
あ 阿井 阿江 阿尾 阿賀 阿片 阿形 阿川 阿河 阿木 阿久井 阿久沢 阿久津 阿久根 阿古 阿児 阿左美 阿佐 阿佐美 阿座上 阿世知 阿瀬 阿曽 阿蘇 阿相 阿多 阿武 阿達 阿知波 阿出川

阿藤 阿波 阿波根 阿波野 阿南 阿野 阿原 阿比留 阿彦 阿部 阿保 阿万 阿見 阿美 阿由葉 安芸 安慶名 安座間 安次富 安次嶺 安居院 安食 安喰 安代 安住 安瀬 安宅 安立 安達 安土

安積 安谷屋 安仁屋 安孫子 安彦 安蒜 安倍 安部 安良岡 安楽 安 安西 安在 安斎 安済 安生 安城 安東 安藤 安中 安念 安福 安納 安保 安間 安里 足代 足立 足達 足利

足高 小豆沢 吾郷 吾田 吾妻 我孫子 英賀 合川 合沢 合田 合羽 会川 会沢 会田 会津 会見 相井 相磯 相浦 相生 相賀 相笠 相川 相木 相坂 相崎 相沢 相島 相田 相野

相野谷 相羽 相庭 相葉 相場 相原 相星 相見 相本 相山 逢坂 逢沢 饗庭 饗場 藍沢 藍田 藍野 藍原 愛川 愛甲 愛須 愛知 愛宕 青井 青池 青石 青江 青枝 青鹿 青川

青木 青崎 青笹 青島 青田 青谷 青地 青塚 青戸 青砥 青沼 青野 青葉 青原 青松 青村 青柳 青山 赤井 赤井沢 赤池 赤石 赤石沢 赤岩 赤江 赤枝 赤尾 赤岡 赤荻 赤壁

赤上 赤川 赤木 赤城 赤倉 赤座 赤坂 赤阪 赤崎 赤迫 赤沢 赤司 赤路 赤須 赤瀬 赤楚 赤田 赤谷 赤津 赤塚 赤土 赤沼 赤根 赤野 赤羽 赤羽根 赤平 赤穂 赤星 赤堀

赤間 赤松 赤峰 赤嶺 赤山 県 上利 秋枝 秋岡 秋川 秋草 秋口 秋定 秋里 秋沢 秋田 秋田谷 秋谷 秋津 秋月 秋友 秋永 秋庭 秋野 秋葉 秋場 秋原 秋間 秋丸 秋本

秋元 秋村 秋山 秋吉 穐田 穐山 芥 芥川 圷 明 明石 明崎 明田 明田川 明地 明智 明渡 明野 明原 明松 明山 日外 浅井 浅居 浅石 浅生 浅海 浅尾 浅岡 浅香

浅賀 浅川 浅倉 浅木 浅子 浅古 浅沢 浅田 浅谷 浅沼 浅野 浅羽 浅葉 浅原 浅間 浅見 浅水 浅村 浅山 浅利 麻賀 麻生 麻田 麻野 朝 朝井 朝生 朝岡 朝香 朝賀

朝川 朝来野 朝隈 朝倉 朝田 朝妻 朝野 朝日 朝日奈 朝比奈 朝見 朝本 朝山 朝里 芦内 芦尾 芦刈 芦川 芦沢 芦田 芦高 芦立 芦谷 芦名 芦野 芦原 芦辺 芦村 味岡 味沢

鯵坂 東岩 東江 東妻 東屋 梓沢 畔上 畔蒜 畦上 畦地 渥美 厚川 厚木 厚地 厚見 厚海 熱田 熱海 跡部 後村 穴井 穴沢 穴田 穴原 穴吹 穴見 穴水 穴山 姉川 姉崎

虻川 棈松 天明 天井 天池 天貝 天笠 天川 天木 天崎 天田 天津 天沼 天野 天羽 天久 天見 天海 天宮 天本 天谷 尼岸 尼子 尼崎 甘粕 甘糟 甘田 甘利 余部 雨木

雨田 雨谷 雨堤 雨宮 雨森 網 網倉 網島 網代 網谷 網中 網野 網干 網本 飴田 飴谷 綾 綾木 綾城 綾田 綾仁 綾野 綾部 鮎貝 鮎川 鮎沢 荒 荒井 荒居 荒生

荒尾 荒岡 荒賀 荒金 荒川 荒木 荒木田 荒沢 荒島 荒瀬 荒関 荒田 荒武 荒谷 荒地 荒西 荒野 荒畑 荒原 荒船 荒堀 荒牧 荒巻 荒蒔 荒本 荒屋 荒山 新井 新居 新木

新子 新崎 新沢 新本 嵐 嵐田 在原 有井 有泉 有江 有岡 有我 有賀 有川 有木 有坂 有阪 有沢 有路 有島 有末 有園 有薗 有田 有竹 有地 有富 有留 有友 有永

有野 有原 有間 有馬 有松 有銘 有光 有村 有本 有元 有山 有吉 蟻川 淡路 粟井 粟生 粟飯原 粟川 粟国 粟沢 粟島 粟田 粟津 粟野 粟村 粟屋 い 井 井伊 井内

井浦 井尾 井岡 井貝 井垣 井形 井神 井川 井久保 井草 井口 井熊 井倉 井下田 井桁 井後 井越 井佐 井坂 井阪 井崎 井沢 井下 井島 井尻 井関 井田 井高 井谷 井塚

井筒 井手 井手上 井手口 井出 井戸 井戸川 井戸田 井戸本 井樋 井藤 井中 井波 井浪 井沼 井ノ上 井ノ口 井ノ本 井之上 井之口 井上 井野 井野口 井場 井橋 井畑 井端 井原 井深 井福

井辺 井部 井町 井村 井元 井本 井山 井脇 五百川 五百木 五百蔵 五十嵐 五十川 五十畑 五日市 伊井 伊内 伊賀 伊神 伊川 伊木 伊芸 伊熊 伊倉 伊郷 伊佐 伊佐治 伊佐野 伊佐山 伊坂

伊崎 伊沢 伊志嶺 伊敷 伊島 伊集 伊集院 伊豆 伊豆田 伊是名 伊勢 伊勢木 伊勢崎 伊勢田 伊勢谷 伊勢村 伊勢本 伊瀬 伊関 伊田 伊谷 伊丹 伊月 伊坪 伊地知 伊東 伊藤 伊奈 伊波 伊能

伊野 伊庭 伊橋 伊原 伊深 伊吹 伊福 伊部 伊牟田 伊村 伊本 伊森 伊山 伊予田 伊与木 伊与田 伊良坂 伊礼 壱岐 射場 居相 居上 居内 居林 居原田 居村 位田 以倉 衣袋 猪井

猪尾 猪岡 猪飼 猪狩 猪川 猪木 猪口 猪熊 猪子 猪越 猪崎 猪沢 猪島 猪瀬 猪田 猪谷 猪爪 猪名川 猪野 猪鼻 猪原 猪又 猪股 猪俣 猪村 猪本 猪山 藺牟田 鋳物 揖斐

飯泉 飯尾 飯岡 飯ヶ谷 飯川 飯久保 飯窪 飯倉 飯郷 飯坂 飯笹 飯沢 飯島 飯田 飯高 飯谷 飯塚 飯沼 飯野 飯浜 飯原 飯伏 飯渕 飯干 飯間 飯牟礼 飯村 飯室 飯森 飯山

飯吉 家泉 家入 家川 家崎 家城 家田 家高 家永 家原 家亦 家村 家元 家本 庵原 庵谷 筏 碇 碇谷 碇山 生井 生稲 生垣 生川 生熊 生駒 生沢 生島 生嶋 生田

生谷 生出 生野 生山 幾島 幾田 池 池井 池内 池浦 池尾 池ヶ谷 池貝 池上 池亀 池川 池側 池口 池崎 池沢 池下 池島 池嶋 池尻 池添 池田 池谷 池戸 池堂 池中

池永 池長 池西 池ノ上 池ノ内 池之上 池之内 池野 池野谷 池畑 池端 池原 池渕 池辺 池部 池松 池見 池水 池宮 池村 池本 池元 池森 池山 池脇 砂金 砂子沢 砂子田 諌山 石

石合 石井 石居 石上 石浦 石尾 石岡 石躍 石賀 石垣 石神 石亀 石川 石河 石木 石口 石倉 石榑 石黒 石毛 石郷岡 石坂 石崎 石沢 石下 石島 石嶋 石瀬 石関 石角

石曽根 石田 石館 石谷 石津 石塚 石附 石坪 石出 石戸 石堂 石床 石飛 石中 石永 石鍋 石西 石野 石野田 石場 石橋 石畑 石幡 石浜 石原 石引 石部 石掘 石巻 石松

石丸 石見 石水 石光 石嶺 石村 石元 石本 石森 石山 石和 石和久 石和田 石脇 石綿 石渡 石割 泉 泉井 泉尾 泉岡 泉川 泉崎 泉沢 泉田 泉谷 泉野 泉原 泉村 泉本

泉屋 泉山 和泉 和泉田 磯 磯井 磯江 磯岡 磯貝 磯上 磯川 磯崎 磯島 磯田 磯谷 磯野 磯辺 磯部 磯前 磯俣 磯村 磯本 磯山 磯和 礒 礒貝 礒崎 礒田 礒谷 礒野

礒辺 礒部 礒村 板井 板垣 板金 板倉 板坂 板沢 板敷 板津 板野 板場 板橋 板原 板村 板谷 板屋 板山 潮来 一井 一岩 一円 一尾 一階 一川 一木 一倉 一色 一条

一瀬 一関 一谷 一ノ瀬 一之瀬 一戸 一場 一橋 一原 一松 一丸 一宮 一村 一森 一柳 一山 一力 市 市井 市岡 市川 市木 市来 市口 市倉 市毛 市崎 市沢 市島 市瀬

市田 市谷 市塚 市東 市之瀬 市野 市野瀬 市場 市橋 市原 市丸 市村 市本 市山 檪 檪原 出雲 出田 出月 出野 出海 糸井 糸魚川 糸岡 糸賀 糸数 糸川 糸州 糸瀬 糸田

糸田川 糸谷 糸永 糸原 糸満 糸本 糸山 稲 稲井 稲泉 稲生 稲岡 稲垣 稲上 稲川 稲木 稲熊 稲毛 稲子 稲坂 稲里 稲沢 稲田 稲谷 稲地 稲津 稲塚 稲月 稲継 稲積

稲富 稲留 稲永 稲庭 稲野 稲葉 稲場 稲橋 稲畑 稲原 稲福 稲辺 稲見 稲嶺 稲村 稲本 稲元 稲森 稲山 稲吉 稲荷 犬井 犬飼 犬塚 犬童 犬伏 犬丸 犬山 乾 戌亥

狗巻 祷 茨木 荊木 指宿 今井 今井田 今泉 今池 今市 今出 今江 今枝 今尾 今岡 今川 今木 今北 今給黎 今倉 今後 今坂 今崎 今里 今沢 今島 今城 今関 今田 今滝

今谷 今津 今辻 今戸 今中 今仲 今永 今成 今西 今橋 今林 今福 今藤 今別府 今堀 今道 今宮 今村 今元 今本 今吉 芋野 入内島 入江 入川 入来 入口 入倉 入佐 入沢

入田 入谷 入野 入船 入部 入交 入村 入山 色川 岩 岩浅 岩朝 岩井 岩泉 岩尾 岩男 岩岡 岩垣 岩片 岩壁 岩上 岩川 岩木 岩城 岩切 岩口 岩国 岩倉 岩越 岩佐

岩坂 岩崎 岩沢 岩下 岩島 岩瀬 岩田 岩竹 岩立 岩楯 岩館 岩谷 岩垂 岩津 岩月 岩附 岩槻 岩坪 岩鶴 岩出 岩戸 岩名 岩永 岩波 岩浪 岩沼 岩根 岩野 岩橋 岩原

