
境町字里ノ内585 上小橋字長五郎分6-3 下小橋字上野602-2
境町字里ノ内586 上小橋字長五郎分7-1 下小橋字上野603-1
境町字里ノ内587 上小橋字長五郎分7-2 下小橋字上野603-2
境町字里ノ内588 上小橋字長五郎分7-3 下小橋字上野604-1
境町字里ノ内589の一部 上小橋字長五郎分7-4 下小橋字上野604-2
境町字里ノ内590の一部 上小橋字長五郎分7-5 下小橋字上野604-3
境町字里ノ内591-1 上小橋字長五郎分8-1 下小橋字上野604-4
境町字里ノ内591-2 上小橋字長五郎分8-2 下小橋字上野604-5
境町字里ノ内592 上小橋字長五郎分9-1 下小橋字上野609-3
境町字里ノ内592-1 上小橋字長五郎分9-2 下小橋字上野610-1
境町字里ノ内593 上小橋字長五郎分10-1 下小橋字上野613-1
境町字下田602-1 上小橋字長五郎分10-2 下小橋字上野614-1
境町字下田602-2 上小橋字長五郎分11 下小橋字上野615-3
境町字下田602-3 上小橋字長五郎分12-1 下小橋字上野616
境町字下田602-4 上小橋字長五郎分12-2 下小橋字上野617-1の一部
境町字下田602-5 上小橋字長五郎分15 下小橋字上野618-3の一部
境町字下田602-6 上小橋字長五郎分16-1 下小橋字上野620-1の一部
境町字下田602-7 上小橋字長五郎分16-2 下小橋字上野594-2
境町字下田602-8 上小橋字長五郎分18-1 下小橋字上野605-2
境町字下田602-9 上小橋字長五郎分18-4 下小橋字上野606-2
境町字下田602-10 上小橋字長五郎分18-5 下小橋字上野607-2
境町字下田602-11 上小橋字長五郎分19-4 下小橋字上野608-2
境町字下田602-12 上小橋字長五郎分20-1 下小橋字上野609-2
境町字下田602-13 上小橋字長五郎分20-2 下小橋字上野609-4
境町字下田604-1 上小橋字長五郎分20-3 下小橋字上野610-2
境町字下田604-2 上小橋字長五郎分20-4 下小橋字上野612-3
境町字下田604-3 上小橋字長五郎分20-10 下小橋字上野613-2
境町字下田604-4 上小橋字長五郎分20-12 下小橋字上野614-2
境町字下田604-5 上小橋字長五郎分24 下小橋字上野615-2
境町字下田604-6 上小橋字長五郎分163-6 下小橋字上野617-2
境町字下田604-7 上小橋字長五郎分163-12 下小橋字上野618-2の一部
境町字下田604-8 下小橋字上野565の一部
境町字下田604-9 下小橋字上野585の一部
境町字下田604-10 下小橋字上野586
境町字下田604-11 下小橋字上野587-1
境町字下田604-12の一部 下小橋字上野587-5
境町字下田604-13の一部 下小橋字上野587-6
境町字下田604-14 下小橋字上野588
境町字下田604-15 下小橋字上野589
境町字下田604-16 下小橋字上野590
境町字下田604-17 下小橋字上野591
境町字下田605-1 下小橋字上野592
境町字下田605-2 下小橋字上野593
境町字下田605-3 下小橋字上野594-1
境町字下田605-4 下小橋字上野594-5
境町字下田607の一部 下小橋字上野595
境町字下田608の一部 下小橋字上野596
境町字下田622の一部 下小橋字上野597
境町字下田623の一部 下小橋字上野598-1
境町字下田626の一部 下小橋字上野598-2
上小橋字長五郎分2 下小橋字上野599
上小橋字長五郎分4-1 下小橋字上野600
上小橋字長五郎分5-1 下小橋字上野601-1
上小橋字長五郎分5-2 下小橋字上野601-2
上小橋字長五郎分6-1 下小橋字上野601-3
上小橋字長五郎分6-2 下小橋字上野602-1

