
浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　２２番地１ 美園三丁目 ９番地２４

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　２２番地１ 美園三丁目 ９番地３０

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　３９番地１ 美園三丁目 ９番地４

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　４０番地 美園三丁目 ９番地４１

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　５６番地 美園三丁目 １９番地９

大字玄蕃新田 ６７番地 美園三丁目 ９番地３０

大字玄蕃新田 ６８番地 美園三丁目 １９番地１４

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　７０番地 美園三丁目 １８番地９

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　７３番地１ 美園三丁目 １８番地７

大字玄蕃新田 ７５番地３ 美園三丁目 ９番地６

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　９６番地 美園三丁目 １５番地２

大字玄蕃新田 １０９番地 美園三丁目 ９番地２４

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１１９番地 美園三丁目 １５番地１８

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１２０番地 美園三丁目 １５番地１３

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１２０番地 美園三丁目 １５番地１４

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１２１番地１ 美園三丁目 １５番地２

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１８２番地 美園三丁目 １２番地９

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１８５番地 美園三丁目 １２番地９

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　１８６番地 美園三丁目 １２番地１３

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　２４７番地 美園二丁目 １１番地１６

大字玄蕃新田 ４７３番地 美園三丁目 １１番地１１

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　５２９番地１ 美園三丁目 ６番地６

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　５３０番地１ 美園三丁目 ６番地９

大字玄蕃新田　　　　　　　　　　　　　　５３１番地３ 美園三丁目 ６番地１２

大字玄蕃新田 ５３５番地１ 美園三丁目 ８番地５

大字下野田 ６１３番地 美園四丁目 ２０番地２

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６１３番地１ 美園四丁目 ２２番地４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６１３番地１ 美園四丁目 ２２番地６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６１９番地１ 美園四丁目 １５番地５

大字下野田 ６２５番地１ 美園四丁目 １４番地３

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６２５番地２ 美園四丁目 １４番地１

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６３０番地３ 美園四丁目 １６番地６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６３２番地 美園四丁目 １６番地１３

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６３４番地１ 美園四丁目 １６番地８

旧住所 新住所
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旧住所 新住所

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６３４番地２ 美園四丁目 １６番地８

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６４１番地１ 美園四丁目 ２０番地４

大字下野田 ６５５番地 美園四丁目 １９番地１

大字下野田 ６５６番地 美園四丁目 １８番地６

大字下野田 ６５８番地 美園四丁目 １８番地８

大字下野田 ６６１番地 美園四丁目 １８番地１１

大字下野田 ６６２番地 美園四丁目 １７番地７

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６３番地 美園四丁目 １７番地５

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６４番地 美園四丁目 １７番地１４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６４番地 美園四丁目 １７番地１６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６５番地 美園四丁目 １７番地６

大字下野田 ６６６番地 美園四丁目 １４番地１１

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６７番地１ 美園四丁目 １４番地１４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６６８番地 美園四丁目 １４番地８

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６７９番地 美園四丁目 １３番地２

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　６７９番地 美園四丁目 １３番地５

大字下野田 ６８４番地 美園四丁目 １３番地１０

大字下野田 ６９６番地 美園四丁目 １１番地６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７０３番地１ 美園四丁目 １３番地７

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７０６番地１ 美園四丁目 １３番地３

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７０９番地２ 美園四丁目 ５番地２４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７１３番地 美園四丁目 ６番地１７

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７１９番地 美園四丁目 １１番地９

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７２０番地 美園四丁目 １１番地７

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７２０番地 美園四丁目 １１番地８

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７２１番地 美園四丁目 １１番地４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７２３番地 美園四丁目 １１番地５

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７２６番地 美園四丁目 ７番地２

大字下野田 ７２９番地 美園四丁目 ６番地６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７３１番地 美園四丁目 ６番地５

大字下野田 ７３３番地 美園四丁目 ５番地１８

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　７３４番地 美園四丁目 ５番地２９

大字下野田 ９１０番地 美園五丁目 ４５番地１９

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９１８番地 美園四丁目 ５番地２
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旧住所 新住所

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９１８番地 美園四丁目 ５番地３

大字下野田 ９１８番地 美園四丁目 ５番地４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９１８番地 美園四丁目 ５番地３６