岩藤 岩渕 岩船 岩辺 岩部 岩堀 岩間 岩松 岩丸 岩見 岩宮 岩村 岩室 岩元 岩本 岩森 岩屋 岩山 岩脇 巌 祝 祝迫 祝原 印出 印藤 印南 因幡 う 右近 宇井

宇栄原 宇賀 宇賀神 宇賀田 宇賀村 宇垣 宇梶 宇川 宇佐美 宇佐見 宇沢 宇治 宇治川 宇治田 宇治山 宇敷 宇城 宇杉 宇田 宇田川 宇田津 宇多 宇多川 宇多村 宇高 宇津 宇津井 宇津木 宇津野 宇都
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宇都木 宇都宮 宇土 宇藤 宇仁 宇野 宇野沢 宇根 宇部 宇保 宇山 宇良 宇留野 卯木 卯月 卯野 有働 烏野 鵜飼 鵜川 鵜木 鵜久保 鵜沢 鵜瀬 鵜殿 鵜沼 鵜野 鵜山 上 上井

上江田 上枝 上尾 上垣 上神 上木 上北 上口 上坂 上阪 上崎 上迫 上里 上沢 上治 上芝 上島 上嶋 上杉 上住 上園 上田 上谷 上地 上津 上辻 上床 上殿 上中 上ノ原

上之園 上埜 上野 上野山 上農 上橋 上畑 上羽 上原 上東 上保 上堀 上間 上前 上松 上見 上村 上元 上本 上森 上柳 植 植岡 植垣 植川 植木 植草 植島 植杉 植田

植竹 植地 植月 植中 植並 植西 植野 植畑 植林 植原 植平 植松 植村 植元 植本 植森 植山 植和田 魚井 魚崎 魚住 魚田 魚谷 魚地 魚津 魚留 魚野 魚本 浮島 浮田

浮谷 請川 牛尾 牛木 牛久 牛久保 牛窪 牛越 牛込 牛崎 牛沢 牛島 牛嶋 牛田 牛谷 牛場 牛丸 牛村 牛山 丑久保 丑山 潮 潮田 後 後田 後呂 氏家 氏江 氏田 氏野

氏原 氏丸 氏本 臼井 臼杵 臼倉 臼田 碓井 碓氷 薄 薄井 薄木 薄田 薄葉 歌川 歌代 内 内海 内井 内ケ崎 内垣 内門 内川 内河 内木 内木場 内倉 内沢 内島 内園

内田 内館 内谷 内野 内橋 内林 内原 内堀 内間 内村 内本 内山 打川 打越 打田 打出 打矢 移川 控井 台 釆女 生形 生方 馬木 馬越 馬田 馬谷 馬詰 馬野 馬屋原

海川 海谷 海津 海野 海藤 海本 梅井 梅岡 梅垣 梅川 梅木 梅北 梅崎 梅沢 梅島 梅園 梅田 梅谷 梅津 梅野 梅林 梅原 梅宮 梅村 梅元 梅本 梅山 楳田 卜部 占部

浦 浦井 浦江 浦尾 浦岡 浦壁 浦上 浦川 浦木 浦久保 浦口 浦崎 浦沢 浦島 浦田 浦谷 浦辻 浦出 浦中 浦西 浦野 浦浜 浦原 浦辺 浦部 浦松 浦本 浦山 浦和 裏

裏垣 裏野 裏山 瓜生 瓜田 潤井 漆崎 漆谷 漆戸 漆畑 漆原 漆間 漆山 運天 え 江頭 江上 江川 江木 江草 江口 江黒 江越 江坂 江崎 江刺 江沢 江島 江尻 江城

江州 江角 江副 江添 江田 江面 江連 江戸 江戸川 江藤 江夏 江並 江波 江南 江成 江野 江波戸 江橋 江畑 江畠 江幡 江端 江花 江原 江平 江渕 江部 江間 江見 江村

江本 江守 江森 江山 江良 江里 江里口 衣斐 柄本 荏原 恵木 恵良 餌取 海老 海老沢 海老塚 海老名 海老沼 海老根 海老原 永川 栄川 栄藤 栄山 頴川 衛藤 枝 枝川 枝園 枝広

枝松 枝光 枝村 枝元 越後 越後谷 越前 越前谷 榎 榎木 榎園 榎戸 榎田 榎並 榎原 榎村 榎本 榎森 榎谷 蛯沢 蛯谷 蛯原 蝦名 胡田 夷 戎 戎井 戎子 戎谷 円

円城 円城寺 円谷 円藤 円道 塩山 遠藤 延藤 延命 お 小賀野 小笠 小笠原 小柏 小方 小形 小県 小粥 小川 小河 小上 小木 小木曽 小口 小国 小神 小椋 小栗 小郷 小越

小此木 小佐野 小山内 小座間 小坂田 小作 小沢 小曽根 小田 小田垣 小田川 小田切 小田桐 小田口 小田倉 小田島 小田嶋 小田原 小田部 小田中 小田村 小田山 小津 小名 小那覇 小中 小野 小野木 小野口 小野坂

小野崎 小野里 小野沢 小野島 小野瀬 小野田 小野塚 小野寺 小野村 小野山 小袋 小尾 小日向 小比賀 小武内 小渕 小保方 小俣 小美野 小美濃 小見 小谷野 小宅 小山田 小禄 小渡 麻植 尾井 尾家 尾池

尾垣 尾方 尾形 尾上 尾川 尾木 尾久 尾口 尾越 尾坂 尾崎 尾迫 尾沢 尾下 尾島 尾嶋 尾城 尾尻 尾瀬 尾関 尾添 尾田 尾高 尾竹 尾立 尾谷 尾辻 尾中 尾縄 尾西

尾沼 尾野 尾畑 尾花 尾鼻 尾林 尾原 尾藤 尾前 尾又 尾松 尾見 尾道 尾村 尾本 尾屋 尾山 尾脇 尾張 緒方 越知 越智 御田 隠岐 織方 織田 織 織戸 織原 織部

織茂 織本 及川 生越 生杉 生地 生沼 老川 老田 老沼 老原 老松 追川 追立 追分 笈川 笈田 笈沼 大阿久 大麻 大網 大井 大井川 大家 大池 大石 大泉 大岩 大上 大植

大内 大海 大浦 大江 大枝 大岡 大音 大賀 大鹿 大鋸 大貝 大柿 大垣 大形 大勝 大金 大鐘 大釜 大神 大亀 大川 大川内 大川原 大河 大河原 大神田 大木 大木戸 大喜多 大宜見

大岸 大北 大久保 大草 大艸 大串 大櫛 大楠 大口 大国 大窪 大熊 大隈 大倉 大蔵 大栗 大桑 大胡 大庫 大河内 大越 大社 大坂 大崎 大作 大笹 大里 大沢 大治 大路

大汐 大塩 大志田 大信田 大下 大重 大芝 大柴 大島 大嶋 大城 大須賀 大図 大菅 大杉 大角 大住 大隅 大瀬 大瀬戸 大関 大迫 大曽根 大園 大薗 大田 大田原 大多 大多和 大高

大滝 大竹 大武 大岳 大谷 大館 大段 大津 大津留 大杖 大塚 大月 大槻 大辻 大坪 大手 大出 大寺 大戸 大徳 大利 大歳 大富 大友 大伴 大鳥 大中 大仲 大永 大長

大成 大西 大貫 大沼 大根 大根田 大野 大野木 大庭 大場 大橋 大畑 大畠 大花 大浜 大林 大原 大比賀 大日方 大日向 大東 大平 大藤 大部 大渕 大保 大星 大堀 大間 大間知

大前 大町 大見 大見謝 大道 大湊 大宮 大南 大嶺 大牟田 大牟礼 大向 大村 大室 大本 大元 大桃 大森 大盛 大八木 大矢 大宅 大屋 大安 大柳 大薮 大山 大湯 大吉 大類

大和久 大和田 大輪 大脇 大鷲 大湾 太田 太田垣 太田黒 太田原 多 近江 扇田 扇谷 岡 岡井 岡入 岡上 岡内 岡尾 岡垣 岡川 岡口 岡倉 岡坂 岡崎 岡沢 岡治 岡下 岡島

岡嶋 岡添 岡田 岡谷 岡地 岡戸 岡留 岡西 岡庭 岡根 岡野 岡橋 岡畑 岡鼻 岡林 岡原 岡久 岡藤 岡部 岡辺 岡前 岡松 岡見 岡村 岡室 岡本 岡元 岡森 岡安 岡山

陵本 沖 沖浦 沖口 沖崎 沖島 沖田 沖津 沖中 沖永 沖野 沖原 沖見 沖村 沖本 沖元 沖山 置田 興津 興山 翁長 荻 荻生 荻久保 荻島 荻須 荻田 荻堂 荻野 荻原

荻村 荻本 荻山 奥 奥秋 奥井 奥居 奥泉 奥内 奥尾 奥垣内 奥上 奥川 奥沢 奥島 奥嶋 奥園 奥住 奥田 奥平 奥谷 奥地 奥津 奥出 奥寺 奥富 奥中 奥永 奥長 奥西

奥貫 奥野 奥埜 奥畑 奥浜 奥林 奥原 奥間 奥宮 奥村 奥本 奥山 奥脇 桶川 桶田 桶谷 桶本 筬島 長 長田 長内 長船 長部 納 押井 押尾 押川 押木 押切 押久保

押田 押谷 押立 押野 押部 押見 押味 押本 押元 押山 忍田 忍足 落合 落海 乙川 乙黒 乙田 乙武 乙咩 乙幡 乙部 乙間 音川 音喜多 音在 音田 音地 音無 音野 女屋

鬼木 鬼沢 鬼島 鬼束 鬼塚 鬼丸 斧 斧田 斧原 帯金 帯川 帯谷 面川 面田 面谷 面屋 表 表西 面原 親川 親泊 親富祖 折井 折居 折尾 折笠 折口 折田 折谷 折戸

折野 折橋 折原 折目 折茂 折本 折山 恩田 恩地 恩知 恩智 恩塚 陰地 か 可知 可児 加井 加々美 加々見 加賀 加賀田 加賀美 加賀見 加賀屋 加賀谷 加賀山 加数 加川 加来 加倉井

加古 加古川 加護 加治 加治木 加治屋 加島 加嶋 加世田 加瀬 加勢 加曽利 加田 加地 加知 加戸 加登 加東 加藤 加藤木 加堂 加野 加納 加畑 加部 加美 加美山 加村 加茂 加茂川

加本 加森 加門 加山 甲斐 甲斐田 甲藤 甲 佳山 香川 香西 香島 香田 香月 香取 香村 香山 蚊野 鹿内 鹿倉 鹿児島 鹿志村 鹿島 鹿嶋 鹿島田 鹿田 鹿取 鹿沼 鹿子木 鹿又

嘉悦 嘉数 嘉瀬 嘉勢 嘉手苅 嘉手川 嘉戸 嘉藤 嘉納 嘉村 嘉本 嘉門 嘉山 嘉陽 賀川 賀来 賀茂 賀本 賀屋 鍛治 鍛治田 鍛治谷 我喜屋 我謝 貝川 貝瀬 貝田 貝塚 貝沼 貝野

貝原 貝渕 貝本 貝山 海江田 海崎 海下 海瀬 海田 海東 海沼 海原 海辺 海部 海保 海宝 皆藤 改正 改田 改発 開田 開発 楓 各務 鏡 鏡堂 鏡原 鏡味 柿内 柿木

柿崎 柿沢 柿島 柿田 柿谷 柿沼 柿葉 柿花 柿原 柿元 柿本 柿山 垣内 垣尾 垣崎 垣下 垣田 垣谷 垣端 垣花 垣見 垣本 書上 蠣崎 鍵 鍵岡 鍵田 鍵谷 鍵本 鍵山

鍵和田 角井 角江 角尾 角口 角木 角沢 角島 角田 角谷 角戸 角藤 角畑 角間 角丸 角元 角本 角脇 覚道 覚張 覚前 郭 掛井 掛川 掛谷 掛橋 掛水 筧 梯 桟

