三島町3丁目

徳島県徳島市北島田町2丁目～3丁目

徳島県徳島市不動東町1丁目～2丁目～3丁目～4丁目、不動本町1丁目～2丁目

徳島県徳島市応神町　吉成、東貞方

徳島県板野郡吉野町（現・阿波市）

香川県大川郡白鳥町湊（現・東かがわ市湊）

香川県高松市田村町

香川県高松市川島東町（市場バス停付近）

香川県高松市上天神町ほぼ全域
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香川県高松市前田東町（琴電西前田駅周辺）

香川県高松市鹿角町（あかつき団地）

香川県仲多度郡満濃町長尾（現・仲多度郡まんのう町長尾）

香川県さぬき市長尾西（辛立部落）

香川県高松市花園町2丁目

香川県高松市多賀町1丁目

香川県木田郡三木町鹿伏（ベルシティー裏）

香川県木田郡三木町田中（街宣バス有り）

香川県小豆郡土庄町大部

香川県小豆郡内海町橘

香川県善通寺市与北町（名前：杉田）

香川県綾歌郡国分寺町新居字野間（百福橋から西）（現・高松市国分寺町新居）

香川県香川郡香南町吉光（由佐街道）（現・高松市香南町吉光）

愛媛県松山市　朝生田、味酒町

愛媛県松山市　堀江町（大谷）、西垣生町（名前：亀井）

愛媛県松山市　正円寺2、樽味1、桑原5丁目～6丁目、食場町、高野町、日の出町、

新立町、小坂1丁目～2丁目、室町、小栗5丁目、拓川町（以上石手川沿い）

愛媛県松山市　中村、北立花町、立花町、樽味、日の出町、新立町、柳井町、湯

渡町、和泉北、市坪、古川町、余戸、垣生、小栗、土橋町、雄郡、泉町、東方町、

溝辺町、永木町、東長戸町、西長戸町などなど（？）

愛媛県北条市　別府西ノ下（名前：東本、西本）、府中

愛媛県温泉郡　重信町大字西岡（名前：笠松）（現・東温市西岡）

愛媛県西条市　樋之口

愛媛県西予市　宇和町山田

愛媛県宇和郡　鬼窪村（現・西予市宇和町）

愛媛県伊予郡　松前町大字北川原

愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬付近（？）

愛媛県西予市三瓶町あたり（？）

愛媛県西予市明浜町あたり（？）

高知県香美郡　吉川村、赤岡町（現・香南市吉川町、赤岡町）

高知県幡多郡　大方町入野万行地区（現・幡多郡黒潮町入野）

福岡県福岡市博多区　博多駅南3、博多駅南4、博多駅東2、博多駅前2、博多駅前4、

東光寺町2、諸岡3、豊2、山王2、姪浜町、千代、冷泉町2、堅粕4、那珂1、馬出

福岡県福岡市東区　多ノ津1、松島3

福岡県福岡市南区　的場1、
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福岡県福岡市中央区　舞鶴3、白金1

福岡県福岡市早良区　野芥、田隈

福岡県田川市　伊田、弓削田

福岡県中間市　岩瀬

福岡県太宰府市　通古賀1

福岡県前原市　曽根

福岡県八女市　八幡地区

福岡県柳川市　大字本城町

福岡県嘉穂郡　碓井町

福岡県田川郡　大任町、川崎町 、方城町（現・福智町）、金田町（現・福智町）、

赤村

福岡県三井郡　太刀洗町高樋

福岡県八女郡　黒木町

熊本県熊本県天草

鹿児島県鹿児島市犬迫町

鹿児島県川内市白和町

鹿児島県鹿児島市三和町

鹿児島県川内市白和町
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