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９２２番地 美園四丁目 ５番地９

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９２４番地２ 美園四丁目 ３番地１５

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９２９番地 美園四丁目 ３番地２３

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９２９番地 美園四丁目 ３番地２４

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９３０番地 美園四丁目 ３番地１

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９３０番地 美園四丁目 ３番地２

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９３０番地 美園四丁目 ５番地１

大字下野田 ９４０番地 美園四丁目 ５番地２７

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９４９番地３ 美園五丁目 ４３番地８

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９５０番地 美園四丁目 １番地２

大字下野田 ９５０番地 美園四丁目 １番地２

大字下野田 ９５０番地１ 美園四丁目 １番地２

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９５０番地３ 美園四丁目 １番地２

大字下野田 ９５０番地３ 美園四丁目 １番地２

大字下野田　　　　　　　　　　　　　　　９７４番地 美園三丁目 ８番地４

大字下野田 無番地 美園四丁目 ６番地１

大字下野田 無番地 美園四丁目 １９番地２

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　１２２番地１ 美園二丁目 ８番地９

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２００番地１ 美園一丁目 ３７番地２２

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２１９番地２ 美園一丁目 ３７番地１１

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２２３番地 美園一丁目 ３７番地９

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２２５番地４ 美園一丁目 ３６番地５

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２２６番地１ 美園一丁目 ３６番地３２

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２９４番地 美園一丁目 ３５番地１０

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　２９８番地 美園一丁目 ３４番地５

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３０３番地 美園一丁目 ３４番地４

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３０４番地 美園一丁目 ３４番地１

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３０５番地１ 美園一丁目 ３４番地１３

大字高畑 ３１９番地 美園一丁目 １４番地

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３２０番地 美園一丁目 ３１番地１

大字高畑 ３２９番地 美園一丁目 １４番地
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旧住所 新住所

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３４７番地 美園一丁目 １４番地

大字高畑 ３４７番地 美園一丁目 ３３番地１

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３５６番地 美園一丁目 ３２番地９

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３６０番地４ 美園一丁目 ２６番地２

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　３６２番地１ 美園一丁目 ２８番地１０

大字高畑 ３６２番地 美園一丁目 ２８番地１０

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４０７番地 美園一丁目 １４番地

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４２０番地 美園一丁目 １５番地１０

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４２３番地 美園一丁目 １５番地３

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４３４番地１ 美園一丁目 ２６番地４

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４３５番地１ 美園一丁目 ２６番地３

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４３６番地１ 美園一丁目 ２６番地３

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　４３８番地１ 美園一丁目 ２６番地１

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　５０５番地 美園一丁目 ２４番地４

大字高畑 ５１３番地 美園一丁目 ９番地３

大字高畑 ５２６番地１ 美園一丁目 ７番地８

大字高畑 ５３２番地２ 美園一丁目 ７番地２

大字高畑 ５３２番地２ 美園一丁目 ７番地８

大字高畑 ５４２番地３ 美園一丁目 ５番地７

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　５５２番地６ 美園一丁目 ２２番地１０

大字高畑 ５５８番地 美園一丁目 ２３番地１１

大字高畑 ５８０番地 美園一丁目 １４番地

大字高畑 ５８９番地 美園一丁目 １９番地７

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　５９６番地 美園一丁目 １９番地７

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　６０２番地１ 美園一丁目 １７番地２

大字高畑　　　　　　　　　　　　　　　　６２８番地２ 美園一丁目 １８番地７

大字寺山　　　　　　　　　　　　　　　　３番地２ 美園一丁目 １４番地

大字寺山　　　　　　　　　　　　　　　　５番地 美園一丁目 １４番地

大字寺山 ７番地 美園一丁目 １４番地

大字寺山　　　　　　　　　　　　　　　　１０８番地 美園一丁目 １４番地

大字寺山 １１３番地 美園一丁目 １２番地１

大字寺山 １４５番地 美園一丁目 １１番地１

大字寺山　　　　　　　　　　　　　　　　１８３番地 美園一丁目 ９番地７

大字寺山 １８４番地 美園一丁目 ９番地１４
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大字寺山 １８５番地 美園一丁目 ９番地１５

大字寺山 ２４０番地１ 美園一丁目 ９番地２０

大字寺山 ２５０番地１ 美園一丁目 ６番地２

大字大門 ３３５１番地 美園六丁目 １１番地７

大字大門 ３５３１番地 美園六丁目 １１番地１２

大字大門 ３５３３番地 美園六丁目 １１番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５３３番地 美園六丁目 １２番地３

大字大門 ３５３９番地 美園六丁目 １０番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４１番地 美園六丁目 １２番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４１番地 美園六丁目 １２番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４１番地 美園六丁目 １３番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４２番地 美園六丁目 １２番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４２番地 美園六丁目 １２番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４２番地 美園六丁目 １３番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４２番地４ 美園六丁目 １３番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４３番地 美園六丁目 １２番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４３番地 美園六丁目 １３番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４４番地 美園六丁目 １３番地６