懸川 景井 景山 影井 影浦 影山 陰山 蔭山 栫 籠島 籠谷 籠宮 籠本 笠井 笠尾 笠岡 笠川 笠木 笠置 笠倉 笠島 笠嶋 笠谷 笠野 笠原 笠間 笠松 笠村 柏 柏井

柏尾 柏岡 柏木 柏倉 柏崎 柏瀬 柏田 柏谷 柏野 柏葉 柏原 柏村 柏本 柏山 樫井 樫尾 樫木 樫田 樫谷 樫根 樫原 樫村 樫元 樫本 樫山 梶 梶井 梶浦 梶尾 梶岡

梶川 梶木 梶田 梶谷 梶塚 梶並 梶野 梶原 梶間 梶丸 梶村 梶本 梶屋 梶山 粕川 粕谷 春日 春日井 計盛 数井 数田 数野 数見 糟谷 綛田 綛谷 風神 風戸 風野 風早
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風間 風巻 風祭 風見 風本 片井 片石 片江 片尾 片岡 片貝 片上 片川 片木 片岸 片桐 片倉 片島 片瀬 片田 片庭 片根 片野 片原 片平 片渕 片見 片村 片本 片柳

片山 片寄 形山 堅田 堅山 勝 勝井 勝浦 勝岡 勝川 勝木 勝倉 勝島 勝瀬 勝田 勝谷 勝沼 勝野 勝畑 勝原 勝部 勝間 勝間田 勝又 勝亦 勝俣 勝股 勝見 勝村 勝目

勝元 勝本 勝矢 勝山 桂 桂井 桂川 桂木 桂田 桂山 葛井 葛城 葛西 葛山 門 門井 門内 門岡 門川 門口 門倉 門坂 門田 門谷 門永 門西 門野 門林 門巻 門松

門屋 門脇 廉沢 要 金井 金石 金泉 金岩 金内 金海 金尾 金岡 金川 金木 金久保 金倉 金子 金児 金坂 金崎 金指 金刺 金沢 金重 金島 金城 金杉 金住 金田 金高

金谷 金地 金津 金塚 金次 金戸 金藤 金成 金野 金橋 金林 金原 金平 金巻 金桝 金松 金丸 金光 金宮 金村 金元 金本 金森 金盛 金屋 金安 金山 金行 金輪 蟹江

蟹沢 蟹谷 兼久保 兼子 兼坂 兼重 兼島 兼城 兼田 兼高 兼近 兼次 兼平 兼松 兼光 兼元 兼本 兼森 兼安 兼山 印牧 鐘ヶ江 叶 叶内 椛沢 椛島 樺沢 樺島 樺山 蕪木

株木 鏑木 壁谷 蒲 蒲生 蒲池 蒲沢 蒲田 蒲谷 蒲原 釜井 釜石 釜口 釜坂 釜崎 釜田 釜谷 釜中 釜野 釜本 鎌屋 鎌形 鎌苅 鎌倉 鎌田 鎌滝 鎌谷 鎌塚 鎌野 上石

上市 上浦 上江 上江州 上岡 上加世田 上垣内 上川 上久保 上倉 上条 上城 上代 上瀬 上玉利 上水流 上月 上鶴 上手 上出 上遠野 上堂園 上西 上沼 上根 上林 上平 上別府 上屋 上山

上領 紙田 紙谷 紙野 神 神内 神尾 神岡 神垣 神川 神木 神子 神坂 神先 神崎 神作 神里 神沢 神下 神島 神園 神薗 神田 神谷 神津 神出 神頭 神永 神長 神成

神野 神林 神原 神藤 神戸 神辺 神部 神前 神村 神元 神本 神山 神吉 亀井 亀石 亀尾 亀岡 亀ヶ谷 亀川 亀崎 亀沢 亀島 亀田 亀谷 亀野 亀村 亀本 亀山 亀和田 鴨居

鴨川 鴨志田 鴨下 鴨田 鴨谷 鴨野 掃部 茅島 茅場 茅原 萱島 萱沼 萱野 萱場 萱原 萱森 粥川 辛島 柄沢 柄谷 唐鎌 唐川 唐木 唐木田 唐崎 唐沢 唐島 唐田 唐津 唐渡

唐橋 刈込 刈田 刈谷 刈部 刈屋 苅込 苅田 苅谷 苅野 苅部 狩集 狩野 狩場 狩俣 狩谷 雁金 雁木 雁野 雁部 軽部 川 川合 川相 川井 川井田 川内 川浦 川江 川尾

川岡 川勝 川上 川喜田 川喜多 川岸 川北 川久保 川楠 川口 川窪 川越 川坂 川阪 川崎 川路 川下 川島 川嶋 川尻 川角 川澄 川隅 川瀬 川副 川添 川染 川田 川谷 川竹

川地 川津 川面 川手 川出 川戸 川名 川中 川鍋 川並 川波 川浪 川西 川根 川野 川野辺 川橋 川畑 川畠 川幡 川端 川原 川原田 川東 川久 川人 川平 川渕 川緑 川辺

川部 川真田 川又 川俣 川股 川見 川満 川南 川向 川村 川元 川本 川森 川山 川和田 川脇 河 河合 河井 河内 河上 河木 河岸 河北 河口 河西 河崎 河下 河島 河嶋

河尻 河角 河瀬 河添 河田 河谷 河地 河知 河津 河出 河戸 河東 河藤 河中 河鍋 河南 河端 河原 河原崎 河原田 河原林 河辺 河部 河又 河村 河本 河盛 瓦井 瓦谷 瓦林

管家 管 管野 完山 勘田 き 木内 木浦 木岡 木賀 木上 木川 木口 木越 木佐 木佐貫 木崎 木沢 木皿 木島 木嶋 木瀬 木曽 木田 木多 木立 木谷 木地 木津 木塚

木次 木寺 木戸 木戸口 木所 木寅 木名瀬 木梨 木南 木ノ内 木ノ下 木之下 木下 木野 木野内 木場 木幡 木林 木原 木平 木藤 木船 木部 木全 木俣 木村 木元 木本 木屋 木山

木和田 木脇 紀 紀井 紀田 紀平 紀野 紀本 来島 来住 来田 来山 気賀沢 気谷 鬼追 鬼頭 鬼原 亀卦川 亀甲 城戸口 城所 貴志 貴島 貴田 喜井 喜入 喜島 喜舎場 喜瀬 喜田

喜多 喜多尾 喜多川 喜多見 喜多村 喜多山 喜納 喜村 喜屋武 喜代田 樹下 宜保 儀間 黄川田 菊井 菊入 菊岡 菊川 菊崎 菊沢 菊島 菊田 菊谷 菊池 菊地 菊永 菊野 菊原 菊間 菊本

菊山 私市 岸 岸井 岸岡 岸上 岸川 岸沢 岸下 岸添 岸田 岸谷 岸中 岸波 岸野 岸原 岸部 岸前 岸村 岸元 岸本 岸良 岸和田 北 北井 北池 北上 北内 北浦 北江

北尾 北岡 北垣 北垣内 北風 北角 北方 北川 北河 北側 北木 北岸 北久保 北口 北国 北小路 北郷 北坂 北崎 北迫 北里 北沢 北芝 北島 北嶋 北代 北住 北瀬 北添 北園

北田 北館 北谷 北地 北辻 北爪 北詰 北出 北殿 北中 北西 北之坊 北野 北埜 北橋 北畑 北畠 北端 北浜 北林 北原 北平 北堀 北前 北見 北村 北邑 北邨 北本 北森

北山 北吉 北脇 吉瀬 吉備 吉良 橘内 橘川 橘高 橘田 衣笠 衣川 衣本 絹川 絹田 絹谷 絹村 絹山 杵渕 君島 君塚 君野 君和田 肝付 清 清井 清浦 清岡 清川 清崎

清沢 清重 清島 清末 清住 清瀬 清田 清滝 清谷 清塚 清遠 清永 清野 清原 清藤 清見 清宮 清村 清本 清山 許田 京井 京極 京田 京谷 京野 京見 京村 京本 京山

行徳 刑部 切石 桐井 桐石 桐生 桐ヶ谷 桐沢 桐島 桐田 桐竹 桐谷 桐野 桐畑 桐原 桐村 桐本 桐山 金銅 く 九鬼 九里 久我 久賀 久貝 久木田 久木野 久木元 久家 久郷

久志 久志堅 久志木 久次米 久慈 久下 久代 久須美 久世 久津間 久津輪 久手堅 久野木 久能 久能木 久納 久場 久原 久保 久保井 久保木 久保島 久保園 久保田 久保谷 久保寺 久保野 久保村 久保山 久堀

久万 久間 久間田 久米 久米川 久米村 久門 久礼 久留 久留島 久留米 工藤 公文 日下 日下部 日馬 空閑 具志 具志堅 釘岡 釘宮 釘本 草ヶ谷 草開 草壁 草刈 草苅 草川 草木 草島

草田 草地 草薙 草野 草場 草深 草間 草本 草柳 串田 櫛田 櫛野 櫛橋 櫛引 櫛部 櫛山 鯨井 鯨岡 楠 楠井 楠川 楠木 楠瀬 楠田 楠根 楠野 楠葉 楠原 楠見 楠目

楠元 楠本 楠山 葛生 葛岡 葛川 葛谷 葛野 葛原 葛目 葛本 葛和 百済 朽木 口野 口村 怱那 沓掛 沓沢 沓名 轡田 国 国井 国枝 国岡 国方 国崎 国定 国貞 国沢

国重 国島 国田 国武 国谷 国藤 国富 国友 国中 国仲 国信 国広 国弘 国政 国松 国見 国光 国宗 国村 国元 国本 国安 国吉 功刀 㓛刀 椚 窪 窪内 窪川 窪木

窪島 窪田 窪谷 窪寺 窪野 窪山 熊井 熊岡 熊谷 熊川 熊木 熊切 熊倉 熊坂 熊崎 熊沢 熊代 熊田 熊野 熊見 熊本 隈下 隈部 隈元 隈本 汲田 粂 粂井 粂川 粂田

粂原 雲井 雲北 倉 倉井 倉石 倉内 倉岡 倉垣 倉方 倉金 倉上 倉川 倉木 倉崎 倉沢 倉茂 倉重 倉繁 倉品 倉科 倉島 倉嶋 倉田 倉谷 倉知 倉地 倉津 倉富 倉永

倉野 倉橋 倉林 倉原 倉部 倉又 倉光 倉持 倉元 倉本 椋本 蔵 蔵方 蔵重 蔵下 蔵田 蔵谷 蔵野 蔵前 蔵持 蔵元 蔵本 鞍作 栗岩 栗生 栗尾 栗岡 栗川 栗木 栗城

栗崎 栗下 栗島 栗須 栗栖 栗巣 栗田 栗谷 栗野 栗橋 栗林 栗原 栗村 栗本 栗谷川 栗山 厨川 来栖 来間 車 車崎 車田 車谷 楜沢 呉 呉島 呉竹 呉地 呉原 呉村

呉本 呉屋 呉山 紅林 榑林 畔柳 黒尼 黒井 黒石 黒岩 黒江 黒岡 黒金 黒川 黒河 黒木 黒子 黒河内 黒坂 黒崎 黒沢 黒島 黒須 黒住 黒瀬 黒田 黒滝 黒谷 黒津 黒沼

黒野 黒羽 黒原 黒部 黒松 黒宮 黒本 黒柳 桒田 桒原 桑江 桑岡 桑木 桑崎 桑沢 桑島 桑田 桑谷 桑地 桑名 桑野 桑波田 桑畑 桑原 桑村 桑本 桑山 鍬田 軍司 郡司

け 毛塚 毛谷村 芥子 計良 解良 癸生川 下司 慶田 慶野 結束 見城 見目 剣持 剣山 劔持 釼持 堅正 堅物 玄田 玄番 源田 源内 こ 小圷 小穴 小網 小井 小井土 小井戸

