
（注）

・ 住所の対照表であり土地(地番)の対照表ではありません。

江 洲 土 地 区 画 整 理 事 業

住 所 旧 新・新 旧 対 照 表（ 個 人 ）

換地処分公告日：令和３年１０月１５日（金）

　　　　変更日：令和３年１０月１６日（土）

う る ま 市



変更日：令和3年10月16日

行 番 号 旧 住 所 新 住 所 方 書 備 考

1 字江洲４４番地 字江洲２１１１番地３３
2 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ２０１
3 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ２０５
4 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ２０５
5 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ３０１
6 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ３０２
7 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ３０５
8 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ４０１
9 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ４０２
10 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ４０３
11 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ４０５
12 字江洲４４番地３ 字江洲２１１１番地３４
13 字江洲４５番地 字江洲２１１１番地３１
14 字江洲４５番地３ 字江洲２１１１番地３０ ２階
15 字江洲４５番地３ 字江洲２１１１番地３０
16 字江洲４６番地 字江洲２１１４番地１
17 字江洲１６１番地１ 字江洲２１０３番地４
18 字江洲１６１番地１ 字江洲２１０３番地６
19 字江洲１６１番地５ 字江洲２１０３番地３
20 字江洲１６１番地５ 字江洲２１０３番地３
21 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１１
22 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１１
23 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１１
24 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１１
25 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１４
26 字江洲１６２番地 字江洲２１０４番地１５
27 字江洲１６３番地１ 字江洲２１０４番地１８ 仲松アパート１０１
28 字江洲１６３番地１ 字江洲２１０４番地１８ 仲松アパート２０１
29 字江洲１６３番地１ 字江洲２１０４番地１８ 仲松アパート２０２
30 字江洲１６３番地２ 字江洲２１０４番地１９
31 字江洲１６３番地２ 字江洲２１０４番地１９
32 字江洲１６３番地３ 字江洲２１０４番地１０
33 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ１０１
34 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ１０２
35 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ２０１
36 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ２０３
37 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ３０１
38 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ３０２
39 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ４０１
40 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ４０２
41 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ４０３
42 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ＇ｅｓ２０２
43 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ＇ｅｓ３０３
44 字江洲１６５番地 字江洲２１０５番地３６ １
45 字江洲１６５番地 字江洲２１０５番地２
46 字江洲１６５番地 字江洲２１０５番地２
47 字江洲１６６番地 字江洲２１０５番地３
48 字江洲１６６番地 字江洲２１０５番地３２
49 字江洲１７０番地２ 字江洲２１０４番地９
50 字江洲１７２番地 字江洲２１０３番地１
51 字江洲１７３番地１ 字江洲２１０３番地２
52 字江洲１７６番地２ 字江洲２１０２番地１
53 字江洲１７６番地２ 字江洲２１０２番地１
54 字江洲１７６番地２ 字江洲２１０４番地３
55 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ１０１
56 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ１０２
57 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ１０４
58 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ２０１
59 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ２０３
60 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ２０４
61 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ２０５
62 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ３０１
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63 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ３０２
64 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ３０３
65 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ３０４
66 字江洲１７８番地１ 字江洲２１０４番地６ パークサイドハイツ３０５
67 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１０ 當銘マンション２０１
68 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１０ 當銘マンション２０２
69 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１０ 當銘マンション３０１
70 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１０ 當銘マンション３０２
71 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１７
72 字江洲１８０番地３ 字江洲２１１０番地２
73 字江洲１８０番地３ 字江洲２１１０番地２
74 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ１０１
75 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ１０３
76 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ２０１
77 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ２０２
78 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ２０３
79 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ３０１
80 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ３０３
81 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ３０３
82 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０１
83 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０２
84 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０２
85 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０２
86 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０３
87 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ５０３
88 字江洲１８４番地１ 字江洲２１０２番地２
89 字江洲１８４番地１ 字江洲２１０２番地３
90 字江洲１８４番地７ 字江洲２１０１番地９
91 字江洲１８４番地７ 字江洲２１０２番地４
92 字江洲１８４番地８ 字江洲２１０１番地７
93 字江洲１８４番地８ 字江洲２１０１番地７
94 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション１０１
95 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション１０２
96 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション２０１
97 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション２０２
98 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション３０１
99 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション３０２
100 字江洲１８４番地１０ 字江洲２１０１番地８
101 字江洲１８５番地 字江洲２１０１番地５
102 字江洲１８５番地４ 字江洲２１０１番地６
103 字江洲１８５番地６ 字江洲２１０１番地１４
104 字江洲１８８番地 字江洲２１００番地９ ２Ｆ
105 字江洲１８８番地 字江洲２１００番地８
106 字江洲１８８番地 字江洲２１００番地９
107 字江洲１８８番地 字江洲２１００番地９
108 字江洲１８８番地 字江洲２１００番地９
109 字江洲１９０番地 字江洲２１００番地７
110 字江洲１９１番地 字江洲２１０１番地２
111 字江洲１９１番地１ 字江洲２１０１番地１５ １Ｆ
112 字江洲１９１番地１ 字江洲２１０１番地１５ ２Ｆ
113 字江洲１９１番地１ 字江洲２１０１番地１６
114 字江洲１９１番地２ 字江洲２１０１番地３
115 字江洲１９１番地２ 字江洲２１０１番地３
116 字江洲１９１番地３ 字江洲２１０１番地４
117 字江洲１９２番地１ 字江洲２１００番地３
118 字江洲１９８番地 字江洲２１１１番地２５ 丸順アパート４号
119 字江洲１９８番地 字江洲２１１１番地２
120 字江洲１９８番地２ 字江洲２１１１番地３
121 字江洲１９８番地２ 字江洲２１１１番地３
122 字江洲２００番地 字江洲２１１１番地２１
123 字江洲２０１番地 字江洲２１１１番地９
124 字江洲２０１番地 字江洲２１１１番地２２
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125 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル　２０２号室
126 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル１０１
127 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル１０２
128 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル１０２
129 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル２０１