大字大門 ３５４４番地 美園六丁目 １３番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５４５番地 美園六丁目 １３番地６

大字大門 ３５５５番地 美園六丁目 １１番地１４

大字大門 ３５６０番地 美園六丁目 １１番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５７５番地５ 美園六丁目 １３番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５７８番地 美園六丁目 １２番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８２番地１ 美園六丁目 １９番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８２番地１ 美園六丁目 １９番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８２番地１ 美園六丁目 １９番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８３番地 美園六丁目 ２１番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８３番地１ 美園六丁目 ２１番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８４番地 美園六丁目 １９番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５８４番地 美園六丁目 １９番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９１番地 美園六丁目 １０番地５

大字大門 ３５９１番地 美園六丁目 １０番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９７番地 美園六丁目 ２１番地２
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９７番地 美園六丁目 ２１番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９７番地 美園六丁目 ２１番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９７番地 美園六丁目 ２１番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９８番地１ 美園六丁目 ２０番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９８番地１ 美園六丁目 ２０番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９８番地１ 美園六丁目 ２０番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３５９９番地１ 美園六丁目 ２０番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地１ 美園六丁目 ２０番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地１ 美園六丁目 ２０番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地２ 美園六丁目 ２０番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地３ 美園六丁目 ２０番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地３ 美園六丁目 ２０番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地４ 美園六丁目 ２０番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６００番地４ 美園六丁目 ２０番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０１番地 美園六丁目 １９番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０２番地１ 美園六丁目 １９番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０２番地２ 美園六丁目 １９番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０２番地３ 美園六丁目 １９番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０５番地 美園六丁目 １８番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０８番地 美園六丁目 １８番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０９番地２ 美園六丁目 １８番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６０９番地２ 美園六丁目 １８番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１２番地 美園六丁目 ２５番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１２番地 美園六丁目 ２５番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１２番地２ 美園六丁目 ２５番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１３番地 美園六丁目 １８番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１３番地 美園六丁目 ２５番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１４番地 美園六丁目 １９番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１５番地 美園六丁目 １９番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１６番地 美園六丁目 １９番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１８番地 美園六丁目 ２０番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１８番地 美園六丁目 ２０番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６１９番地３ 美園六丁目 ２０番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６２０番地 美園六丁目 ２２番地６

6 / 23 ページ
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旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６２０番地 美園六丁目 ２２番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６２０番地 美園六丁目 ２２番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３０番地 美園六丁目 ２３番地２４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３１番地 美園六丁目 ２３番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３１番地 美園六丁目 ２３番地２３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３２番地 美園六丁目 ２３番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３２番地 美園六丁目 ２３番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３２番地 美園六丁目 ２３番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３３番地１ 美園六丁目 ２３番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３３番地１ 美園六丁目 ２３番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３３番地２ 美園六丁目 ２３番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３４番地 美園六丁目 ２３番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３４番地 美園六丁目 ２３番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３５番地 美園六丁目 ２４番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３５番地２ 美園六丁目 ２３番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３５番地４ 美園六丁目 ２３番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３５番地４ 美園六丁目 ２３番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６３９番地２ 美園六丁目 ２３番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４１番地 美園六丁目 ２５番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４２番地 美園六丁目 ２５番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４２番地 美園六丁目 ２５番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４２番地２ 美園六丁目 ２５番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４３番地１ 美園六丁目 ２５番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４４番地３ 美園六丁目 ２６番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４４番地４ 美園六丁目 ２６番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４５番地 美園六丁目 ２６番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４６番地 美園六丁目 ２５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４７番地１ 美園六丁目 ２５番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４７番地１ 美園六丁目 ２６番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４８番地 美園六丁目 ２４番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４８番地 美園六丁目 ２４番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４８番地１ 美園六丁目 ２７番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４９番地 美園六丁目 ２７番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６４９番地１ 美園六丁目 ２７番地１３
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旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５０番地 美園六丁目 ２７番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５１番地 美園六丁目 ２７番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５３番地 美園六丁目 ２７番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５３番地 美園六丁目 ２７番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５４番地 美園六丁目 ２７番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５４番地 美園六丁目 ２７番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５４番地 美園六丁目 ２７番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５４番地 美園六丁目 ２７番地２２

大字大門 ３６５５番地１ 美園六丁目 ９番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５５番地２ 美園六丁目 ９番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５５番地２ 美園六丁目 ２７番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５５番地２ 美園六丁目 ２７番地２