小石 小石川 小池 小泉 小磯 小板橋 小市 小出 小糸 小岩 小岩井 小浦 小枝 小鍛治 小貝 小海 小梶 小勝 小門 小金 小金井 小金沢 小金丸 小亀 小河原 小岸 小北 小久保 小串 小熊

小倉 小暮 小黒 小佐 小財 小坂 小坂井 小棹 小坂根 小阪 小酒井 小堺 小崎 小桜 小笹 小猿 小塩 小鹿 小芝 小柴 小島 小嶋 小清水 小城 小須田 小杉 小菅 小管 小角 小瀬

小関 小園 小薗 小太刀 小鯛 小平 小高 小鷹 小滝 小竹 小館 小谷 小玉 小段 小塚 小堤 小手川 小寺 小堂 小土井 小仲 小永 小長井 小南 小西 小貫 小沼 小長谷 小羽根 小波津

小橋 小萩 小畑 小畠 小幡 小塙 小浜 小早川 小林 小原 小張 小針 小檜山 小東 小吹 小藤 小鮒 小船 小堀 小間 小前 小牧 小巻 小町 小松 小松崎 小松沢 小松田 小松原 小丸
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小見山 小溝 小湊 小峰 小嶺 小峯 小宮 小宮山 小牟田 小牟礼 小向 小村 小室 小森 小森谷 小守 小八木 小谷内 小谷田 小谷津 小屋 小安 小柳 小薮 小山 小堀川 小吉 小和田 小脇 小栄

子安 子守 木暮 木庭 古泉 古宇田 古賀 古我知 古閑 古結 古郷 古座 古謝 古城 古関 古田島 古田土 古大工 古平 古高 古寺 古東 古西 古波蔵 古波津 古俣 古見 古味 古村 古茂田

古谷野 児島 古嶋 児玉 児山 胡内 湖城 湖山 狐塚 伍堂 五井 五木田 五島 五嶋 五条 五代 五反田 五藤 五味 五味渕 五明 牛腸 後上 後閑 後藤 後藤田 後間 後町 鯉谷 鯉沼

鯉渕 甲賀 甲田 甲谷 甲野 向上 向後 向当 光明 交告 上妻 幸喜 幸田 幸地 幸野 幸村 幸山 河野 香坂 好田 好野 孝橋 神志那 神代 神月 高 高坂 高阪 高祖 高妻

高麗 高良 高力 紅露 興梠 鴻池 鴻上 鴻巣 鴻野 鴻原 纐纈 郷 郷上 郷家 郷古 郷田 郷原 郷間 肥塚 肥沼 郡司 郡山 糀 糀本 国生 国場 国府 国府方 国府田 国分

国保 国米 国領 越 越井 越川 越田 越塚 越中 越野 越原 越部 越水 越村 越本 越山 腰越 腰塚 輿石 輿水 琴浦 寿 粉川 駒 駒井 駒形 駒川 駒木 駒木根 駒崎

駒沢 駒田 駒谷 駒野 駒場 駒宮 駒村 込山 菰池 菰田 薦田 是枝 是川 是沢 是永 是松 頃安 今 今野 近 近藤 近内 昆 昆田 昆野 紺田 紺野 紺谷 紺屋 誉田

権田 権藤 権野 さ 左宇田 左海 左川 左古 左向 左近 左納 佐井 佐賀 佐方 佐上 佐川 佐嘉真 佐京 佐久川 佐久田 佐久間 佐久本 佐倉 佐古 佐古田 佐光 佐合 佐近 佐々 佐々井

佐々岡 佐々木 佐々田 佐々野 佐々本 佐治 佐島 佐生 佐瀬 佐宗 佐田 佐多 佐竹 佐武 佐谷 佐塚 佐土原 佐渡 佐渡山 佐藤 佐名木 佐内 佐中 佐波 佐貫 佐納 佐野 佐橋 佐原 佐分利

佐伯 佐保 佐俣 佐村 佐本 佐山 佐用 佐和田 佐脇 相模 相良 相楽 五月女 早乙女 早苗 狭川 嵯峨 嵯峨根 嵯峨山 座波 座間 座間味 才木 才田 才野 西海 西郷 西条 西條 西明

細木 最首 税所 雑賀 在間 財前 財津 財部 財間 斎 斎川 斎木 斎賀 斎田 斎藤 斉賀 斉野 斉部 犀川 材木 坂 坂井 坂入 坂内 坂上 坂川 坂尾 坂岡 坂木 坂口

坂倉 坂崎 坂下 坂尻 坂田 坂谷 坂地 坂爪 坂詰 坂手 坂戸 坂中 坂梨 坂西 坂庭 坂根 坂野 坂場 坂原 坂平 坂部 坂間 坂牧 坂巻 坂村 坂元 坂本 坂山 坂寄 阪

阪井 阪井田 阪上 阪岡 阪口 阪倉 阪下 阪尻 阪田 阪谷 阪中 阪根 阪野 阪部 阪村 阪元 阪本 酒井 酒匂 酒向 酒瀬川 酒田 酒谷 酒巻 酒見 酒元 酒本 酒寄 堺 堺谷

境 境田 境野 栄 栄井 栄田 榊 榊田 榊原 榊山 匂坂 逆井 逆瀬川 先川 先田 先山 崎 崎川 崎田 崎浜 崎原 崎間 崎村 崎元 崎本 崎山 鷺 鷺谷 鷺森 作左部

作田 作野 作間 作本 作山 桜井 桜岡 桜川 桜木 桜沢 桜田 桜谷 桜庭 桜間 桜本 桜山 笹 笹井 笹内 笹生 笹尾 笹岡 笹川 笹木 笹倉 笹子 笹崎 笹島 笹田 笹谷

笹沼 笹野 笹原 笹部 笹間 笹目 笹村 笹本 笹森 笹山 捧 雀部 篠子 指田 指原 流石 定井 定岡 定方 定金 定久 定本 定森 貞 貞方 貞包 貞弘 貞光 貞本 薩摩

里 里井 里内 里川 里田 里中 里深 里見 里村 里山 里吉 実方 実松 鯖戸 真川 真田 鮫島 寒川 寒河江 更谷 皿井 皿谷 猿田 猿谷 猿橋 猿丸 猿山 猿渡 沢 沢井

沢池 沢江 沢木 沢口 沢崎 沢田 沢竹 沢谷 沢中 沢野 沢登 沢畑 沢畠 沢原 沢藤 沢辺 沢部 沢水 沢村 沢本 沢柳 沢山 椹木 三枝 三箇 三五 三条 三条場 三東 三波

三埜 三部 三瓶 山東 山藤 山門 讃井 讃岐 桟敷 残間 し 四条 至田 司馬 清水 斯波 冷水 紫藤 志賀 志方 志垣 志鎌 志岐 志喜屋 志倉 志沢 志田 志知 志築 志藤

志野 志摩 志満 志水 志村 志茂 志本 執行 慈幸 次山 治部 治村 地引 地曳 椎木 椎名 椎野 椎葉 椎橋 椎原 椎谷 椎屋 汐崎 汐田 汐見 塩 塩飽 塩井 塩入 塩貝

塩川 塩釜 塩木 塩坂 塩崎 塩沢 塩路 塩島 塩尻 塩田 塩谷 塩津 塩塚 塩月 塩出 塩野 塩野谷 塩浜 塩原 塩見 塩満 塩村 塩本 塩屋 塩脇 潮崎 潮屋 潮平 潮見 鹿谷

鹿野 鹿浜 鹿間 鹿本 鹿山 式田 敷田 識名 鴫原 直原 茂 茂垣 茂田 茂野 茂原 茂森 茂山 重 重枝 重岡 重里 重田 重谷 重藤 重富 重留 重永 重成 重野 重信

重原 重久 重政 重松 重見 重光 重村 重本 重森 重盛 重山 重吉 滋野 繁岡 繁田 宍倉 宍戸 静 静永 静間 鎮目 設楽 実 実川 実野 実原 七条 七田 七野 七里

品川 品田 品山 篠 篠木 篠崎 篠沢 篠島 篠田 篠塚 篠原 篠部 篠宮 篠本 篠山 芝 芝池 芝岡 芝崎 芝田 芝谷 芝地 芝野 芝軒 芝原 芝村 芝本 芝山 柴 柴尾

柴垣 柴崎 柴坂 柴田 柴谷 柴沼 柴野 柴原 柴村 柴本 柴山 渋井 渋江 渋川 渋木 渋沢 渋田 渋谷 島 島井 島居 島内 島浦 島尾 島岡 島方 島上 島川 島口 島倉

島崎 島沢 島下 島尻 島末 島瀬 島田 島谷 島津 島名 島中 島貫 島根 島ノ江 島野 島林 島原 島袋 島村 島本 島吉 島脇 嶋 嶋田 嶋津 嶋中 嶋村 〆木 〆野 下

下井 下家 下市 下浦 下江 下尾 下岡 下垣 下垣内 下門 下川 下川原 下河 下岸 下口 下倉 下坂 下崎 下迫 下里 下郷 下沢 下重 下島 下条 下城 下瀬 下園 下薗 下田

下田平 下館 下谷 下地 下津 下辻 下妻 下鶴 下出 下斗米 下問 下鳥 下中 下永 下西 下野 下農 下橋 下林 下原 下平 下部 下間 下前 下牧 下町 下道 下宮 下向 下村

下元 下本 下森 下山 下山田 下良 下脇 霜越 霜島 霜田 霜出 霜鳥 霜野 霜村 社本 謝花 周東 十文字 宿谷 宿野 小路 軸丸 春藤 正司 正路 正田 正野 正山 正楽 正力

庄子 庄司 庄路 庄田 庄内 庄野 庄村 庄本 庄山 菖蒲 醤野 荘司 東海林 上甲 上段 丈野 城 城井 城市 城内 城尾 城川 城倉 城崎 城下 城島 城田 城谷 城戸 城野

城間 城村 城本 城森 城山 代田 白井 白石 白岩 白江 白尾 白樫 白方 白形 白銀 白神 白髪 白川 白木 白倉 白子 白坂 白崎 白沢 白須 白数 白杉 白砂 白瀬 白田

白滝 白谷 白土 白戸 白鳥 白根 白野 白波瀬 白畑 白幡 白浜 白原 白藤 白間 白水 白柳 信貴 信太 信藤 信野 信夫 進 進士 進藤 新 新貝 新開 新海 新垣 新川

新宮 新熊 新家谷 新治 新庄 新城 新関 新宅 新立 新谷 新地 新堂 新藤 新留 新中 新納 新林 新原 新福 新保 新堀 新間 新道 新名 新免 新村 新明 新森 新屋敷 真貝

真銅 真保 榛葉 神宮 神宮司 神宮寺 神生 神道 神納 神農 神保 神明 甚野 陣内 陣野 す 須井 須内 須江 須加 須賀 須貝 須釜 須川 須黒 須合 須佐 須佐美 須崎 須沢

須田 須谷 須藤 須永 須波 須浪 須之内 須原 須磨 須見 須本 須山 須和 寿山 酢谷 首藤 周藤 周防 陶山 諏佐 諏訪 諏訪部 数藤 図子 図師 厨子 頭師 水津 栖田 栖原

洲鎌 洲崎 洲脇 末岡 末金 末木 末国 末沢 末田 末竹 末武 末次 末継 末友 末永 末長 末野 末久 末平 末広 末弘 末原 末政 末松 末光 末満 末村 末本 末吉 菅

菅井 菅生 菅尾 菅沢 菅田 菅谷 菅波 菅沼 菅野 菅原 菅間 菅又 菅村 菅本 菅森 杉 杉井 杉上 杉内 杉江 杉浦 杉尾 杉岡 杉木 杉口 杉坂 杉崎 杉沢 杉下 杉島

杉田 杉立 杉谷 杉戸 杉中 杉野 杉林 杉原 杉渕 杉村 杉元 杉本 杉森 杉山 杉若 椙田 椙村 椙本 椙山 鋤柄 勝呂 村主 助川 助田 助野 祐成 鮏川 鈴 鈴井 鈴江