130 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル２０３
131 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル２０５
132 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル３０１号
133 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル３０２
134 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル３０３
135 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル３０５
136 字江洲２０７番地１ 字江洲２１１１番地１４
137 字江洲２０７番地２ 字江洲２１１１番地１５
138 字江洲２０７番地３ 字江洲２１１１番地１８
139 字江洲２０８番地 字江洲２１１１番地１２
140 字江洲２０８番地 字江洲２１１１番地１２
141 字江洲２０８番地２ 字江洲２１１４番地１５
142 字江洲２１０番地１ 字江洲２１１０番地２３
143 字江洲２１０番地３ 字江洲２１１０番地２２
144 字江洲２１１番地 字江洲２１１０番地１５
145 字江洲２１１番地 字江洲２１１０番地２１
146 字江洲２１２番地１ 字江洲２１０９番地１
147 字江洲２１２番地１ 字江洲２１１０番地１８
148 字江洲２１２番地１ 字江洲２１１０番地１８
149 字江洲２１２番地２ 字江洲２１１０番地１９
150 字江洲２１２番地２ 字江洲２１１０番地２０
151 字江洲２１２番地３ 字江洲２１０６番地１１
152 字江洲２１３番地 字江洲２１０６番地３
153 字江洲２１４番地 字江洲２１０５番地６
154 字江洲２１４番地 字江洲２１０５番地６
155 字江洲２１５番地１ 字江洲２１０５番地１０
156 字江洲２１５番地２ 字江洲２１０５番地９
157 字江洲２１５番地２ 字江洲２１０５番地９
158 字江洲２１５番地２ 字江洲２１０５番地９
159 字江洲２１５番地３ 字江洲２１０５番地２２
160 字江洲２１６番地１ 字江洲２１０６番地５
161 字江洲２１６番地１ 字江洲２１０６番地６
162 字江洲２１６番地１ 字江洲２１０６番地１０
163 字江洲２１６番地１ 字江洲２１０６番地１０
164 字江洲２１６番地３ 字江洲２１０５番地２３
165 字江洲２１６番地４ 字江洲２１０６番地２
166 字江洲２１６番地５ 字江洲２１０５番地２０ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ　１Ｆ
167 字江洲２１６番地５ 字江洲２１０５番地２０ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ２０１
168 字江洲２１６番地５ 字江洲２１０５番地２０ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ３０１
169 字江洲２１６番地５ 字江洲２１０５番地２０ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ３０２
170 字江洲２１６番地５ 字江洲２１０６番地７
171 字江洲２１６番地６ 字江洲２１０６番地４ 一階
172 字江洲２１７番地１ 字江洲２１０５番地１５
173 字江洲２１７番地１ 字江洲２１０５番地１７
174 字江洲２１７番地４ 字江洲２１０６番地８
175 字江洲２１７番地５ 字江洲２１０９番地７
176 字江洲２１７番地６ 字江洲２１０９番地６
177 字江洲２１７番地６ 字江洲２１０９番地６
178 字江洲２１７番地１０ 字江洲２１０５番地１９
179 字江洲２１８番地２ 字江洲２１０５番地１４
180 字江洲２２０番地 字江洲２１０８番地１
181 字江洲２２０番地 字江洲２１０８番地２
182 字江洲２２０番地 字江洲２１０８番地２
183 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１１ アーベイン具志川２Ｆ
184 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１１ アーベイン具志川３Ｆ
185 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１１ アーベイン具志川５０１
186 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１１ アーベイン具志川５０２
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187 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１０ コーポ木の実２０２
188 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地８
189 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地８
190 字江洲２２２番地１ 字江洲２１１８番地１０
191 字江洲２２３番地 字江洲２１１８番地９
192 字江洲２２４番地 字江洲２１０９番地９
193 字江洲２２４番地 字江洲２１０９番地１２
194 字江洲２２４番地２ 字江洲２１０９番地２
195 字江洲２２４番地４ 字江洲２１０９番地１６ ２階
196 字江洲２２４番地４ 字江洲２１０９番地１６
197 字江洲２２５番地１ 字江洲２１０９番地１８
198 字江洲２２５番地２ 字江洲２１０９番地１５
199 字江洲２２５番地２ 字江洲２１０９番地２１
200 字江洲２２５番地３ 字江洲２１０９番地３
201 字江洲２２５番地３ 字江洲２１０９番地１９
202 字江洲２２５番地４ 字江洲２１０９番地１７
203 字江洲２２５番地４ 字江洲２１０９番地２０
204 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７ ククイプレイス２０１
205 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７ ククイプレイス２０２
206 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７ ククイプレイス３０１
207 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７ ククイプレイス３０２
208 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７
209 字江洲２２９番地 字江洲２１１２番地３
210 字江洲２３０番地 字江洲２１１２番地１
211 字江洲２３０番地 字江洲２１１４番地７
212 字江洲２３１番地 字江洲２１１４番地８
213 字江洲２３２番地 字江洲２１１４番地１１
214 字江洲２３３番地 字江洲２１１７番地１８
215 字江洲２３３番地２ 字江洲２１１４番地１４
216 字江洲２３４番地 字江洲２１１５番地４
217 字江洲２３４番地２ 字江洲２１１４番地１０
218 字江洲２３５番地 字江洲２１１４番地１７
219 字江洲２３５番地 字江洲２１１４番地１８
220 字江洲２３５番地 字江洲２１１４番地１９
221 字江洲２３６番地２ 字江洲２１１４番地６
222 字江洲２３７番地１ 字江洲２１１４番地４
223 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　１０１号室
224 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　１０２号室
225 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　２０１号室
226 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　２０２号室
227 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　３０１号室
228 字江洲２３８番地 字江洲２１１４番地２０ ミ・カーサ江洲　３０２号室
229 字江洲２３９番地 字江洲２１１５番地１
230 字江洲２３９番地 字江洲２１１５番地１
231 字江洲２３９番地 字江洲２１１５番地３
232 字江洲２３９番地 字江洲２１１５番地３
233 字江洲２４１番地 字江洲２１１７番地７
234 字江洲２４２番地３ 字江洲２１１７番地５
235 字江洲２４２番地４ 字江洲２１１７番地３ ２Ｆ
236 字江洲２４２番地４ 字江洲２１１７番地３
237 字江洲２４２番地５ 字江洲２１１７番地１
238 字江洲２４２番地６ 字江洲２１１７番地１０
239 字江洲２４３番地 字江洲２１１６番地２ ２Ｆ
240 字江洲２４３番地 字江洲２１１６番地５
241 字江洲２４３番地 字江洲２１１６番地２
242 字江洲２４３番地 字江洲２１１６番地５
243 字江洲２４３番地 字江洲２１１６番地５
244 字江洲２４５番地１ 字江洲２１１８番地１
245 字江洲２４５番地２ 字江洲２１１７番地１２
246 字江洲２４５番地３ 字江洲２１１８番地２
247 字江洲２４６番地２ 字江洲２１１８番地７
248 字江洲２４６番地３ 字江洲２１１７番地１４
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249 字江洲２４６番地４ 字江洲２１１３番地６
250 字江洲２４６番地４ 字江洲２１１３番地７
251 字江洲２４６番地４ 字江洲２１１３番地８
252 字江洲２４７番地１ 字江洲２１１８番地１８
253 字江洲２４７番地２ 字江洲２１１８番地１６
254 字江洲２４７番地３ 字江洲２１１８番地１４
255 字江洲２４８番地 字江洲２１１８番地１９
256 字江洲２４９番地 字江洲２１１９番地１２
257 字江洲２４９番地１ 字江洲２１１９番地１
258 字江洲２４９番地２ 字江洲２１１９番地９
259 字江洲２４９番地２ 字江洲２１１９番地１０
260 字江洲２４９番地５ 字江洲２１１９番地４
261 字江洲２４９番地６ 字江洲２１１９番地２
262 字江洲２４９番地７ 字江洲２１１９番地１１
263 字江洲２５０番地 字江洲２１４８番地３
264 字江洲２５０番地３ 字江洲２１４８番地１５
265 字江洲２５０番地４ 字江洲２１１９番地６
266 字江洲２５０番地５ 字江洲２１１９番地５
267 字江洲２５０番地５ 字江洲２１１９番地７
268 字江洲２５１番地１ 字江洲２１１８番地１２ ２Ｆ
269 字江洲２５１番地１ 字江洲２１１８番地１２ ２Ｆ
270 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０１
271 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０１
272 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０２
273 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０３
274 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０３
275 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽１０５
276 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽２０１
277 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽２０１
278 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽２０１
279 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽２０３
280 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽２０５
281 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽３０１
282 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽３０２
283 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽３０３
284 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽３０５
285 字江洲２５１番地１ 字江洲２１４８番地１ レジデンス嘉陽３０５
286 字江洲２５３番地２ 字江洲２１０８番地７
287 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ１０１
288 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ１０２
289 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ１０３