大字大門 ３６５７番地 美園六丁目 ９番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５８番地 美園六丁目 ９番地２３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５８番地 美園六丁目 ９番地２５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６５９番地 美園六丁目 ９番地２４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６０番地 美園六丁目 ２８番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６４番地 美園六丁目 ３０番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６５番地 美園六丁目 ３０番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６６番地 美園六丁目 ２９番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６７番地 美園六丁目 ２８番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６７番地 美園六丁目 ２８番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６７番地 美園六丁目 ２８番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６７番地 美園六丁目 ２８番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６７番地 美園六丁目 ２９番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６８番地 美園六丁目 ２８番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６８番地 美園六丁目 ２８番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６８番地 美園六丁目 ２８番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６９番地 美園六丁目 ２６番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６９番地 美園六丁目 ２６番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６６９番地 美園六丁目 ２６番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７０番地２ 美園六丁目 ２６番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７１番地１ 美園六丁目 ２６番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７１番地３ 美園六丁目 ２６番地１８
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７１番地４ 美園六丁目 ２６番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７２番地 美園六丁目 ２６番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７８番地 美園六丁目 ２６番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６７９番地 美園六丁目 ２９番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８１番地 美園六丁目 ２９番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８１番地 美園六丁目 ３０番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８２番地 美園六丁目 ３０番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８２番地 美園六丁目 ３０番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８３番地 美園六丁目 ２９番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８３番地 美園六丁目 ２９番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８３番地 美園六丁目 ３０番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８３番地 美園六丁目 ３０番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８３番地 美園六丁目 ３０番地２４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地２５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８４番地 美園六丁目 ３０番地２７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８５番地 美園六丁目 ３０番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８５番地 美園六丁目 ３０番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８５番地 美園六丁目 ３０番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６８５番地 美園六丁目 ３０番地２８

大字大門 ３６８９番地 美園六丁目 ９番地２２

大字大門 ３６９０番地 美園六丁目 ９番地２６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３６９８番地 美園六丁目 ３０番地２３

大字大門 ３７００番地 美園六丁目 ３０番地２２

大字大門 ３７１０番地 美園五丁目 ５０番地１

大字大門 ３７３０番地２ 美園五丁目 ５１番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３７３６番地１ 美園六丁目 ２６番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３７５８番地１ 美園六丁目 ２６番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３７６４番地３ 美園六丁目 ２６番地１０

大字大門 ３７８９番地 美園五丁目 ４８番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３８１３番地１ 美園五丁目 ４７番地１
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３８１３番地４ 美園五丁目 ４７番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　３８５２番地 美園四丁目 ９番地１

大字大門 ３８８８番地 美園四丁目 １２番地

大字大門 ４２０１番地１ 美園六丁目 ６番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２０７番地 美園六丁目 ５番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２０９番地１ 美園六丁目 ５番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２１２番地１ 美園六丁目 ５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２１３番地 美園六丁目 ５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２１４番地１ 美園六丁目 ５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２１４番地２ 美園六丁目 ５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２１５番地 美園六丁目 ５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２０番地 美園六丁目 ６番地４

大字大門 ４２２０番地 美園六丁目 ６番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２１番地 美園六丁目 ６番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２２番地 美園六丁目 ６番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２２番地 美園六丁目 ６番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２３番地 美園六丁目 ６番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２７番地 美園六丁目 ６番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２８番地 美園六丁目 ６番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２８番地 美園六丁目 ６番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２２９番地 美園六丁目 ６番地１８

大字大門 ４２４６番地 美園六丁目 ７番地２６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２５１番地 美園六丁目 ７番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２５１番地 美園六丁目 ７番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２５２番地 美園六丁目 ７番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４２５３番地 美園六丁目 ７番地９

大字大門 ４２７３番地 美園六丁目 ７番地２９

大字大門 ４２８０番地 美園六丁目 １０番地２０

大字大門 ４２９３番地 美園六丁目 ９番地１０

大字大門 ４２９４番地 美園六丁目 ９番地１０

大字大門 ４２９４番地 美園六丁目 ９番地１１

大字大門 ４３００番地 美園六丁目 ８番地１５

大字大門 ４３１４番地 美園六丁目 ８番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３１６番地 美園六丁目 ８番地１０
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３２９番地１ 美園六丁目 ２８番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３２９番地２ 美園六丁目 ２８番地１８