鈴鹿 鈴川 鈴木 鈴木田 鈴田 鈴東 鈴村 鈴本 砂 砂岡 砂押 砂川 砂子 砂賀 砂田 砂塚 砂野 砂場 砂原 砂辺 砂村 砂本 砂山 角 角川 角倉 角崎 角南 角野 角村

角屋 住 住井 住江 住岡 住川 住田 住谷 住友 住永 住野 住本 住山 住吉 隅 隅田 隅谷 隅野 澄 澄川 炭田 炭谷 炭本 墨 墨谷 駿河 せ 世古 世古田 世良

世良田 妹尾 瀬 瀬尾 瀬賀 瀬川 瀬口 瀬古 瀬崎 瀬下 瀬島 瀬角 瀬底 瀬田 瀬谷 瀬津 瀬戸 瀬戸川 瀬戸口 瀬戸山 瀬長 瀬沼 瀬野 瀬畑 瀬藤 瀬部 瀬間 瀬村 瀬山 瀬良

瀬脇 畝川 背古 背戸 勢井 勢川 勢力 清木 清家 情野 制野 赤銅 積 関 関井 関内 関岡 関上 関川 関口 関崎 関沢 関下 関島 関田 関谷 関塚 関戸 関藤 関西
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関根 関野 関原 関水 関村 関目 関元 関本 関家 関屋 関山 迫 迫田 設田 銭谷 芹生 芹川 芹沢 芹田 千石 千崎 千田 千本 仙石 仙田 仙頭 仙波 先崎 泉水 そ

曽我 曽我部 曽川 曽木 曽雌 曽田 曽谷 曽根 曽根崎 曽根田 曽根原 曽山 曽和 征矢 十亀 祖川 祖慶 祖田 祖父江 荘 相馬 惣田 造田 添田 添野 袖岡 袖川 袖山 外池 外川

外島 外園 外山 外輪 園 園井 園木 園崎 園田 園原 園部 園山 薗田 薗部 傍田 岨 空野 空山 染井 染川 染田 染谷 染野 染宮 染矢 反町 た 田井 田井中 田内

田浦 田尾 田岡 田賀 田貝 田頭 田上 田神 田川 田河 田儀 田北 田久保 田草川 田鎖 田口 田窪 田熊 田倉 田子 田坂 田阪 田崎 田沢 田治 田路 田鹿 田下 田島 田嶋

田尻 田代 田城 田添 田谷 田地 田近 田付 田附 田坪 田積 田戸 田所 田名部 田名網 田中 田仲 田辺 田鍋 田波 田沼 田ノ上 田之上 田之内 田之頭 田之畑 田野 田野上 田野倉 田場

田橋 田畑 田畠 田幡 田端 田林 田原 田平 田房 田伏 田渕 田部 田部井 田保 田間 田牧 田巻 田丸 田水 田宮 田港 田村 田元 田本 田守 田盛 田矢 田山 田和 多賀

多賀谷 多川 多木 多喜 多久 多久島 多久和 多胡 多湖 多治川 多鹿 多島 多田 多田羅 多々納 多々見 多々良 多谷 多部 多村 多良 多羅岡 多和 多和田 太口 太宰 太治 太刀川 太原 伊達

平 平良 大学 大黒 大地 大松 大丸 大門 大楽 醍醐 対中 泰地 妙中 孝橋 高井 高居 高石 高市 高岩 高内 高浦 高江 高江州 高尾 高雄 高岡 高垣 高上 高川 高木

高城 高岸 高際 高草 高草木 高口 高倉 高桑 高越 高崎 高砂 高里 高沢 高士 高志 高師 高塩 高重 高下 高品 高階 高芝 高柴 高島 高嶋 高須 高須賀 高洲 高杉 高瀬

高田 高谷 高玉 高地 高知尾 高津 高塚 高月 高槻 高辻 高寺 高戸 高頭 高遠 高取 高鳥 高仲 高梨 高鍋 高波 高西 高沼 高根 高根沢 高野 高場 高萩 高橋 高畑 高畠

高羽 高浜 高林 高原 高比良 高久 高平 高藤 高部 高堀 高間 高松 高丸 高見 高見沢 高水 高溝 高道 高光 高峰 高嶺 高宮 高村 高元 高本 高森 高屋 高安 高柳 高山

高好 宝田 都木 鷹井 鷹尾 鷹巣 鷹取 鷹野 鷹羽 篁 滝 滝井 滝石 滝内 滝尾 滝岡 滝上 滝川 滝北 滝口 滝沢 滝下 滝島 滝瀬 滝田 滝谷 滝波 滝浪 滝野 滝原

滝藤 滝見 滝村 滝元 滝本 滝山 滝脇 宅間 宅見 宅和 託間 匠 内匠 竹 竹井 竹石 竹市 竹入 竹上 竹内 竹尾 竹岡 竹垣 竹川 竹口 竹越 竹腰 竹崎 竹迫 竹沢

竹重 竹下 竹島 竹嶋 竹添 竹田 竹谷 竹綱 竹歳 竹友 竹中 竹永 竹縄 竹西 竹ノ内 竹ノ谷 竹之内 竹之下 竹野 竹橋 竹端 竹花 竹鼻 竹林 竹原 竹久 竹平 竹藤 竹渕 竹部

竹間 竹前 竹政 竹松 竹丸 竹見 竹村 竹元 竹本 竹森 竹安 竹山 竹若 竹脇 武 武井 武居 武石 武市 武内 武江 武生 武尾 武岡 武川 武沢 武士 武下 武島 武末

武田 武谷 武知 武地 武智 武富 武友 武中 武仲 武永 武長 武縄 武野 武林 武原 武久 武部 武政 武村 武元 武本 武安 武山 武輪 岳 嶽 只木 只野 但野 但馬

忠岡 忠政 橘 竜井 竜田 竜野 竜見 辰井 辰口 辰田 辰野 辰巳 辰見 辰元 辰本 達川 達城 達富 巽 立石 立入 立岩 立岡 立上 立神 立川 立木 立沢 立住 立田

立谷 立津 立成 立野 立花 立林 立原 立部 立松 立見 立道 立元 立本 立山 立脇 建井 建石 建部 帯刀 楯 楯川 館 館岡 館野 館林 館山 舘川 舘沢 舘野 蓼沼

棚網 棚木 棚沢 棚瀬 棚田 棚橋 棚原 谷 谷合 谷井 谷池 谷上 谷内 谷浦 谷尾 谷岡 谷奥 谷垣 谷頭 谷川 谷川原 谷河 谷口 谷坂 谷崎 谷郷 谷沢 谷治 谷下 谷島

谷後 谷田 谷地 谷所 谷出 谷中 谷野 谷端 谷畑 谷原 谷藤 谷部 谷水 谷村 谷元 谷本 谷森 谷山 谷輪 谷脇 種池 種市 種田 種谷 種村 玉井 玉石 玉出 玉尾 玉岡

玉垣 玉川 玉木 玉置 玉城 玉越 玉崎 玉沢 玉田 玉谷 玉地 玉津 玉造 玉手 玉那覇 玉野 玉巻 玉虫 玉水 玉村 玉本 玉山 玉寄 玉利 民谷 溜 為我井 為川 為実 為永

足沢 垂井 垂石 垂水 樽井 樽谷 樽見 樽本 俵 俵谷 丹 丹井 丹下 丹後 丹沢 丹治 丹司 丹田 丹野 丹波 丹原 淡野 反保 団 団野 段 段上 段野 壇 壇浦

壇上 壇野 ち 千明 千秋 千ヶ崎 千賀 千頭 千木良 千吉良 千北 千久 千草 千種 千坂 千代 千島 千々岩 千野 千葉 千原 千村 千脇 千馬 知久 知名 知念 知花 地主 地本

茅根 茅野 近井 近石 近岡 近沢 近田 近成 近野 近松 近本 近森 近山 筑田 築田 茶円 茶岡 茶木 茶谷 茶野 茶畑 茶本 中條 中鉢 中馬 仲佐 長南 鎮西 つ 津江

津賀 津嘉山 津金 津川 津久井 津国 津郷 津越 津坂 津崎 津沢 津島 津嶋 津田 津谷 津波 津野 津野田 津波古 津幡 津端 津布久 津曲 津村 津本 津守 津森 津山 津吉 津留

津留崎 柘植 対馬 水流 都志 都筑 都築 都谷 都留 束田 束原 束村 塚 塚尾 塚口 塚越 塚崎 塚田 塚谷 塚野 塚原 塚元 塚本 塚脇 柄脇 政 月井 月岡 月城 月田

月館 月野 月原 月村 月元 月本 月森 月山 槻木 築島 築地 築山 佃 筑井 筑紫 次田 九十九 逵 辻 辻合 辻井 辻内 辻江 辻尾 辻岡 辻上 辻川 辻口 辻坂 辻阪

辻沢 辻下 辻田 辻谷 辻中 辻西 辻野 辻林 辻原 辻部 辻間 辻村 辻元 辻本 辻森 辻山 葛篭 蔦 蔦井 土井 土江 土川 土倉 土蔵 土子 土沢 土田 土谷 土橋 土本

土屋 土山 槌田 槌谷 槌野 筒井 筒水 堤 堤下 堤之 堤野 堤原 堤本 続 続木 廿楽 綱川 綱島 常石 常岡 常木 常田 常松 常見 常本 常山 恒石 恒川 恒松 恒吉

角山 椿 椿井 椿野 椿原 椿本 坪 坪井 坪内 坪川 坪倉 坪田 坪根 坪野 坪本 坪谷 坪山 壷井 壷内 壷坂 壷山 妻木 妻谷 積木 積田 釣 釣谷 露 露木 露口

露崎 敦賀 鶴 鶴井 鶴岡 鶴飼 鶴川 鶴崎 鶴沢 鶴園 鶴田 鶴谷 鶴野 鶴原 鶴巻 鶴丸 鶴見 鶴本 鶴山 弦巻 連山 て 手川 手島 手嶋 手代木 手塚 手登根 樋之口 勅使川原

出合 出井 出浦 出来 出口 出倉 出崎 出島 出野上 出原 出町 出水 出向井 出村 出羽 出川 寺井 寺内 寺浦 寺尾 寺岡 寺垣 寺方 寺門 寺川 寺木 寺北 寺口 寺倉 寺坂

寺阪 寺崎 寺沢 寺師 寺下 寺島 寺嶋 寺園 寺田 寺谷 寺地 寺戸 寺中 寺西 寺野 寺農 寺林 寺原 寺東 寺前 寺町 寺見 寺村 寺元 寺本 寺山 寺脇 照井 照喜名 照沼

照屋 照山 天白 天満 天目 田 伝田 と 戸井 戸井田 戸泉 戸板 戸枝 戸ヶ崎 戸梶 戸叶 戸上 戸川 戸口 戸倉 戸越 戸坂 戸崎 戸沢 戸島 戸嶋 戸田 戸高 戸谷 戸津

戸塚 戸次 戸出 戸根 戸張 戸辺 戸部 戸間 戸松 戸丸 戸村 戸室 戸山 斗ヶ沢 外岡 外崎 外館 外間 外丸 外村 刀根 刀禰 十川 十河 十倉 十時 百々 砥上 砥山 登内

登坂 登山 都倉 都甲 都丸 等々力 渡嘉敷 渡久地 渡久山 渡口 渡慶次 渡名喜 土居 土岐 土佐 土信田 土手 土肥 土門 土井 樋田 唐仁原 任田 当田 当房 当間 当真 当麻 当摩 当村

当銘 当山 東井 東定 東海 東郷 東条 東條 東城 東堂 東藤 東方 東間 唐笠 塔本 藤後 藤堂 藤内 遠井 遠田 遠近 遠峰 遠矢 遠山 峠 堂 堂浦 堂坂 堂園 堂野

堂前 堂見 堂元 堂本 堂山 道願 道家 道津 道場 道満 道明 常世田 常盤 時枝 時岡 時実 時沢 時田 時任 時政 時松 時水 時本 時吉 鴇田 得居 得田 得津 得能 徳