290 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ２０１
291 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ２０２
292 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地６ ドエルＮ２０３
293 字江洲２５７番地３ 字江洲２１０７番地２
294 字江洲２５８番地 字江洲２１０７番地５
295 字江洲２５９番地１ 字江洲２１０７番地８
296 字江洲２５９番地１ 字江洲２１０７番地８
297 字江洲２５９番地１ 字江洲２１０７番地１０
298 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地１
299 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地１
300 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地２
301 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地３
302 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地４
303 字江洲２６０番地 字江洲２１５０番地５
304 字江洲２６１番地２ 字江洲２１５０番地１９
305 字江洲２６１番地３ 字江洲２１５０番地１７
306 字江洲２６１番地５ 字江洲２１５０番地１６
307 字江洲２６１番地６ 字江洲２１５０番地１４
308 字江洲２６１番地７ 字江洲２１５０番地１２
309 字江洲２６１番地８ 字江洲２１５０番地６
310 字江洲２６１番地８ 字江洲２１５０番地６
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311 字江洲２６１番地１０ 字江洲２１５０番地７
312 字江洲２６１番地１０ 字江洲２１５０番地７
313 字江洲２６１番地１１ 字江洲２１５０番地１１
314 字江洲２６１番地１１ 字江洲２１５０番地１１
315 字江洲２６１番地１２ 字江洲２１５０番地１０
316 字江洲２６１番地１３ 字江洲２１５０番地９
317 字江洲２６２番地 字江洲２１４９番地５ ドミールＮⅡ２０１
318 字江洲２６２番地 字江洲２１４９番地５ ドミ－ルＮⅡ２０２
319 字江洲２６２番地 字江洲２１４９番地５
320 字江洲２６２番地 字江洲２１５０番地２１
321 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ２０１
322 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ２０２
323 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ２０２
324 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ２０３
325 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ２０５号室
326 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミ－ルＮ２０３
327 字江洲２６２番地３ 字江洲２１５０番地２０
328 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ・１－Ａ
329 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ・２－Ａ
330 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ・２－Ａ
331 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ・２－Ｂ
332 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１０ オアシス城１０１
333 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１０ オアシス城２０１
334 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１０ オアシス城２０１
335 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１０ オアシス城３０１
336 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴２０１
337 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴２０２
338 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴２０３
339 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴３０１
340 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴３０１
341 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴３０２
342 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５ シンセイキ貴３０３
343 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５
344 字江洲２６４番地 字江洲２１４６番地１５
345 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１１
346 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１２
347 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１２
348 字江洲２６４番地 字江洲２１４８番地１２
349 字江洲２６５番地 字江洲２１４８番地９
350 字江洲２６６番地２ 字江洲２１４７番地１
351 字江洲２６６番地２ 字江洲２１４７番地２
352 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ・２－Ａ
353 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ・２－Ｃ
354 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ・３－Ａ
355 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ・３－Ｃ
356 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ・３－Ｃ
357 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パ－ムヒルズＫ・２－Ｂ
358 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パ－ムヒルズＫ・３－Ｂ
359 字江洲２６９番地１ 字江洲２１５６番地１３
360 字江洲２６９番地３ 字江洲２１５６番地１４
361 字江洲２６９番地３ 字江洲２１５６番地１５
362 字江洲２７０番地１ 字江洲２１５６番地１１
363 字江洲２７０番地１ 字江洲２１５６番地１２
364 字江洲２７０番地１ 字江洲２１５６番地１２
365 字江洲２７１番地１ 字江洲２１５６番地１０
366 字江洲２７４番地１ 字江洲２１５６番地８
367 字江洲２７５番地 字江洲２１４７番地１９
368 字江洲２７５番地１ 字江洲２１４７番地１６
369 字江洲２７５番地１ 字江洲２１４７番地１８
370 字江洲２７６番地 字江洲２１４６番地１８
371 字江洲２７６番地 字江洲２１４６番地１９
372 字江洲２７７番地 字江洲２１４６番地１１
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373 字江洲２７７番地 字江洲２１４６番地１２
374 字江洲２７７番地 字江洲２１４６番地１３
375 字江洲２７７番地 字江洲２１４６番地１４
376 字江洲２７７番地２ 字江洲２１４６番地１０
377 字江洲２７８番地２ 字江洲２１４６番地４
378 字江洲２７８番地３ 字江洲２１４６番地５
379 字江洲２７８番地５ 字江洲２１４６番地８ ２Ｆ
380 字江洲２７８番地５ 字江洲２１４６番地８
381 字江洲２７８番地５ 字江洲２１４６番地８
382 字江洲２７９番地１ 字江洲２１４６番地２
383 字江洲２７９番地１ 字江洲２１４６番地２１
384 字江洲２７９番地１ 字江洲２１４６番地２１
385 字江洲２８０番地 字江洲２１４６番地１
386 字江洲２８０番地 字江洲２１４６番地１
387 字江洲２８０番地 字江洲２１４７番地１４
388 字江洲２８１番地１ 字江洲２１４７番地１２
389 字江洲２８２番地１ 字江洲２１４７番地１１
390 字江洲２８２番地１ 字江洲２１４７番地１１
391 字江洲２８２番地３ 字江洲２１４７番地７
392 字江洲２８３番地１ 字江洲２１４７番地１０
393 字江洲２８３番地６ 字江洲２１４７番地９
394 字江洲２８４番地１ 字江洲２１５６番地１
395 字江洲２８４番地７ 字江洲２１５６番地３
396 字江洲２８５番地 字江洲２１５６番地５
397 字江洲２８５番地 字江洲２１５６番地２７
398 字江洲２８５番地 字江洲２１５６番地２７
399 字江洲２８５番地 字江洲２１５６番地２７
400 字江洲２８６番地２ 字江洲２１４７番地５
401 字江洲２８７番地２ 字江洲２１４７番地４
402 字江洲２８９番地１ 字江洲２１５６番地６
403 字江洲２８９番地１ 字江洲２１５６番地６
404 字江洲２８９番地２ 字江洲２１５６番地２４
405 字江洲２８９番地２ 字江洲２１５６番地２４
406 字江洲２８９番地３ 字江洲２１５６番地２２ ２Ｆ
407 字江洲２８９番地４ 字江洲２１５６番地２１
408 字江洲２８９番地４ 字江洲２１５６番地２１
409 字江洲２９３番地 字江洲２１５６番地１９
410 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英１０１
411 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英１０２
412 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英１０３
413 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英１０５
414 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英２０１
415 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英２０１
416 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英２０２
417 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英２０３
418 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英３０１
419 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英３０２
420 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英３０３
421 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英３０５
422 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英４０１
423 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英４０２
424 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英４０３
425 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英４０５
426 字江洲２９５番地１ 字江洲２１５７番地１５
427 字江洲２９５番地１ 字江洲２１５７番地１５
428 字江洲２９５番地２ 字江洲２１５７番地１４ １Ｆ
429 字江洲２９５番地２ 字江洲２１５７番地１４ ２Ｆ
430 字江洲２９５番地２ 字江洲２１５７番地１３
431 字江洲２９５番地５ 字江洲２１５７番地８
432 字江洲２９６番地１ 字江洲２１５７番地６
433 字江洲２９６番地２ 字江洲２１５７番地７
434 字江洲２９７番地１ 字江洲２１５７番地４
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435 字江洲２９７番地５ 字江洲２１５７番地１