大字大門 ４３３７番地 美園五丁目 ４９番地１３

大字大門 ４３４０番地 美園六丁目 ８番地６

大字大門 ４３４２番地 美園六丁目 ８番地２

大字大門 ４３４３番地 美園六丁目 ８番地８

大字大門 ４３４５番地 美園五丁目 ４９番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３５４番地１ 美園五丁目 ３４番地６

大字大門 ４３５９番地 美園五丁目 ３３番地

大字大門 ４３６１番地 美園五丁目 ４９番地１５

大字大門 ４３６１番地 美園五丁目 ４９番地１７

大字大門 ４３６２番地 美園五丁目 ４９番地６

大字大門 ４３６６番地 美園五丁目 ４８番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３６８番地 美園五丁目 ４８番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７１番地 美園五丁目 ３４番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７１番地 美園五丁目 ３４番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７２番地 美園五丁目 ３４番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７２番地 美園五丁目 ３４番地１０

大字大門 ４３７３番地 美園六丁目 ７番地２８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７３番地 美園五丁目 ３４番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７５番地１ 美園五丁目 ３４番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７６番地 美園五丁目 ３４番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７８番地 美園五丁目 ３４番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７８番地 美園五丁目 ３４番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３７８番地 美園五丁目 ３５番地３

大字大門 ４３８０番地 美園五丁目 ３５番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８１番地 美園五丁目 ３４番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８１番地 美園五丁目 ３４番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８１番地 美園五丁目 ３５番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８１番地 美園五丁目 ３５番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８１番地 美園五丁目 ３５番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８２番地 美園五丁目 ３４番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８２番地 美園五丁目 ３４番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８２番地 美園五丁目 ３５番地１１
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８２番地 美園五丁目 ３５番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８３番地１ 美園五丁目 ３５番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８３番地１ 美園五丁目 ３５番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８３番地２ 美園五丁目 ３５番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３８４番地 美園六丁目 ２３番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９１番地 美園五丁目 ４８番地１２

大字大門 ４３９２番地 美園五丁目 ４８番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９４番地 美園五丁目 ３６番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９５番地５ 美園五丁目 ３６番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地１ 美園五丁目 ３６番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地１ 美園五丁目 ３６番地２５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地２ 美園五丁目 ３６番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地２ 美園五丁目 ３６番地２３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地２ 美園五丁目 ３７番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９７番地５ 美園五丁目 ３７番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９８番地１ 美園五丁目 ３６番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９８番地１ 美園五丁目 ３６番地２８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９８番地１ 美園五丁目 ３７番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９８番地２ 美園五丁目 ３６番地２６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９８番地５ 美園五丁目 ３６番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９９番地１ 美園五丁目 ３６番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９９番地１ 美園五丁目 ３６番地３１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９９番地５ 美園五丁目 ３６番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４３９９番地５ 美園五丁目 ３６番地２９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４００番地１ 美園五丁目 ３６番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４００番地２ 美園五丁目 ３６番地３４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４００番地４ 美園五丁目 ３６番地３２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４００番地４ 美園五丁目 ３７番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４００番地５ 美園五丁目 ３６番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地１ 美園五丁目 ３７番地２３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地２ 美園五丁目 ３７番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地２ 美園五丁目 ３７番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地４ 美園五丁目 ３７番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地５ 美園五丁目 ３７番地４
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旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地５ 美園五丁目 ３８番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０１番地６ 美園五丁目 ３７番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０２番地 美園五丁目 ３７番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０３番地１ 美園五丁目 ３７番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０３番地１ 美園五丁目 ３７番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０３番地１ 美園五丁目 ３７番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０３番地３ 美園五丁目 ３８番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０３番地３ 美園五丁目 ３８番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０４番地 美園五丁目 ３７番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０５番地 美園五丁目 ３７番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０８番地 美園五丁目 ４７番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０８番地 美園五丁目 ４７番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０８番地 美園五丁目 ４７番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４０９番地２ 美園五丁目 ４７番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４１０番地 美園五丁目 ４７番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４１０番地 美園五丁目 ４７番地９

大字大門 ４４１５番地 美園五丁目 ４６番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４１７番地 美園五丁目 ４７番地６

大字大門 ４４１８番地１ 美園五丁目 ３９番地２５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４１８番地１ 美園五丁目 ３９番地２９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２０番地２ 美園五丁目 ３７番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地１ 美園五丁目 ３９番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地１ 美園五丁目 ３９番地３０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地１ 美園五丁目 ３９番地３１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地２ 美園五丁目 ３９番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地３ 美園五丁目 ３９番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２１番地４ 美園五丁目 ３９番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２２番地 美園五丁目 ３９番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２２番地 美園五丁目 ３９番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２２番地 美園五丁目 ３９番地３２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２４番地 美園五丁目 ３９番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２４番地 美園五丁目 ３９番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２４番地 美園五丁目 ３９番地３５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２４番地 美園五丁目 ３９番地３７
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旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２４番地 美園五丁目 ３９番地３８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２５番地１ 美園五丁目 ３９番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４２５番地２ 美園五丁目 ３９番地６