徳庵 徳井 徳江 徳岡 徳川 徳沢 徳重 徳島 徳田 徳竹 徳武 徳谷 徳地 徳富 徳留 徳永 徳野 徳橋 徳原 徳久 徳平 徳広 徳弘 徳間 徳増 徳丸 徳光 徳満 徳宮 徳村

徳元 徳本 徳山 徳見 床井 床田 床次 所 利岡 利川 利倉 利根 利根川 利光 栃尾 栃木 栃谷 栃原 栃本 栩野 轟 轟木 殿井 殿岡 殿村 飛沢 飛島 飛田 飛永 飛松

泊 苫米地 冨田 富 富井 富江 富尾 富岡 富樫 富上 富川 富坂 富崎 富里 富沢 富重 富島 富嶋 富田 富高 富谷 富塚 富所 富永 富野 富原 富張 富久 富松 富村

富本 富森 富安 富山 富吉 友井 友岡 友定 友沢 友重 友末 友田 友近 友常 友利 友永 友成 友野 友広 友藤 友部 友松 友光 友村 友森 友安 友寄 共田 知野 朝永
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豊泉 豊浦 豊岡 豊川 豊倉 豊崎 豊里 豊沢 豊島 豊嶋 豊住 豊田 豊留 豊永 豊原 豊福 豊見山 豊村 豊山 鳥井 鳥居 鳥内 鳥海 鳥生 鳥飼 鳥越 鳥沢 鳥谷 鳥塚 鳥取

鳥羽 鳥原 鳥渕 鳥丸 鳥本 鳥山 頓所 な 名嘉 名嘉山 名川 名久井 名倉 名古 名古屋 名児耶 名垣 名後 名越 名島 名城 名田 名塚 名手 名藤 名取 名波 名畑 名村 名本

名雪 名和 名渡山 那須 那須野 那波 奈須 奈良 奈良井 奈良岡 奈良田 奈良橋 奈良原 奈良部 内藤 苗木 苗代 苗村 直 直井 直江 直川 直木 直島 直田 直野 猶原 中 中井 中井川

中居 中家 中池 中石 中泉 中内 中浦 中植 中江 中栄 中尾 中岡 中垣 中垣内 中釜 中上 中神 中川 中川原 中河 中木 中岸 中北 中桐 中久喜 中久保 中茎 中口 中窪 中熊

中倉 中小路 中越 中込 中崎 中迫 中里 中沢 中塩 中靜 中下 中島 中嶋 中条 中城 中須 中須賀 中杉 中筋 中世古 中瀬 中曽根 中園 中薗 中田 中多 中台 中代 中武 中地

中津 中津川 中津留 中司 中土 中務 中塚 中辻 中坪 中鶴 中出 中戸 中戸川 中堂 中富 中永 中西 中庭 中根 中野 中埜 中能 中農 中橋 中畑 中畠 中浜 中林 中原 中東

中平 中藤 中部 中坊 中堀 中間 中前 中牧 中俣 中町 中松 中丸 中道 中路 中溝 中水 中満 中牟田 中村 中邨 中元 中本 中森 中矢 中谷 中屋 中屋敷 中安 中山 中吉

中脇 仲 仲井 仲内 仲尾 仲上 仲川 仲里 仲沢 仲島 仲嶋 仲条 仲宗根 仲栄真 仲座 仲田 仲谷 仲地 仲辻 仲西 仲野 仲林 仲原 仲平 仲程 仲間 仲俣 仲松 仲丸 仲嶺

仲村 仲本 仲森 仲山 仲吉 永井 永石 永江 永尾 永岡 永長 永木 永久保 永倉 永坂 永崎 永作 永里 永沢 永島 永嶋 永瀬 永田 永谷 永塚 永妻 永戸 永富 永友 永沼

永野 永橋 永浜 永原 永久 永広 永藤 永渕 永堀 永松 永見 永峰 永峯 永宮 永元 永本 永盛 永森 永安 永易 永籔 永山 永吉 長井 長池 長石 長浦 長江 長永 長尾

長岡 長川 長久保 長倉 長坂 長崎 長廻 長沢 長島 長嶋 長砂 長瀬 長滝 長竹 長谷 長津 長束 長塚 長綱 長妻 長手 長戸 長門 長富 長友 長縄 長沼 長野 長橋 長畑

長浜 長原 長久 長藤 長堀 長町 長見 長光 長峰 長峯 長嶺 長宗 長村 長本 長森 長屋 長安 長山 長柄 長良 凪 柳楽 柳木 渚 梨木 梨本 灘 灘本 夏秋 夏井

夏川 夏田 夏原 夏目 夏山 七井 七海 七尾 七沢 七島 鍋井 鍋倉 鍋島 鍋田 鍋谷 鍋本 生田目 並川 並河 並木 並田 波田 波平 浪川 浪越 浪花 行方 行川 行木 滑川

楢崎 楢原 成井 成尾 成岡 成川 成毛 成子 成沢 成島 成瀬 成田 成塚 成富 成松 成宮 成本 成山 鳴尾 鳴神 鳴川 鳴島 鳴瀬 鳴戸 鳴海 縄田 縄野 南木 南雲 南郷

南条 南條 南城 南波 南場 南畑 南原 南部 南保 南里 難波 に 二井 二階堂 二神 二川 二口 二反田 二藤 二ノ宮 二ノ丸 二宮 二瓶 二村 仁井 仁井田 仁木 仁科 仁田 仁田脇

仁藤 仁平 仁宮 仁村 仁礼 丹生 丹羽 児子 新井田 新稲 新国 新倉 新里 新島 新田 新田谷 新津 新妻 新出 新沼 新野 新延 新部 新美 新見 新家 新屋 新山 牲川 西

西井 西池 西入 西宇 西内 西馬 西浦 西江 西尾 西岡 西奥 西ヶ谷 西貝 西垣 西方 西片 西形 西潟 西門 西角 西上 西川 西河 西木 西久保 西口 西窪 西倉 西後 西郡

西坂 西阪 西崎 西迫 西沢 西下 西島 西嶋 西城 西白 西住 西園 西薗 西田 西館 西谷 西塚 西辻 西手 西出 西中 西永 西之原 西野 西埜 西濃 西橋 西畑 西畠 西端

西浜 西林 西原 西平 西藤 西部 西堀 西前 西牧 西巻 西松 西丸 西見 西宮 西峯 西牟田 西向 西村 西邑 西邨 西銘 西元 西本 西森 西屋 西山 西脇 錦 錦織 錦戸

日塔 韮沢 楡井 庭田 庭野 庭山 ぬ 額賀 額田 奴賀 温井 温水 貫井 貫名 布井 布川 布田 布谷 布引 布目 布村 布山 沼 沼尾 沼上 沼口 沼倉 沼崎 沼沢 沼尻

沼田 沼津 沼野 沼部 塗木 ね 根石 根ヶ山 根上 根木 根岸 根来 根崎 根田 根立 根津 根橋 根間 根村 根元 根本 禰宜 禰津 の 野 野網 野井 野入 野内 野垣

野方 野上 野神 野川 野木 野口 野坂 野阪 野崎 野里 野沢 野路 野下 野島 野嶋 野尻 野城 野末 野瀬 野勢 野添 野田 野谷 野地 野津 野手 野寺 野中 野仲 野波

野々垣 野々上 野々口 野々下 野々瀬 野々村 野々山 野萩 野畑 野原 野平 野辺 野部 野堀 野間 野見山 野水 野溝 野宮 野村 野元 野本 野山 野呂 野呂瀬 乃村 埜口 埜田 熨斗 能口

能崎 能沢 能島 能城 能瀬 能勢 能田 能登 能富 能任 能美 能見 能村 農本 農山 納田 納谷 納富 信岡 信川 信沢 信田 信根 信原 信本 延岡 延川 延田 延原 延山

登 登尾 昇 法月 則岡 則包 則兼 則武 則竹 則永 則本 乗上 乗松 乗山 は 八坂 八田 八塚 八馬 八方 八野 羽井 羽石 羽賀 羽毛田 羽間 羽沢 羽柴 羽瀬 羽田

羽鳥 羽場 羽橋 羽原 羽生 羽深 羽渕 羽根田 羽山 羽成 葉田 葉山 吐山 巴山 芳賀 波佐間 波田野 波多 波多江 波多野 波戸 波部 馬場 馬場崎 馬場園 土師 土生 灰田 灰谷 灰野

蓜島 拝郷 博多 袴田 萩 萩生田 萩尾 萩田 萩谷 萩野 萩野谷 萩原 萩元 萩本 萩山 蘒 白山 伯井 箱石 箱崎 箱田 箱谷 箱守 間 硲 狭間 橋 橋井 橋内 橋浦

橋岡 橋垣 橋上 橋川 橋口 橋崎 橋田 橋立 橋谷 橋爪 橋詰 橋中 橋野 橋場 橋村 橋元 橋本 枦山 元 柱谷 柱本 蓮井 蓮池 蓮岡 蓮沼 蓮見 蓮本 支倉 長谷井 長谷川

長谷田 長谷部 長谷見 長谷山 畑 畑井 畑下 畑田 畑中 畑野 畑部 畑間 畑本 畑山 畠 畠田 畠中 畠山 秦 秦野 旗手 旗本 肌勢 蜂須 蜂須賀 蜂巣 蜂矢 蜂谷 蜂屋 服部

幡野 幡谷 幡山 端 端本 端山 籏 籏野 初岡 初鹿野 初川 初沢 初鹿 初芝 初瀬 初田 初谷 初野 初見 初元 初屋 初山 鉢嶺 鳩貝 鳩山 花井 花上 花内 花岡 花ヶ崎

花香 花形 花川 花木 花熊 花崎 花里 花沢 花島 花城 花園 花田 花立 花谷 花塚 花野 花野井 花畑 花原 花房 花見 花牟礼 花村 花元 花本 花山 花輪 華山 英 塙

埴岡 埴原 幅 幅田 浜 浜井 浜池 浜渦 浜内 浜浦 浜尾 浜岡 浜垣 浜上 浜川 浜木 浜岸 浜口 浜坂 浜崎 浜里 浜沢 浜下 浜島 浜砂 浜園 浜田 浜谷 浜地 浜津

浜出 浜名 浜中 浜西 浜根 浜野 浜畑 浜端 浜平 浜辺 浜部 浜松 浜村 浜元 浜本 浜屋 浜脇 早川 早河 早坂 早崎 早沢 早瀬 早田 早津 早野 早藤 早船 早間 早見

早水 速見 速水 林 林川 林口 林崎 林田 林谷 林野 林原 林部 林元 林本 林山 秡川 茨田 原 原井 原岡 原賀 原川 原木 原口 原国 原崎 原沢 原科 原島 原嶋

原園 原田 原中 原野 原辺 原村 原元 原本 原山 針生 針ヶ谷 針田 針谷 針原 針山 張江 張ヶ谷 張貝 張替 張間 張本 播 播口 播田 播野 播磨 播本 春井 春川 春木

春口 春田 春谷 春次 春名 春野 春原 春見 春元 春本 春山 半沢 半田 半谷 半戸 半藤 半貫 半野 半場 半間 半村 判治 榛木 榛沢 榛原 坂東 治田 晴山 伴 伴田

伴内 伴野 伴場 万 万代 番 番匠 番条 番野 番場 板東 繁昌 阪藤 ひ 比嘉 比企 比護 比佐 比田 比田井 比屋根 比留川 比留間 比良 日浅 日色 日浦 日岡 日沖 日置

日向野 日賀野 日垣 日景 日影 日笠 日企 日隈 日熊 日暮 日下田 日護 日坂 日沢 日田 日紫喜 日高 日達 日谷 日詰 日出 日名子 日南田 日永 日夏 日沼 日根 日根野 日野 日野上

日野原 日原 日比 日比野 日比谷 日向 日森 日山 日芳 日吉 日和佐 日渡 氷上 氷川 氷熊 氷見 氷室 肥後 肥田 肥田野 肥土 肥留川 肥留間 飛弾 飛知和 檜 檜尾 檜垣 檜皮 檜木