436 字江洲２９７番地８ 字江洲２１５７番地１８ ２階
437 字江洲２９７番地８ 字江洲２１５７番地１８
438 字江洲２９９番地 字江洲２１５５番地１
439 字江洲３００番地２ 字江洲２１５５番地３
440 字江洲３００番地２ 字江洲２１５５番地４
441 字江洲３００番地２ 字江洲２１５５番地４
442 字江洲３００番地４ 字江洲２１５１番地１１
443 字江洲３００番地５ 字江洲２１５５番地２
444 字江洲３０１番地１ 字江洲２１５１番地１５
445 字江洲３０２番地 字江洲２１５１番地１８
446 字江洲３０４番地 字江洲２１５１番地１
447 字江洲３０５番地 字江洲２１５１番地２
448 字江洲３０５番地 字江洲２１５１番地３
449 字江洲３０７番地 字江洲２１５１番地４
450 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル２―Ｄ
451 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル２－Ａ
452 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル３－Ａ
453 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル３－Ｂ
454 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル３－Ｃ
455 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地７ ドリームキャッスル３－Ｄ
456 字江洲３０９番地 字江洲２１５１番地１２
457 字江洲３１０番地 字江洲２１５１番地９
458 字江洲３１１番地 字江洲２１５２番地２
459 字江洲３１１番地２ 字江洲２１５２番地１
460 字江洲３１１番地２ 字江洲２１５２番地２８
461 字江洲３１１番地２ 字江洲２１５２番地２８
462 字江洲３１１番地２ 字江洲２１５２番地２８
463 字江洲３１１番地４ 字江洲２１５２番地２７
464 字江洲３１１番地４ 字江洲２１５２番地３０
465 字江洲３１２番地１ 字江洲２１５２番地１２
466 字江洲３１２番地３ 字江洲２１５２番地１１
467 字江洲３１２番地３ 字江洲２１５２番地１１
468 字江洲３１２番地５ 字江洲２１５２番地８
469 字江洲３１２番地５ 字江洲２１５２番地８
470 字江洲３１２番地６ 字江洲２１５２番地９ １Ｆ
471 字江洲３１２番地７ 字江洲２１５２番地１０ １Ｆ
472 字江洲３１２番地７ 字江洲２１５２番地１０ ２Ｆ
473 字江洲３１２番地８ 字江洲２１５２番地６
474 字江洲３１２番地８ 字江洲２１５２番地６
475 字江洲３１２番地１０ 字江洲２１５２番地５
476 字江洲３１２番地１２ 字江洲２１５２番地３
477 字江洲３１２番地１２ 字江洲２１５２番地３
478 字江洲３１４番地２ 字江洲２１５２番地２４
479 字江洲３１４番地２ 字江洲２１５２番地２６
480 字江洲３１５番地１ 字江洲２１５２番地１３
481 字江洲３１５番地２ 字江洲２１５２番地１４
482 字江洲３１７番地 字江洲２１５４番地４
483 字江洲３１７番地 字江洲２１５４番地６
484 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地１９ Ａ
485 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地１９ Ａ
486 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地２２
487 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地２２
488 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地２５
489 字江洲３１８番地 字江洲２１５２番地２５
490 字江洲３１９番地 字江洲２１５２番地１５
491 字江洲３２０番地１ 字江洲２１５２番地１６
492 字江洲３２０番地１ 字江洲２１５２番地１６
493 字江洲３２１番地１ 字江洲２１５２番地１７
494 字江洲３２１番地２ 字江洲２１５４番地５
495 字江洲３３３番地２ 字江洲２１５３番地３
496 字江洲３３４番地１ 字江洲２１５３番地１
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497 字江洲３３４番地１ 字江洲２１５３番地１
498 字江洲３３４番地１ 字江洲２１５３番地１
499 字江洲３４７番地 字江洲２１５８番地３４
500 字江洲３４９番地 字江洲２１５９番地８
501 字江洲３４９番地 字江洲２１５９番地８
502 字江洲３４９番地２ 字江洲２１５９番地９ ２Ｆ
503 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ Ｂ－２０１号室
504 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ Ｂ－２０２号室
505 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０１
506 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０２
507 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０３
508 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０４
509 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０５
510 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス１０６
511 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０１
512 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０２
513 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０２
514 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０４
515 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０５
516 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス２０６
517 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０１
518 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０２
519 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０３
520 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０４
521 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０５
522 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸ハウス３０６
523 字江洲３５０番地１ 字江洲２１５９番地７ 諸見里アパート　１０２号室
524 字江洲３５１番地 字江洲２１５９番地１０
525 字江洲３５１番地 字江洲２１５９番地１０
526 字江洲３５２番地１ 字江洲２１５９番地１
527 字江洲３５２番地２ 字江洲２１５９番地１５
528 字江洲３５２番地２ 字江洲２１５９番地１５
529 字江洲３５２番地３ 字江洲２１５９番地１１
530 字江洲３５２番地３ 字江洲２１５９番地１１
531 字江洲３５２番地３ 字江洲２１５９番地１１
532 字江洲３５２番地７ 字江洲２１５９番地３ ルート桜　１０３号室
533 字江洲３５２番地７ 字江洲２１５９番地３ ルート桜　２０１号室
534 字江洲３５２番地７ 字江洲２１５９番地３ ルート桜　２０２号室
535 字江洲３５２番地７ 字江洲２１５９番地３ ルート桜　２０３号室
536 字江洲３５２番地７ 字江洲２１５９番地４
537 字江洲３５２番地１４ 字江洲２１５９番地１２ ノワイエ２０２
538 字江洲３５２番地１４ 字江洲２１５９番地１２ ノワイエ２０３
539 字江洲３５２番地１４ 字江洲２１５９番地１２
540 字江洲３５２番地１５ 字江洲２１５９番地１３ １Ｆ
541 字江洲３５２番地１５ 字江洲２１５９番地１３
542 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０１
543 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０２
544 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０３
545 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０４
546 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０５
547 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ２０６
548 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０１
549 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０２
550 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０３
551 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０３
552 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０３
553 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０４
554 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０５
555 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ３０６
556 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０１
557 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０１
558 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０２
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559 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０４
560 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０５
561 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ４０６
562 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０１
563 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０２
564 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０３
565 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０４
566 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０５
567 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ５０６
568 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ６０１
569 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ６０２
570 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ６０３
571 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ６０５
572 字江洲３５２番地１６ 字江洲２１５８番地３ クラシオンＳ６０６
573 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ２０１