大字大門 ４４２７番地 美園五丁目 ４６番地１２

大字大門 ４４３０番地 美園五丁目 ４６番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３２番地２ 美園五丁目 ４０番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３２番地２ 美園五丁目 ４０番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３２番地２ 美園五丁目 ４１番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４０番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４０番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４０番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４０番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４１番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３３番地 美園五丁目 ４１番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３４番地 美園五丁目 ４０番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３４番地 美園五丁目 ４０番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３４番地 美園五丁目 ４１番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３５番地 美園五丁目 ４０番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３６番地 美園五丁目 ４０番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３９番地２ 美園五丁目 ３６番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３９番地２ 美園五丁目 ３６番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４３９番地３ 美園五丁目 ４３番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４０番地 美園五丁目 ４３番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４１番地１ 美園五丁目 ３８番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４１番地２ 美園五丁目 ４３番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４２番地 美園五丁目 ４１番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４２番地 美園五丁目 ４１番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４２番地 美園五丁目 ４１番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４２番地 美園五丁目 ４３番地７

大字大門 ４４４３番地１ 美園五丁目 ４３番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４３番地２ 美園五丁目 ４３番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４３番地３ 美園五丁目 ３８番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４３番地３ 美園五丁目 ４１番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４３番地３ 美園五丁目 ４１番地１６
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４３番地４ 美園五丁目 ４１番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４４番地 美園五丁目 ４３番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４４５番地 美園五丁目 ４１番地１３

大字大門 ４４４８番地 美園五丁目 ４６番地１

大字大門 ４４５５番地 美園四丁目 ６番地９

大字大門 ４４５６番地 美園五丁目 ４５番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４４６５番地 美園五丁目 ４３番地１７

大字大門 ４４６５番地 美園五丁目 ４３番地１８

大字大門 ４４７８番地 美園四丁目 ５番地１３

大字大門 ４９０１番地 美園六丁目 ５番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４１番地６ 美園五丁目 ３２番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４３番地４ 美園五丁目 ３２番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４３番地５ 美園五丁目 ３２番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０１ 美園五丁目 ６番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０３ 美園五丁目 ６番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０４ 美園五丁目 ６番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０５ 美園五丁目 ６番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０６ 美園五丁目 ６番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０７ 美園五丁目 ６番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０８ 美園五丁目 ２２番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１０９ 美園五丁目 ２２番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１０ 美園五丁目 ２２番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１１ 美園五丁目 ２２番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１２ 美園五丁目 ２２番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１３ 美園五丁目 ２２番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１４ 美園五丁目 ２２番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１５ 美園五丁目 ２２番地８