檜佐 檜作 檜田 檜谷 檜原 檜物 檜森 檜山 樋泉 樋上 樋浦 樋川 樋口 樋熊 樋下田 樋沢 樋谷 樋沼 樋野 樋村 樋本 樋山 樋渡 備後 備前 備瀬 備中 柊 稗田 尾留川

東 東内 東浦 東尾 東岡 東恩納 東川 東久保 東口 東坂 東阪 東島 東田 東谷 東堤 東出 東中 東中川 東根 東野 東埜 東畑 東畠 東端 東原 東村 東元 東本 東森 東山

東良 東脇 疋田 匹田 引田 引地 引野 引間 曳田 曳地 挽地 髭野 彦坂 彦田 彦根 久井 久枝 久岡 久垣 久川 久木 久国 久島 久住 久田 久高 久武 久恒 久徳 久富
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久永 久野 久林 久蔵 久松 久光 久村 久本 久森 久安 久山 光 菱井 菱垣 菱刈 菱川 菱木 菱田 菱谷 菱沼 菱山 泥谷 肱岡 土方 常陸 左 秀島 秀野 一杉 一二三

一本 人見 仁見 姫路 姫田 姫野 冷川 冷牟田 百武 兵庫 兵頭 兵藤 平居 平井 平池 平石 平泉 平岩 平内 平尾 平岡 平賀 平方 平形 平川 平木 平城 平久井 平久江 平久保

平櫛 平口 平倉 平栗 平子 平河内 平坂 平阪 平崎 平沢 平下 平島 平嶋 平須賀 平瀬 平田 平館 平谷 平地 平津 平塚 平手 平出 平戸 平中 平鍋 平沼 平根 平野 平畑

平林 平原 平吹 平部 平間 平松 平見 平光 平峰 平峯 平村 平元 平本 平森 平安 平柳 平山 平芳 平渡 開 昼田 昼間 蜷川 蛭川 蛭田 蛭間 広井 広石 広内 広江

広岡 広垣 広兼 広上 広神 広川 広木 広崎 広里 広実 広沢 広重 広島 広嶋 広末 広瀬 広田 広谷 広津 広辻 広戸 広中 広永 広野 広畑 広橋 広幡 広原 広辺 広部

広政 広町 広松 広村 広本 広森 広安 広山 広渡 弘瀬 弘田 弘津 弘中 ふ 不動 不破 夫馬 布施 布施川 布施田 布施谷 布瀬川 布野 布留川 府金 府川 府中 冨加見 冨金原 冨士

冨士田 冨士原 冨名腰 普川 普天間 普名原 富金原 富士 富士田 富士原 富士本 附野 麸山 武士田 武士俣 風呂 笛木 笛田 深井 深石 深浦 深江 深尾 深川 深草 深作 深沢 深瀬 深田 深津

深野 深堀 深町 深見 深海 深水 深森 深谷 深山 吹上 吹越 吹田 吹留 吹野 吹原 福 福井 福居 福池 福石 福泉 福内 福浦 福江 福尾 福岡 福川 福家 福崎 福迫

福里 福沢 福士 福重 福島 福嶋 福寿 福住 福角 福田 福多 福武 福谷 福地 福知 福塚 福富 福留 福中 福永 福西 福野 福場 福原 福部 福間 福馬 福丸 福光 福水

福満 福宮 福村 福室 福元 福本 福森 福屋 福安 福山 福与 福代 福世 福吉 福良 福若 副島 副田 袋 袋井 畚野 房野 房前 房本 伏井 伏木 伏田 伏谷 伏野 伏原

伏見 伏屋 藤 藤井 藤居 藤池 藤浦 藤江 藤枝 藤生 藤尾 藤岡 藤ヶ崎 藤ヶ谷 藤垣 藤掛 藤川 藤木 藤極 藤久保 藤倉 藤坂 藤咲 藤崎 藤里 藤沢 藤重 藤下 藤島 藤嶋

藤代 藤城 藤瀬 藤田 藤高 藤立 藤谷 藤津 藤塚 藤次 藤戸 藤中 藤永 藤長 藤波 藤浪 藤縄 藤貫 藤沼 藤根 藤ノ木 藤野 藤橋 藤林 藤原 藤平 藤間 藤牧 藤巻 藤松

藤丸 藤見 藤光 藤宮 藤村 藤室 藤元 藤本 藤森 藤盛 藤山 藤吉 藤好 毒島 二重作 二方 二上 二木 二国 二ツ森 二塚 二葉 二見 二保 二渡 札場 渕 渕上 渕沢 渕田

渕野 渕辺 渕本 渕脇 太井 鮒子田 鮒田 鮒沢 舟井 舟尾 舟川 舟木 舟久保 舟串 舟越 舟田 舟津 舟橋 舟本 舟山 船井 船内 船尾 船岡 船川 船木 船倉 船越 船坂 船崎

船廻 船瀬 船田 船津 船戸 船渡川 船生 船場 船橋 船引 船曳 船間 船見 船水 船本 船山 文倉 文蔵 文野 文原 文平 文元 文本 文屋 文山 麓 冬木 振角 古井 古家

古池 古市 古江 古内 古尾谷 古岡 古垣 古堅 古川 古河 古木 古久保 古口 古越 古郡 古崎 古里 古沢 古島 古庄 古性 古荘 古瀬 古園 古田 古武 古谷 古館 古舘 古塚

古戸 古野 古橋 古畑 古幡 古林 古間 古藤 古海 古道 古宮 古松 古本 古森 古矢 古屋 古山 降旗 降矢 分銅 豊後 へ 平安山 平敷 瓶子 塀内 紅谷 別井 別所 別府

別宮 別役 辺士名 辺見 逸見 ほ 保泉 保苅 保刈 保木本 保倉 保坂 保崎 保志 保科 保住 保高 保立 保積 保土田 保戸田 保戸塚 保永 保延 保母 保々 保屋野 保利 帆足 帆刈

甫坂 穂刈 穂苅 穂川 穂坂 穂積 穂戸田 布袋 方田 北条 放生 宝地戸 宝来 伯耆 傍島 朴沢 干川 干場 坊 坊農 星 星合 星井 星加 星川 星子 星崎 星島 星田 星谷

星出 星名 星野 星野谷 星原 星宮 星元 星本 星山 細井 細内 細江 細尾 細岡 細貝 細金 細萱 細川 細越 細沢 細島 細田 細谷 細沼 細根 細野 細畠 細原 細渕 細見

細村 細矢 細山 細山田 発地 程島 程田 程塚 程原 波々伯部 洞 洞口 堀 堀合 堀井 堀家 堀池 堀内 堀江 堀尾 堀岡 堀金 堀上 堀川 堀木 堀北 堀切 堀口 堀越 堀込

堀米 堀籠 堀崎 堀沢 掘下 堀田 堀谷 堀中 堀ノ内 堀之内 堀野 堀場 堀畑 堀端 堀部 堀本 堀山 本阿弥 本上 本家 本郷 本庄 本荘 本城 本田 本多 本津 本出 本堂 本道

本名 本浪 本坊 本間 本目 盆子原 ま 馬上 馬込 馬籠 馬島 馬庭 馬橋 馬原 馬渕 馬目 馬渡 真井 真家 真板 真浦 真栄里 真栄城 真栄田 真方 真壁 真柄 真木 真喜志 真喜屋

真境名 真子 真坂 真崎 真砂 真塩 真下 真柴 真島 真嶋 真瀬 真多 真継 真殿 真中 真辺 真部 真鍋 真仁田 真庭 真野 真船 真々田 真本 真山 真弓 真利子 間壁 間崎 間下

間島 間嶋 間瀬 間所 間中 間仲 間辺 間庭 間野 間渕 間部 間々田 間宮 間室 間山 毎田 舞田 前 前井 前池 前岡 前垣 前川 前木 前久保 前坂 前阪 前崎 前迫 前沢

前島 前嶋 前園 前薗 前田 前多 前里 前谷 前地 前塚 前出 前中 前波 前西 前野 前羽 前橋 前畑 前浜 前林 前原 前平 前村 前本 前山 曲渕 曲山 牧 牧井 牧内

牧浦 牧岡 牧口 牧子 牧志 牧島 牧瀬 牧田 牧中 牧之瀬 牧野 牧原 牧本 牧村 牧山 巻 巻木 巻口 巻島 巻田 巻野 巻橋 巻渕 蒔田 蒔苗 槙 槙尾 槙岡 槙島 槙田

槙野 槙原 槙村 槙本 槙山 幕田 孫田 正井 正岡 正垣 正木 正村 正本 柾 柾井 柾木 昌元 昌山 政井 政岡 政木 政田 政所 政野 政本 升井 升沢 升田 升谷 升本

益井 益岡 益川 益子 益坂 益田 益谷 益戸 益永 益野 益原 益満 益山 舛岡 舛田 枡井 枡田 枡谷 増井 増池 増尾 増岡 増川 増子 増崎 増沢 増島 増田 増谷 増地

増永 増成 増野 増原 増渕 増村 増元 増本 増森 増山 鱒渕 桝 桝井 桝岡 桝田 桝谷 桝野 桝元 桝本 桝屋 又川 又野 又吉 柵木 俣木 俣野 斑目 町 町井 町島

町田 町永 町野 町屋 町山 待井 待山 松 松井 松居 松石 松内 松浦 松江 松栄 松枝 松生 松尾 松岡 松ヶ谷 松家 松風 松方 松上 松川 松木 松久保 松口 松隈 松倉

松坂 松阪 松崎 松沢 松重 松下 松島 松嶋 松茂 松代 松瀬 松添 松園 松田 松平 松竹 松谷 松塚 松戸 松土 松堂 松苗 松中 松永 松長 松並 松波 松浪 松濤 松縄

松沼 松根 松野 松野下 松信 松延 松葉 松場 松橋 松林 松原 松久 松広 松藤 松前 松丸 松見 松実 松峯 松宮 松村 松室 松元 松本 松森 松矢 松山 松吉 松好 松良

松脇 的井 的野 的場 儘田 黛 豆生田 鞠子 丸 丸井 丸岩 丸尾 丸岡 丸川 丸木 丸子 丸沢 丸島 丸田 丸谷 丸野 丸橋 丸林 丸目 丸茂 丸毛 丸本 丸矢 丸屋 丸山

円井 円尾 円山 万井 万雲 万歳 万崎 万田 万谷 万年 万野 万羽 み 三明 三井 三井田 三池 三石 三浦 三重野 三尾 三岡 三ヶ島 三ヶ尻 三笠 三方 三門 三壁 三上 三神

三川 三河 三木 三木田 三鬼 三樹 三口 三国 三雲 三倉 三坂 三阪 三崎 三沢 三科 三品 三柴 三島 三嶋 三代 三須 三栖 三杉 三角 三隅 三瀬 三関 三田 三田村 三竹

三谷 三ツ井 三ツ木 三ツ橋 三ツ矢 三津 三塚 三辻 三次 三戸 三藤 三苫 三富 三留 三友 三並 三成 三根 三野 三橋 三林 三原 三平 三船 三保 三星 三堀 三間 三牧 三桝

三松 三宮 三村 三室 三本 三森 三矢 三宅 三山 三代川 三由 三吉 三好 三善 三和 三輪 三輪田 三鍋 壬生 巳波 美甘 美川 美坂 美崎 美田 美津 美並 美浪 美野 美濃

美濃部 美間 美馬 美村 美山 見市 見上 見米 見崎 見沢 見田 見谷 見附 見留 見浪 見ル野 見山 味村 御内 御厨 御子柴 御崎 御園 御園生 御手洗 御供 御法川 御船 御前 御山

御代川 御代田 右田 水井 水石 水出 水江 水尾 水岡 水落 水垣 水柿 水書 水方 水包 水上 水川 水木 水城 水口 水阪 水崎 水迫 水沢 水品 水島 水嶋 水杉 水田 水谷