574 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ２０２

575 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ２０３

576 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ２０５

577 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ３０１

578 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ３０２

579 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ３０３

580 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ３０４号室

581 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ３０５

582 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ４０１

583 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ４０２

584 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ４０３

585 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ４０４

586 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ４０５

587 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ５０２

588 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ５０４

589 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ５０５

590 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ６０３

591 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ６０４

592 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ６０５

593 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ７０１

594 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ７０２

595 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ７０３

596 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ７０４

597 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ７０５

598 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０１

599 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０２

600 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０２

601 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０３

602 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０４

603 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０５

604 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０５

605 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修１０２号室
606 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修２０１号室
607 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修２０２号室
608 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修３０１号室
609 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修３０２号
610 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修４０１号室
611 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修４０２号室
612 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修４０３号室
613 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修５０１号室
614 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修５０１号室
615 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修５０２号室
616 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修５０３号室
617 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修５０４号室
618 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修６０１号室
619 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修６０２号室
620 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修６０３号室
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621 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４ レジデンス修６０４号室
622 字江洲３５３番地 字江洲２１５９番地１４
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
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1 字江洲２１００番地３ 字江洲１９２番地１
2 字江洲２１００番地７ 字江洲１９０番地
3 字江洲２１００番地８ 字江洲１８８番地
4 字江洲２１００番地９ 字江洲１８８番地 ２Ｆ
5 字江洲２１００番地９ 字江洲１８８番地
6 字江洲２１００番地９ 字江洲１８８番地
7 字江洲２１００番地９ 字江洲１８８番地
8 字江洲２１０１番地２ 字江洲１９１番地
9 字江洲２１０１番地３ 字江洲１９１番地２
10 字江洲２１０１番地３ 字江洲１９１番地２
11 字江洲２１０１番地４ 字江洲１９１番地３
12 字江洲２１０１番地５ 字江洲１８５番地
13 字江洲２１０１番地６ 字江洲１８５番地４
14 字江洲２１０１番地７ 字江洲１８４番地８
15 字江洲２１０１番地７ 字江洲１８４番地８
16 字江洲２１０１番地８ 字江洲１８４番地１０
17 字江洲２１０１番地９ 字江洲１８４番地７
18 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション１０１
19 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション１０２
20 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション２０１
21 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション２０２
22 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション３０１
23 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション３０２
24 字江洲２１０１番地１４ 字江洲１８５番地６
25 字江洲２１０１番地１５ 字江洲１９１番地１ １Ｆ
26 字江洲２１０１番地１５ 字江洲１９１番地１ ２Ｆ
27 字江洲２１０１番地１６ 字江洲１９１番地１
28 字江洲２１０２番地１ 字江洲１７６番地２
29 字江洲２１０２番地１ 字江洲１７６番地２
30 字江洲２１０２番地２ 字江洲１８４番地１
31 字江洲２１０２番地３ 字江洲１８４番地１
32 字江洲２１０２番地４ 字江洲１８４番地７
33 字江洲２１０３番地１ 字江洲１７２番地
34 字江洲２１０３番地２ 字江洲１７３番地１
35 字江洲２１０３番地３ 字江洲１６１番地５
36 字江洲２１０３番地３ 字江洲１６１番地５
37 字江洲２１０３番地４ 字江洲１６１番地１
38 字江洲２１０３番地６ 字江洲１６１番地１
39 字江洲２１０４番地３ 字江洲１７６番地２
40 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ１０１
41 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ１０２
42 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ１０４
43 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ２０１
44 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ２０３
45 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ２０４
46 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ２０５
47 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ３０１
48 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ３０２
49 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ３０３
50 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ３０４
51 字江洲２１０４番地６ 字江洲１７８番地１ パークサイドハイツ３０５
52 字江洲２１０４番地９ 字江洲１７０番地２
53 字江洲２１０４番地１０ 字江洲１６３番地３
54 字江洲２１０４番地１１ 字江洲１６２番地
55 字江洲２１０４番地１１ 字江洲１６２番地
56 字江洲２１０４番地１１ 字江洲１６２番地
57 字江洲２１０４番地１１ 字江洲１６２番地
58 字江洲２１０４番地１４ 字江洲１６２番地
59 字江洲２１０４番地１５ 字江洲１６２番地
60 字江洲２１０４番地１８ 字江洲１６３番地１ 仲松アパート１０１
61 字江洲２１０４番地１８ 字江洲１６３番地１ 仲松アパート２０１
62 字江洲２１０４番地１８ 字江洲１６３番地１ 仲松アパート２０２