大字大門 ４９４４番地１１６ 美園五丁目 ２２番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１７ 美園五丁目 ２２番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１８ 美園五丁目 ２２番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１１９ 美園五丁目 ２２番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２ 美園五丁目 ２５番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２ 美園五丁目 ２５番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２０ 美園五丁目 ２２番地１３
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２１ 美園五丁目 ２２番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２２ 美園五丁目 ２２番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２３ 美園五丁目 １３番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２４ 美園五丁目 １３番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２５ 美園五丁目 １３番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２６ 美園五丁目 １３番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２７ 美園五丁目 １３番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２８ 美園五丁目 １３番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１２９ 美園五丁目 １３番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３ 美園五丁目 ２４番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３０ 美園五丁目 １３番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３２ 美園五丁目 １２番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３３ 美園五丁目 １２番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３４ 美園五丁目 １２番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３５ 美園五丁目 １２番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３６ 美園五丁目 １２番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３８ 美園五丁目 １２番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１３９ 美園五丁目 １２番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４ 美園五丁目 ２３番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４０ 美園五丁目 １４番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４１ 美園五丁目 １４番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４３ 美園五丁目 ２２番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４８ 美園五丁目 ２５番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１４８ 美園五丁目 ２５番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５ 美園五丁目 ２２番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５０ 美園五丁目 ２５番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５０ 美園五丁目 ２５番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５２ 美園五丁目 ２５番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５２ 美園五丁目 ２５番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５４ 美園五丁目 ２５番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５４ 美園五丁目 ２５番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５６ 美園五丁目 ２５番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５６ 美園五丁目 ２５番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５８ 美園五丁目 ２５番地８
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１５８ 美園五丁目 ２５番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６０ 美園五丁目 ２５番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６０ 美園五丁目 ２５番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６３ 美園五丁目 ２４番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６４ 美園五丁目 ２４番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６５ 美園五丁目 ２４番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６６ 美園五丁目 ２４番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６７ 美園五丁目 ２４番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６８ 美園五丁目 ２４番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１６９ 美園五丁目 ２４番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７ 美園五丁目 ２０番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７０ 美園五丁目 ２４番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７１ 美園五丁目 ２４番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７１ 美園五丁目 ２４番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７３ 美園五丁目 ２４番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７３ 美園五丁目 ２４番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７５ 美園五丁目 ２４番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７５ 美園五丁目 ２４番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７７ 美園五丁目 ２４番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１７８ 美園五丁目 ２４番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８ 美園五丁目 １９番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８０ 美園五丁目 ２３番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８１ 美園五丁目 ２３番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８２ 美園五丁目 ２３番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８３ 美園五丁目 ２３番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８４ 美園五丁目 ２３番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８４ 美園五丁目 ２３番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８６ 美園五丁目 ２３番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８７ 美園五丁目 ２３番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１８８ 美園五丁目 ２３番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９ 美園五丁目 １７番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９１ 美園五丁目 ２３番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９１ 美園五丁目 ２３番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９２ 美園五丁目 ２３番地８
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９２ 美園五丁目 ２３番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９３ 美園五丁目 ２３番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９４ 美園五丁目 ２３番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９５ 美園五丁目 ２３番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９７ 美園五丁目 ２３番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９７ 美園五丁目 ２３番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９８ 美園五丁目 ２１番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地１９８ 美園五丁目 ２１番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０ 美園五丁目 １６番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２００ 美園五丁目 ２１番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２００ 美園五丁目 ２１番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０１ 美園五丁目 ２１番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０３ 美園五丁目 ２１番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０３ 美園五丁目 ２１番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０４ 美園五丁目 ２１番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０５ 美園五丁目 ２１番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０６ 美園五丁目 ２１番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０７ 美園五丁目 ２１番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０８ 美園五丁目 ２１番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２０９ 美園五丁目 ２１番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１ 美園五丁目 １５番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１ 美園五丁目 １５番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１０ 美園五丁目 ２１番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１０ 美園五丁目 ２１番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１３ 美園五丁目 ２１番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１３ 美園五丁目 ２１番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１５ 美園五丁目 ２０番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１６ 美園五丁目 ２０番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１７ 美園五丁目 ２０番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１８ 美園五丁目 ２０番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２１９ 美園五丁目 ２０番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２ 美園五丁目 １４番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２ 美園五丁目 １４番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２０ 美園五丁目 ２０番地８
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２０ 美園五丁目 ２０番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２２ 美園五丁目 ２０番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２２ 美園五丁目 ２０番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２４ 美園五丁目 ２０番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２５ 美園五丁目 ２０番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２６ 美園五丁目 １９番地２４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２６ 美園五丁目 １９番地２５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２８ 美園五丁目 １９番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２２８ 美園五丁目 １９番地２２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３ 美園五丁目 １３番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３０ 美園五丁目 １９番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３０ 美園五丁目 １９番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３２ 美園五丁目 １９番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３２ 美園五丁目 １９番地２０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３４ 美園五丁目 １９番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３４ 美園五丁目 １９番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３６ 美園五丁目 １９番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３８ 美園五丁目 １９番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２３８ 美園五丁目 １９番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４ 美園五丁目 １２番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４０ 美園五丁目 １９番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４０ 美園五丁目 １９番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４２ 美園五丁目 １９番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４２ 美園五丁目 １９番地１５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４４ 美園五丁目 １９番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４４ 美園五丁目 １９番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４４ 美園五丁目 １９番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４５ 美園五丁目 １９番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２４９ 美園五丁目 １６番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５ 美園五丁目 １１番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５０ 美園五丁目 １６番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５１ 美園五丁目 １６番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５２ 美園五丁目 １６番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５４ 美園五丁目 １６番地８
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浦和東部第二地区及び埼玉スタジアム2002 旧新住所対照表 平成29年2月

旧住所 新住所

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５６ 美園五丁目 １５番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５６ 美園五丁目 １５番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５８ 美園五丁目 １５番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２５８ 美園五丁目 １５番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６ 美園五丁目 １０番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６０ 美園五丁目 １５番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６３ 美園五丁目 １４番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６３ 美園五丁目 １４番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６５ 美園五丁目 １４番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６５ 美園五丁目 １４番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６７ 美園五丁目 １４番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２６８ 美園五丁目 １４番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２７ 美園五丁目 ９番地８