水戸 水戸部 水鳥 水永 水梨 水庭 水沼 水之浦 水野 水野谷 水橋 水畑 水林 水原 水船 水間 水町 水巻 水村 水元 水本 水山 水吉 水内 水越 溝井 溝内 溝上 溝川 溝口

溝下 溝田 溝手 溝根 溝延 溝畑 溝端 溝渕 溝辺 溝部 溝本 溝呂木 溝脇 道井 道浦 道上 道北 道越 道下 道田 道中 道野 道畑 道端 道林 道広 道部 道前 道本 道山
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道脇 路川 光井 光石 光岡 光金 光川 光沢 光島 光瀬 光田 光武 光永 光成 光野 光畑 光久 光平 光藤 光村 光本 光森 光安 光谷 光山 光吉 密原 密山 満 満井

満尾 満岡 満島 満田 満留 満永 緑川 翠川 皆川 皆木 皆越 皆葉 皆見 皆元 皆本 皆吉 薬袋 源 源川 湊 湊川 湊谷 南 南井 南浦 南方 南川 南口 南沢 南島

南園 南田 南谷 南出 南野 南高 南端 南村 南元 南本 南山 峰 峰尾 峰岸 峰崎 峰島 峰田 峰平 峰松 峰村 峯 峯尾 峯岡 峯川 峯田 峯松 峯本 峯山 嶺 嶺井

嶺岸 嶺村 嶺山 箕浦 箕川 箕作 箕田 箕野 箕山 箕輪 蓑島 蓑田 蓑和 蓑輪 蓑口 簑輪 宮 宮井 宮石 宮入 宮内 宮浦 宮尾 宮岡 宮奥 宮垣 宮上 宮川 宮木 宮城

宮岸 宮北 宮久保 宮口 宮国 宮窪 宮倉 宮子 宮古 宮越 宮腰 宮坂 宮崎 宮迫 宮里 宮沢 宮司 宮治 宮路 宮繁 宮下 宮島 宮嶋 宮代 宮瀬 宮副 宮園 宮田 宮台 宮竹

宮武 宮谷 宮地 宮津 宮塚 宮辻 宮寺 宮戸 宮永 宮成 宮西 宮根 宮之原 宮野 宮林 宮原 宮平 宮辺 宮部 宮前 宮藤 宮松 宮丸 宮道 宮村 宮元 宮本 宮森 宮山 宮良

宮脇 都 都田 幸 妙見 明賀 明星 明神 明珍 茖荷 民部 む 六笠 六車 六辻 牟田 牟田口 牟礼 武笠 武蔵 武蔵野 武者 武藤 武良 務台 向 向井 向井田 向出 向江

向笠 向川 向島 向田 向谷 向畑 向原 向山 迎 麦倉 麦島 麦谷 椋木 椋田 睦田 睦野 虫明 虫賀 宗 宗石 宗岡 宗行 宗方 宗形 宗像 宗川 宗田 宗村 宗本 宗山

棟方 棟田 棟近 村 村井 村居 村石 村内 村尾 村岡 村方 村形 村上 村川 村木 村岸 村雲 村口 村越 村社 村崎 村里 村沢 村重 村下 村島 村嶋 村杉 村角 村瀬

村田 村竹 村谷 村地 村津 村辻 村椿 村中 村西 村野 村橋 村浜 村林 村部 村松 村元 村本 村山 邑上 邑田 邨田 連 室 室井 室岡 室賀 室川 室木 室越 室崎

室園 室田 室野 室橋 室伏 室町 室本 室谷 室屋 室山 め 目片 目黒 目崎 目次 目時 目々沢 目良 米良 女鹿 妻鹿 恵 銘苅 飯井 召田 毛受 面来 も 茂木 茂住

茂田井 茂手木 茂出木 茂庭 茂呂 母袋 最上 毛内 毛利 毛呂 目代 罇 甕 罍 望月 餅田 持木 持田 持館 持永 持丸 本 本井 本居 本池 本江 本岡 本川 本木 本倉

本沢 本島 本嶋 本代 本杉 本谷 本塚 本告 本中 本永 本西 本橋 本林 本藤 本宮 本村 本柳 本山 本吉 餅井 元井 元岡 元川 元木 元沢 元島 元田 元谷 元野 元橋

元林 元原 元村 元山 元吉 元良 元永 物井 物江 物部 桃井 桃木 桃沢 桃田 桃谷 桃原 籾井 籾山 樅木 樅山 百井 百川 百木 百崎 百瀬 百田 守 守井 守内 守岡

守川 守口 守重 守下 守田 守谷 守友 守永 守部 守本 守矢 守屋 守安 守山 森 森井 森居 森石 森泉 森内 森浦 森江 森尾 森岡 森垣 森蔭 森兼 森上 森川 森河

森木 森口 森国 森坂 森崎 森迫 森定 森貞 森実 森沢 森重 森下 森島 森嶋 森末 森杉 森住 森尻 森瀬 森園 森田 森高 森竹 森近 森塚 森戸 森友 森永 森中 森長

森西 森野 森畑 森鼻 森林 森原 森平 森広 森藤 森部 森松 森光 森村 森元 森本 森谷 森屋 森安 森山 森吉 森脇 盛 盛岡 盛川 盛田 盛谷 盛本 盛山 両角 師岡

師田 諸 諸井 諸石 諸江 諸岡 諸川 諸隈 諸沢 諸角 諸田 諸戸 諸富 諸留 諸貫 諸根 諸橋 諸原 諸伏 諸星 諸見 諸見里 門司 門前 門戸 門伝 門間 門馬 文字山 文珠

や 八重垣 八重樫 八重沢 八重田 八尾 八尾板 八尾野 八百 八上 八木 八木岡 八木沢 八木下 八木田 八木橋 八木原 八倉 八鍬 八下田 八子 八沢 八島 八代 八城 八杉 八角 八瀬 八十島 八十田

八谷 八束 八並 八橋 八尋 八武崎 八巻 八柳 八幡 矢板 矢上 矢内 矢内原 矢尾 矢尾板 矢追 矢ケ崎 矢ヶ部 矢形 矢川 矢木 矢久保 矢口 矢倉 矢古宇 矢後 矢向 矢郷 矢坂 矢崎

矢沢 矢路 矢下 矢島 矢嶋 矢代 矢城 矢田 矢田部 矢谷 矢地 矢津田 矢次 矢頭 矢野 矢野川 矢野口 矢野目 矢羽々 矢作 矢萩 矢橋 矢幡 矢花 矢吹 矢富 矢留 矢藤 矢部 矢間

矢巻 矢村 矢本 矢元 矢守 矢森 矢持 矢竹 谷貝 谷亀 谷古宇 谷田貝 谷田川 谷田部 谷津 谷津田 谷戸 谷内田 弥富 弥永 夜久 屋嘉比 屋嘉部 屋宜 屋敷 屋代 屋比久 屋富祖 屋良 家亀

家根 箭内 箭野 養父 薬師 薬師寺 薬師神 薬丸 社 安井 安居 安池 安江 安枝 安尾 安岡 安川 安木 安河内 安崎 安沢 安島 安嶋 安田 安竹 安武 安富 安留 安友 安永

安並 安成 安野 安場 安原 安平 安松 安丸 安見 安光 安村 安室 安元 安本 安山 保井 保川 保沢 保田 保谷 保木 泰江 泰山 康原 康村 康本 柳 柳井 柳内 柳岡

柳川 柳崎 柳沢 柳下 柳瀬 柳田 柳平 柳館 柳谷 柳沼 柳野 柳場 柳橋 柳林 柳原 柳堀 柳町 柳元 柳本 柳生 揚井 梁川 梁島 梁瀬 梁田 梁取 梁本 簗瀬 簗田 簗取

簗場 薮 薮井 薮内 薮崎 薮下 薮田 薮谷 薮中 薮野 薮本 籔 籔内 籔田 籔中 籔本 山 山井 山石 山市 山入場 山内 山浦 山岡 山家 山尾 山鹿 山賀 山影 山形

山方 山県 山上 山神 山川 山河 山木 山来 山岸 山北 山際 山極 山口 山倉 山越 山腰 山坂 山阪 山崎 山㟢 山里 山沢 山路 山下 山品 山科 山代 山城 山角 山住

山瀬 山添 山田 山谷 山地 山津 山手 山出 山寺 山戸 山中 山名 山仲 山梨 山並 山成 山西 山根 山ノ井 山ノ内 山之上 山之内 山之口 山野 山野井 山野辺 山野本 山畑 山端 山幡

山林 山原 山平 山広 山辺 山部 山桝 山丸 山見 山道 山宮 山村 山室 山本 山元 山森 山盛 山守 山屋 山吉 山脇 大和 倭 鎗田 鎗野目 鎗山 鑓田 鑓野目 鑓水 ゆ

百合 百合野 由井 由上 由比 由良 由里 由利 柚木 柚山 油井 油谷 油布 油野 油納 湯浅 湯井 湯尾 湯上 湯川 湯口 湯佐 湯沢 湯瀬 湯田 湯谷 湯地 湯ノ口 湯之上 湯野

湯原 湯村 湯本 湯山 遊佐 結城 勇元 雪岡 雪村 雪本 行沢 行田 行武 行成 行本 行松 弓削 弓削田 弓座 弓田 弓立 弓手 弓野 弓場 弓山 よ 四井 四ッ谷 四辻 四宮

四方 四方田 四元 四本 四谷 与倉 与座 与田 与儀 与那 与那城 与那覇 与那嶺 余川 余吾 余語 余田 余村 養田 陽川 鐃平名 横井 横内 横江 横尾 横川 横木 横倉 横崎 横沢

横島 横須賀 横瀬 横関 横田 横谷 横地 横塚 横手 横野 横畑 横畠 横浜 横林 横原 横張 横幕 横松 横町 横堀 横見 横溝 横道 横村 横森 横矢 横山 由岡 由本 吉井

吉居 吉池 吉内 吉海 吉江 吉尾 吉岡 吉賀 吉兼 吉川 吉河 吉木 吉清 吉国 吉倉 吉越 吉崎 吉沢 吉島 吉末 吉住 吉田 吉竹 吉武 吉谷 吉津 吉塚 吉積 吉年 吉富

吉留 吉名 吉中 吉永 吉沼 吉野 吉羽 吉葉 吉橋 吉浜 吉原 吉平 吉弘 吉広 吉藤 吉間 吉松 吉丸 吉見 吉光 吉満 吉水 吉村 吉元 吉本 吉森 吉屋 吉安 吉山 吉成

芳井 芳岡 芳川 芳崎 芳沢 芳田 芳谷 芳中 芳野 芳村 芳本 芳山 良川 良原 良元 好井 好川 好村 義 義村 義本 善村 善元 善山 葭川 葭田 葭谷 葭葉 淀川 米

米井 米内 米尾 米岡 米川 米倉 米子 米崎 米沢 米島 米田 米谷 米津 米永 米花 米原 米光 米満 米虫 米村 米持 米元 米本 米森 米盛 米山 蓬田 寄本 依岡 依田

依藤 依光 頼富 ら 楽満 り 力石 力武 笠 竜 竜崎 領木 漁野 る 類家 ろ 六角 六島 六田 六本木 わ 和井田 和賀 和木 和気 和久 和久井 和久田 和栗 和崎

和島 和田 和多田 和知 和地 和智 和辻 和中 和仁 輪島 若井 若泉 若海 若江 若生 若尾 若木 若狭 若島 若杉 若園 若田 若竹 若月 若槻 若菜 若野 若林 若原 若間

若松 若宮 若村 若元 若本 若山 我妻 脇 脇川 脇坂 脇阪 脇田 脇野 脇村 脇元 脇本 脇谷 脇屋 脇山 涌井 涌田 湧川 分部 早稲田 鷲尾 鷲崎 鷲巣 鷲田 鷲津 鷲頭

鷲野 鷲見 鷲山 篗田 亘 渡 渡井 渡壁 渡瀬 渡辺 渡部 渡中 度会 綿井 綿田 綿貫 綿引 綿元 綿谷 鰐渕 藁科 藁谷 割田
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