『江洲土地区画整理事業』　新旧住所対照表（個人）
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63 字江洲２１０４番地１９ 字江洲１６３番地２
64 字江洲２１０４番地１９ 字江洲１６３番地２
65 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ１０１
66 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ１０２
67 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ２０１
68 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ２０３
69 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ３０１
70 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ３０２
71 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ４０１
72 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ４０２
73 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ４０３
74 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ＇ｅｓ２０２
75 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ＇ｅｓ３０３
76 字江洲２１０５番地２ 字江洲１６５番地
77 字江洲２１０５番地２ 字江洲１６５番地
78 字江洲２１０５番地３ 字江洲１６６番地
79 字江洲２１０５番地６ 字江洲２１４番地
80 字江洲２１０５番地６ 字江洲２１４番地
81 字江洲２１０５番地９ 字江洲２１５番地２
82 字江洲２１０５番地９ 字江洲２１５番地２
83 字江洲２１０５番地９ 字江洲２１５番地２
84 字江洲２１０５番地１０ 字江洲２１５番地１
85 字江洲２１０５番地１４ 字江洲２１８番地２
86 字江洲２１０５番地１５ 字江洲２１７番地１
87 字江洲２１０５番地１７ 字江洲２１７番地１
88 字江洲２１０５番地１９ 字江洲２１７番地１０
89 字江洲２１０５番地２０ 字江洲２１６番地５ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ　１Ｆ
90 字江洲２１０５番地２０ 字江洲２１６番地５ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ２０１
91 字江洲２１０５番地２０ 字江洲２１６番地５ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ３０１
92 字江洲２１０５番地２０ 字江洲２１６番地５ Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ３０２
93 字江洲２１０５番地２２ 字江洲２１５番地３
94 字江洲２１０５番地２３ 字江洲２１６番地３
95 字江洲２１０５番地３２ 字江洲１６６番地
96 字江洲２１０５番地３６ 字江洲１６５番地 １
97 字江洲２１０６番地２ 字江洲２１６番地４
98 字江洲２１０６番地３ 字江洲２１３番地
99 字江洲２１０６番地４ 字江洲２１６番地６ 一階
100 字江洲２１０６番地５ 字江洲２１６番地１
101 字江洲２１０６番地６ 字江洲２１６番地１
102 字江洲２１０６番地７ 字江洲２１６番地５
103 字江洲２１０６番地８ 字江洲２１７番地４
104 字江洲２１０６番地１０ 字江洲２１６番地１
105 字江洲２１０６番地１０ 字江洲２１６番地１
106 字江洲２１０６番地１１ 字江洲２１２番地３
107 字江洲２１０７番地２ 字江洲２５７番地３
108 字江洲２１０７番地５ 字江洲２５８番地
109 字江洲２１０７番地８ 字江洲２５９番地１
110 字江洲２１０７番地８ 字江洲２５９番地１
111 字江洲２１０７番地１０ 字江洲２５９番地１
112 字江洲２１０８番地１ 字江洲２２０番地
113 字江洲２１０８番地２ 字江洲２２０番地
114 字江洲２１０８番地２ 字江洲２２０番地
115 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ１０１
116 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ１０２
117 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ１０３
118 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ２０１
119 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ２０２
120 字江洲２１０８番地６ 字江洲２５６番地２ ドエルＮ２０３
121 字江洲２１０８番地７ 字江洲２５３番地２
122 字江洲２１０９番地１ 字江洲２１２番地１
123 字江洲２１０９番地２ 字江洲２２４番地２
124 字江洲２１０９番地３ 字江洲２２５番地３
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125 字江洲２１０９番地６ 字江洲２１７番地６
126 字江洲２１０９番地６ 字江洲２１７番地６
127 字江洲２１０９番地７ 字江洲２１７番地５
128 字江洲２１０９番地９ 字江洲２２４番地
129 字江洲２１０９番地１２ 字江洲２２４番地
130 字江洲２１０９番地１５ 字江洲２２５番地２
131 字江洲２１０９番地１６ 字江洲２２４番地４ ２階
132 字江洲２１０９番地１６ 字江洲２２４番地４
133 字江洲２１０９番地１７ 字江洲２２５番地４
134 字江洲２１０９番地１８ 字江洲２２５番地１
135 字江洲２１０９番地１９ 字江洲２２５番地３
136 字江洲２１０９番地２０ 字江洲２２５番地４
137 字江洲２１０９番地２１ 字江洲２２５番地２
138 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ１０１
139 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ１０３
140 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ２０１
141 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ２０２
142 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ２０３
143 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ３０１
144 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ３０３
145 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ３０３
146 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０１
147 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０２
148 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０２
149 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０２
150 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０３
151 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ５０３
152 字江洲２１１０番地２ 字江洲１８０番地３
153 字江洲２１１０番地２ 字江洲１８０番地３
154 字江洲２１１０番地１０ 字江洲１８０番地２ 當銘マンション２０１
155 字江洲２１１０番地１０ 字江洲１８０番地２ 當銘マンション２０２
156 字江洲２１１０番地１０ 字江洲１８０番地２ 當銘マンション３０１
157 字江洲２１１０番地１０ 字江洲１８０番地２ 當銘マンション３０２
158 字江洲２１１０番地１５ 字江洲２１１番地
159 字江洲２１１０番地１７ 字江洲１８０番地２
160 字江洲２１１０番地１８ 字江洲２１２番地１
161 字江洲２１１０番地１８ 字江洲２１２番地１
162 字江洲２１１０番地１９ 字江洲２１２番地２
163 字江洲２１１０番地２０ 字江洲２１２番地２
164 字江洲２１１０番地２１ 字江洲２１１番地
165 字江洲２１１０番地２２ 字江洲２１０番地３
166 字江洲２１１０番地２３ 字江洲２１０番地１
167 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ２０１
168 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ２０５
169 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ２０５
170 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ３０１
171 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ３０２
172 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ３０５
173 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ４０１
174 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ４０２
175 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ４０３
176 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ４０５
177 字江洲２１１１番地２ 字江洲１９８番地
178 字江洲２１１１番地３ 字江洲１９８番地２
179 字江洲２１１１番地３ 字江洲１９８番地２
180 字江洲２１１１番地９ 字江洲２０１番地
181 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル　２０２号室
182 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル１０１
183 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル１０２
184 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル１０２
185 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル２０１
186 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル２０３
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187 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル２０５
188 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル３０１号
189 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル３０２
190 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル３０３
191 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル３０５
192 字江洲２１１１番地１２ 字江洲２０８番地
193 字江洲２１１１番地１２ 字江洲２０８番地
194 字江洲２１１１番地１４ 字江洲２０７番地１
195 字江洲２１１１番地１５ 字江洲２０７番地２
196 字江洲２１１１番地１８ 字江洲２０７番地３
197 字江洲２１１１番地２１ 字江洲２００番地
198 字江洲２１１１番地２２ 字江洲２０１番地
199 字江洲２１１１番地２５ 字江洲１９８番地 丸順アパート４号
200 字江洲２１１１番地３０ 字江洲４５番地３ ２階
201 字江洲２１１１番地３０ 字江洲４５番地３
202 字江洲２１１１番地３１ 字江洲４５番地
203 字江洲２１１１番地３３ 字江洲４４番地
204 字江洲２１１１番地３４ 字江洲４４番地３
205 字江洲２１１２番地１ 字江洲２３０番地
206 字江洲２１１２番地３ 字江洲２２９番地
207 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２ ククイプレイス２０１
208 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２ ククイプレイス２０２