大字大門 ４９４４番地２７１ 美園五丁目 ２０番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２７１ 美園五丁目 ２０番地２１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２８ 美園五丁目 ８番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地２９ 美園五丁目 ７番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３０ 美園五丁目 ６番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３１ 美園五丁目 １７番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３２ 美園五丁目 １７番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３３ 美園五丁目 １７番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３４ 美園五丁目 １７番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３５ 美園五丁目 １７番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３６ 美園五丁目 １７番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３７ 美園五丁目 １７番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３８ 美園五丁目 １７番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地３９ 美園五丁目 １５番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４０ 美園五丁目 １５番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４１ 美園五丁目 １５番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４２ 美園五丁目 １５番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４３ 美園五丁目 １１番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４４ 美園五丁目 １１番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４５ 美園五丁目 １１番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４６ 美園五丁目 １１番地５
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４７ 美園五丁目 １１番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４８ 美園五丁目 １１番地８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地４９ 美園五丁目 １１番地１６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５０ 美園五丁目 １１番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５２ 美園五丁目 １１番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５３ 美園五丁目 １１番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５４ 美園五丁目 １０番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５５ 美園五丁目 １０番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５６ 美園五丁目 １０番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地５９ 美園五丁目 １０番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６０ 美園五丁目 １０番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６１ 美園五丁目 １０番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６２ 美園五丁目 １０番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６３ 美園五丁目 １０番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６４ 美園五丁目 １０番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６５ 美園五丁目 ９番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６７ 美園五丁目 ９番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６８ 美園五丁目 ９番地４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地６９ 美園五丁目 ９番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７０ 美園五丁目 ９番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７１ 美園五丁目 ９番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７２ 美園五丁目 ９番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７３ 美園五丁目 ９番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７４ 美園五丁目 ９番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７５ 美園五丁目 ９番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７６ 美園五丁目 ８番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７７ 美園五丁目 ８番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地７８ 美園五丁目 ８番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８０ 美園五丁目 ８番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８１ 美園五丁目 ８番地６

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８３ 美園五丁目 ８番地１４

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８４ 美園五丁目 ８番地１３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８５ 美園五丁目 ８番地１２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８６ 美園五丁目 ８番地１１
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大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８７ 美園五丁目 ８番地１０

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８８ 美園五丁目 ８番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地８９ 美園五丁目 ７番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９０ 美園五丁目 ７番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９１ 美園五丁目 ７番地５

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９２ 美園五丁目 ７番地７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９３ 美園五丁目 ７番地９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９４ 美園五丁目 ７番地１１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９７ 美園五丁目 ６番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９８ 美園五丁目 ６番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９４４番地９９ 美園五丁目 ６番地１

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９７９番地５ 美園五丁目 ２０番地２

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９７９番地５ 美園五丁目 ２０番地１９

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９７９番地６ 美園五丁目 ２０番地１８

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９７９番地８ 美園五丁目 ２０番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　４９７９番地９ 美園五丁目 ２０番地１７

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　５０３０番地２ 美園五丁目 ３９番地３

大字大門　　　　　　　　　　　　　　　　５０３０番地２ 美園五丁目 ３９番地４

大字中野田　　　　　　　　　　　　　　　１４０番地 美園三丁目 ２７番地７

大字中野田　　　　　　　　　　　　　　　１４４番地 美園三丁目 ２９番地１０

大字中野田 ５００番地 美園二丁目 １番地

大字中野田 ６７９番地１ 美園一丁目 １３番地５

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１１８番地１ 美園三丁目 ９番地３４

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１２１番地 美園三丁目 １９番地１３

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１２４番地 美園三丁目 ２１番地

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１２４番地 美園三丁目 ２９番地８

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１６９番地 美園三丁目 ２５番地１２

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１６９番地 美園三丁目 ２６番地１１

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７０番地 美園三丁目 ２５番地１３

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７２番地 美園三丁目 ２５番地７

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７５番地 美園三丁目 ２６番地１

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７８番地 美園三丁目 ２６番地９

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７８番地 美園三丁目 ２６番地１７

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７９番地 美園三丁目 ２６番地１３
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大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１７９番地 美園三丁目 ２６番地１５

大字南部領辻　　　　　　　　　　　　　　４１８０番地１ 美園三丁目 ２６番地１２
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