陽光台一丁目に設定する区域(旧地番）



境町字里ノ内589の一部 下小橋字上野576-2 下小橋字古布呂内484-2
境町字里ノ内590の一部 下小橋字上野576-3 下小橋字古布呂内484-3
境町字下田604-12の一部 下小橋字上野576-5 下小橋字古布呂内485
境町字下田604-13の一部 下小橋字上野576-6 下小橋字古布呂内486-1
境町字下田607の一部 下小橋字上野576-7 下小橋字宮久保539-1
境町字下田608の一部 下小橋字上野577-1 下小橋字宮久保539-2
境町字下田609-1 下小橋字上野577-2 下小橋字宮久保539-7
境町字下田609-2 下小橋字上野578 下小橋字宮久保539-12
境町字下田609-3 下小橋字上野579 下小橋字宮久保539-13
境町字下田609-4 下小橋字上野580 下小橋字宮久保539-14
境町字下田610 下小橋字上野581-1 下小橋字宮久保539-15
境町字下田611 下小橋字上野581-2 下小橋字宮久保539-16
境町字下田612 下小橋字上野581-3 下小橋字宮久保539-17
境町字下田613 下小橋字上野581-4 下小橋字宮久保539-18
境町字下田615-1 下小橋字上野581-5 下小橋字宮久保539-19
境町字下田615-2 下小橋字上野582-1 下小橋字宮久保539-20
境町字下田615-3 下小橋字上野582-4 下小橋字宮久保539-21
境町字下田615-4 下小橋字上野582-5 下小橋字宮久保539-22
境町字下田615-5 下小橋字上野583-1 下小橋字宮久保539-23
境町字下田617 下小橋字上野583-2 下小橋字宮久保539-24
境町字下田618 下小橋字上野583-3 下小橋字宮久保539-25
境町字下田619 下小橋字上野583-4 下小橋字宮久保539-26
境町字下田620 下小橋字上野583-5 下小橋字宮久保539-27
境町字下田621 下小橋字上野584-1 下小橋字宮久保539-28
境町字下田622の一部 下小橋字上野584-2 下小橋字宮久保539-29
境町字下田623の一部 下小橋字上野584-3 下小橋字宮久保539-30
境町字下田624 下小橋字上野584-4 下小橋字宮久保539-31
境町字下田625 下小橋字上野584-5 下小橋字宮久保539-32
境町字下田626の一部 下小橋字上野585の一部 下小橋字宮久保539-33
下小橋字長五郎分乙1 下小橋字上野617-1の一部 下小橋字宮久保539-34
下小橋字上野554-1 下小橋字上野618-3の一部 下小橋字宮久保539-35
下小橋字上野555-1 下小橋字上野619-2 下小橋字宮久保539-36
下小橋字上野555-20 下小橋字上野620-1の一部 下小橋字宮久保540-1
下小橋字上野556-14 下小橋字上野621-1 下小橋字宮久保540-3
下小橋字上野557-2 下小橋字上野623-1 下小橋字宮久保540-5
下小橋字上野558 下小橋字上野624-1 下小橋字宮久保540-6
下小橋字上野559 下小橋字上野625-1 下小橋字宮久保540-7
下小橋字上野560 下小橋字上野625-5 下小橋字宮久保540-8
下小橋字上野561 下小橋字上野626-4 下小橋字宮久保541-5
下小橋字上野562 下小橋字上野627 下小橋字宮久保541-6
下小橋字上野562-1 下小橋字上野628-1 下小橋字蝉野618-2の一部
下小橋字上野562-2 下小橋字上野629 下小橋字蝉野619-3
下小橋字上野562-3 下小橋字上野631 下小橋字蝉野620-2
下小橋字上野563 下小橋字上野631-1 下小橋字蝉野621-2
下小橋字上野564 下小橋字上野631-2 下小橋字蝉野622-2
下小橋字上野565の一部 下小橋字上野632-1 下小橋字蝉野623-2
下小橋字上野566 下小橋字上野632-2 下小橋字蝉野624-2
下小橋字上野567 下小橋字上野632-3 下小橋字蝉野625-2
下小橋字上野568 下小橋字上野632-4 下小橋字蝉野626-3
下小橋字上野569 下小橋字古布呂内476-3 下小橋字蝉野628-2
下小橋字上野570 下小橋字古布呂内477-1 下小橋字蝉野630-1
下小橋字上野570-1 下小橋字古布呂内478-1 下小橋字蝉野630-2
下小橋字上野570-2 下小橋字古布呂内479 下小橋字蝉野799-5
下小橋字上野571 下小橋字古布呂内480 下小橋字蝉野800-3
下小橋字上野572 下小橋字古布呂内481 下小橋字蝉野801-3
下小橋字上野573 下小橋字古布呂内482 下小橋字蝉野802-3
下小橋字上野574 下小橋字古布呂内482-2 下小橋字蝉野803-3
下小橋字上野575-1 下小橋字古布呂内483 下小橋字蝉野804-3
下小橋字上野575-2 下小橋字古布呂内483-2 下小橋字蝉野805-3
下小橋字上野576-1 下小橋字古布呂内484-1

陽光台二丁目に設定する区域（旧地番）