209 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２ ククイプレイス３０１
210 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２ ククイプレイス３０２
211 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２
212 字江洲２１１３番地６ 字江洲２４６番地４
213 字江洲２１１３番地７ 字江洲２４６番地４
214 字江洲２１１３番地８ 字江洲２４６番地４
215 字江洲２１１４番地１ 字江洲４６番地
216 字江洲２１１４番地４ 字江洲２３７番地１
217 字江洲２１１４番地６ 字江洲２３６番地２
218 字江洲２１１４番地７ 字江洲２３０番地
219 字江洲２１１４番地８ 字江洲２３１番地
220 字江洲２１１４番地１０ 字江洲２３４番地２
221 字江洲２１１４番地１１ 字江洲２３２番地
222 字江洲２１１４番地１４ 字江洲２３３番地２
223 字江洲２１１４番地１５ 字江洲２０８番地２
224 字江洲２１１４番地１７ 字江洲２３５番地
225 字江洲２１１４番地１８ 字江洲２３５番地
226 字江洲２１１４番地１９ 字江洲２３５番地
227 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　１０１号室
228 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　１０２号室
229 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　２０１号室
230 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　２０２号室
231 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　３０１号室
232 字江洲２１１４番地２０ 字江洲２３８番地 ミ・カーサ江洲　３０２号室
233 字江洲２１１５番地１ 字江洲２３９番地
234 字江洲２１１５番地１ 字江洲２３９番地
235 字江洲２１１５番地３ 字江洲２３９番地
236 字江洲２１１５番地３ 字江洲２３９番地
237 字江洲２１１５番地４ 字江洲２３４番地
238 字江洲２１１６番地２ 字江洲２４３番地 ２Ｆ
239 字江洲２１１６番地２ 字江洲２４３番地
240 字江洲２１１６番地５ 字江洲２４３番地
241 字江洲２１１６番地５ 字江洲２４３番地
242 字江洲２１１６番地５ 字江洲２４３番地
243 字江洲２１１７番地１ 字江洲２４２番地５
244 字江洲２１１７番地３ 字江洲２４２番地４ ２Ｆ
245 字江洲２１１７番地３ 字江洲２４２番地４
246 字江洲２１１７番地５ 字江洲２４２番地３
247 字江洲２１１７番地７ 字江洲２４１番地
248 字江洲２１１７番地１０ 字江洲２４２番地６
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249 字江洲２１１７番地１２ 字江洲２４５番地２
250 字江洲２１１７番地１４ 字江洲２４６番地３
251 字江洲２１１７番地１８ 字江洲２３３番地
252 字江洲２１１８番地１ 字江洲２４５番地１
253 字江洲２１１８番地２ 字江洲２４５番地３
254 字江洲２１１８番地７ 字江洲２４６番地２
255 字江洲２１１８番地８ 字江洲２２２番地１
256 字江洲２１１８番地８ 字江洲２２２番地１
257 字江洲２１１８番地９ 字江洲２２３番地
258 字江洲２１１８番地１０ 字江洲２２２番地１ コーポ木の実２０２
259 字江洲２１１８番地１０ 字江洲２２２番地１
260 字江洲２１１８番地１１ 字江洲２２２番地１ アーベイン具志川２Ｆ
261 字江洲２１１８番地１１ 字江洲２２２番地１ アーベイン具志川３Ｆ
262 字江洲２１１８番地１１ 字江洲２２２番地１ アーベイン具志川５０１
263 字江洲２１１８番地１１ 字江洲２２２番地１ アーベイン具志川５０２
264 字江洲２１１８番地１２ 字江洲２５１番地１ ２Ｆ
265 字江洲２１１８番地１２ 字江洲２５１番地１ ２Ｆ
266 字江洲２１１８番地１４ 字江洲２４７番地３
267 字江洲２１１８番地１６ 字江洲２４７番地２
268 字江洲２１１８番地１８ 字江洲２４７番地１
269 字江洲２１１８番地１９ 字江洲２４８番地
270 字江洲２１１９番地１ 字江洲２４９番地１
271 字江洲２１１９番地２ 字江洲２４９番地６
272 字江洲２１１９番地４ 字江洲２４９番地５
273 字江洲２１１９番地５ 字江洲２５０番地５
274 字江洲２１１９番地６ 字江洲２５０番地４
275 字江洲２１１９番地７ 字江洲２５０番地５
276 字江洲２１１９番地９ 字江洲２４９番地２
277 字江洲２１１９番地１０ 字江洲２４９番地２
278 字江洲２１１９番地１１ 字江洲２４９番地７
279 字江洲２１１９番地１２ 字江洲２４９番地
280 字江洲２１４６番地１ 字江洲２８０番地
281 字江洲２１４６番地１ 字江洲２８０番地
282 字江洲２１４６番地２ 字江洲２７９番地１
283 字江洲２１４６番地４ 字江洲２７８番地２
284 字江洲２１４６番地５ 字江洲２７８番地３
285 字江洲２１４６番地８ 字江洲２７８番地５ ２Ｆ
286 字江洲２１４６番地８ 字江洲２７８番地５
287 字江洲２１４６番地８ 字江洲２７８番地５
288 字江洲２１４６番地１０ 字江洲２７７番地２
289 字江洲２１４６番地１１ 字江洲２７７番地
290 字江洲２１４６番地１２ 字江洲２７７番地
291 字江洲２１４６番地１３ 字江洲２７７番地
292 字江洲２１４６番地１４ 字江洲２７７番地
293 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴２０１
294 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴２０２
295 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴２０３
296 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴３０１
297 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴３０１
298 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴３０２
299 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地 シンセイキ貴３０３
300 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地
301 字江洲２１４６番地１５ 字江洲２６４番地
302 字江洲２１４６番地１８ 字江洲２７６番地
303 字江洲２１４６番地１９ 字江洲２７６番地
304 字江洲２１４６番地２１ 字江洲２７９番地１
305 字江洲２１４６番地２１ 字江洲２７９番地１
306 字江洲２１４７番地１ 字江洲２６６番地２
307 字江洲２１４７番地２ 字江洲２６６番地２
308 字江洲２１４７番地４ 字江洲２８７番地２
309 字江洲２１４７番地５ 字江洲２８６番地２
310 字江洲２１４７番地７ 字江洲２８２番地３
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311 字江洲２１４７番地９ 字江洲２８３番地６
312 字江洲２１４７番地１０ 字江洲２８３番地１
313 字江洲２１４７番地１１ 字江洲２８２番地１
314 字江洲２１４７番地１１ 字江洲２８２番地１
315 字江洲２１４７番地１２ 字江洲２８１番地１
316 字江洲２１４７番地１４ 字江洲２８０番地
317 字江洲２１４７番地１６ 字江洲２７５番地１
318 字江洲２１４７番地１８ 字江洲２７５番地１
319 字江洲２１４７番地１９ 字江洲２７５番地
320 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０１
321 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０１
322 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０２
323 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０３
324 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０３
325 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽１０５
326 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽２０１
327 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽２０１
328 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽２０１
329 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽２０３
330 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽２０５
331 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽３０１
332 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽３０２
333 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽３０３
334 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽３０５
335 字江洲２１４８番地１ 字江洲２５１番地１ レジデンス嘉陽３０５
336 字江洲２１４８番地３ 字江洲２５０番地
337 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ・２－Ａ
338 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ・２－Ｃ
339 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ・３－Ａ
340 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ・３－Ｃ
341 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ・３－Ｃ
342 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パ－ムヒルズＫ・２－Ｂ
343 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パ－ムヒルズＫ・３－Ｂ
344 字江洲２１４８番地９ 字江洲２６５番地
345 字江洲２１４８番地１０ 字江洲２６４番地 オアシス城１０１
346 字江洲２１４８番地１０ 字江洲２６４番地 オアシス城２０１
347 字江洲２１４８番地１０ 字江洲２６４番地 オアシス城２０１
348 字江洲２１４８番地１０ 字江洲２６４番地 オアシス城３０１
349 字江洲２１４８番地１１ 字江洲２６４番地
350 字江洲２１４８番地１２ 字江洲２６４番地
351 字江洲２１４８番地１２ 字江洲２６４番地
352 字江洲２１４８番地１２ 字江洲２６４番地
353 字江洲２１４８番地１５ 字江洲２５０番地３
354 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ２０１
355 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ２０２
356 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ２０２
357 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ２０３
358 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ２０５号室
359 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミ－ルＮ２０３
360 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ・１－Ａ
361 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ・２－Ａ
362 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ・２－Ａ
363 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ・２－Ｂ
364 字江洲２１４９番地５ 字江洲２６２番地 ドミールＮⅡ２０１
365 字江洲２１４９番地５ 字江洲２６２番地 ドミ－ルＮⅡ２０２
366 字江洲２１４９番地５ 字江洲２６２番地
367 字江洲２１５０番地１ 字江洲２６０番地
368 字江洲２１５０番地１ 字江洲２６０番地
369 字江洲２１５０番地２ 字江洲２６０番地
370 字江洲２１５０番地３ 字江洲２６０番地
371 字江洲２１５０番地４ 字江洲２６０番地
372 字江洲２１５０番地５ 字江洲２６０番地
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373 字江洲２１５０番地６ 字江洲２６１番地８
374 字江洲２１５０番地６ 字江洲２６１番地８
375 字江洲２１５０番地７ 字江洲２６１番地１０
376 字江洲２１５０番地７ 字江洲２６１番地１０
377 字江洲２１５０番地９ 字江洲２６１番地１３
378 字江洲２１５０番地１０ 字江洲２６１番地１２
379 字江洲２１５０番地１１ 字江洲２６１番地１１
380 字江洲２１５０番地１１ 字江洲２６１番地１１
381 字江洲２１５０番地１２ 字江洲２６１番地７
382 字江洲２１５０番地１４ 字江洲２６１番地６
383 字江洲２１５０番地１６ 字江洲２６１番地５
384 字江洲２１５０番地１７ 字江洲２６１番地３
385 字江洲２１５０番地１９ 字江洲２６１番地２
386 字江洲２１５０番地２０ 字江洲２６２番地３
387 字江洲２１５０番地２１ 字江洲２６２番地
388 字江洲２１５１番地１ 字江洲３０４番地
389 字江洲２１５１番地２ 字江洲３０５番地
390 字江洲２１５１番地３ 字江洲３０５番地
391 字江洲２１５１番地４ 字江洲３０７番地
392 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル２―Ｄ
393 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル２－Ａ
394 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル３－Ａ
395 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル３－Ｂ
396 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル３－Ｃ
397 字江洲２１５１番地７ 字江洲３０９番地 ドリームキャッスル３－Ｄ
398 字江洲２１５１番地９ 字江洲３１０番地
399 字江洲２１５１番地１１ 字江洲３００番地４
400 字江洲２１５１番地１２ 字江洲３０９番地
401 字江洲２１５１番地１５ 字江洲３０１番地１
402 字江洲２１５１番地１８ 字江洲３０２番地
403 字江洲２１５２番地１ 字江洲３１１番地２
404 字江洲２１５２番地２ 字江洲３１１番地
405 字江洲２１５２番地３ 字江洲３１２番地１２
406 字江洲２１５２番地３ 字江洲３１２番地１２
407 字江洲２１５２番地５ 字江洲３１２番地１０
408 字江洲２１５２番地６ 字江洲３１２番地８
409 字江洲２１５２番地６ 字江洲３１２番地８
410 字江洲２１５２番地８ 字江洲３１２番地５
411 字江洲２１５２番地８ 字江洲３１２番地５
412 字江洲２１５２番地９ 字江洲３１２番地６ １Ｆ
413 字江洲２１５２番地１０ 字江洲３１２番地７ １Ｆ
414 字江洲２１５２番地１０ 字江洲３１２番地７ ２Ｆ
415 字江洲２１５２番地１１ 字江洲３１２番地３
416 字江洲２１５２番地１１ 字江洲３１２番地３
417 字江洲２１５２番地１２ 字江洲３１２番地１
418 字江洲２１５２番地１３ 字江洲３１５番地１
419 字江洲２１５２番地１４ 字江洲３１５番地２
420 字江洲２１５２番地１５ 字江洲３１９番地
421 字江洲２１５２番地１６ 字江洲３２０番地１
422 字江洲２１５２番地１６ 字江洲３２０番地１
423 字江洲２１５２番地１７ 字江洲３２１番地１
424 字江洲２１５２番地１９ 字江洲３１８番地 Ａ
425 字江洲２１５２番地１９ 字江洲３１８番地 Ａ
426 字江洲２１５２番地２２ 字江洲３１８番地
427 字江洲２１５２番地２２ 字江洲３１８番地
428 字江洲２１５２番地２４ 字江洲３１４番地２
429 字江洲２１５２番地２５ 字江洲３１８番地
430 字江洲２１５２番地２５ 字江洲３１８番地
431 字江洲２１５２番地２６ 字江洲３１４番地２
432 字江洲２１５２番地２７ 字江洲３１１番地４
433 字江洲２１５２番地２８ 字江洲３１１番地２
434 字江洲２１５２番地２８ 字江洲３１１番地２
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435 字江洲２１５２番地２８ 字江洲３１１番地２
436 字江洲２１５２番地３０ 字江洲３１１番地４
437 字江洲２１５３番地１ 字江洲３３４番地１
438 字江洲２１５３番地１ 字江洲３３４番地１
439 字江洲２１５３番地１ 字江洲３３４番地１
440 字江洲２１５３番地３ 字江洲３３３番地２
441 字江洲２１５４番地４ 字江洲３１７番地
442 字江洲２１５４番地５ 字江洲３２１番地２
443 字江洲２１５４番地６ 字江洲３１７番地
444 字江洲２１５５番地１ 字江洲２９９番地
445 字江洲２１５５番地２ 字江洲３００番地５
446 字江洲２１５５番地３ 字江洲３００番地２
447 字江洲２１５５番地４ 字江洲３００番地２
448 字江洲２１５５番地４ 字江洲３００番地２
449 字江洲２１５６番地１ 字江洲２８４番地１
450 字江洲２１５６番地３ 字江洲２８４番地７
451 字江洲２１５６番地５ 字江洲２８５番地
452 字江洲２１５６番地６ 字江洲２８９番地１
453 字江洲２１５６番地６ 字江洲２８９番地１
454 字江洲２１５６番地８ 字江洲２７４番地１
455 字江洲２１５６番地１０ 字江洲２７１番地１
456 字江洲２１５６番地１１ 字江洲２７０番地１
457 字江洲２１５６番地１２ 字江洲２７０番地１
458 字江洲２１５６番地１２ 字江洲２７０番地１
459 字江洲２１５６番地１３ 字江洲２６９番地１
460 字江洲２１５６番地１４ 字江洲２６９番地３
461 字江洲２１５６番地１５ 字江洲２６９番地３
462 字江洲２１５６番地１９ 字江洲２９３番地
463 字江洲２１５６番地２１ 字江洲２８９番地４
464 字江洲２１５６番地２１ 字江洲２８９番地４
465 字江洲２１５６番地２２ 字江洲２８９番地３ ２Ｆ
466 字江洲２１５６番地２４ 字江洲２８９番地２
467 字江洲２１５６番地２４ 字江洲２８９番地２
468 字江洲２１５６番地２７ 字江洲２８５番地
469 字江洲２１５６番地２７ 字江洲２８５番地
470 字江洲２１５６番地２７ 字江洲２８５番地
471 字江洲２１５７番地１ 字江洲２９７番地５
472 字江洲２１５７番地４ 字江洲２９７番地１
473 字江洲２１５７番地６ 字江洲２９６番地１
474 字江洲２１５７番地７ 字江洲２９６番地２
475 字江洲２１５７番地８ 字江洲２９５番地５
476 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英１０１
477 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英１０２
478 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英１０３
479 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英１０５
480 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英２０１
481 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英２０１
482 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英２０２
483 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英２０３
484 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英３０１
485 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英３０２
486 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英３０３
487 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英３０５
488 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英４０１
489 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英４０２
490 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英４０３
491 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英４０５
492 字江洲２１５７番地１３ 字江洲２９５番地２
493 字江洲２１５７番地１４ 字江洲２９５番地２ １Ｆ
494 字江洲２１５７番地１４ 字江洲２９５番地２ ２Ｆ
495 字江洲２１５７番地１５ 字江洲２９５番地１
496 字江洲２１５７番地１５ 字江洲２９５番地１
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497 字江洲２１５７番地１８ 字江洲２９７番地８ ２階
498 字江洲２１５７番地１８ 字江洲２９７番地８
499 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０１
500 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０２
501 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０３
502 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０４
503 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０５
504 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ２０６
505 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０１
506 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０２
507 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０３
508 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０３
509 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０３
510 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０４
511 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０５
512 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ３０６
513 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０１
514 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０１
515 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０２
516 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０４
517 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０５
518 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ４０６
519 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０１
520 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０２
521 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０３
522 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０４
523 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０５
524 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ５０６
525 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ６０１
526 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ６０２
527 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ６０３
528 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ６０５
529 字江洲２１５８番地３ 字江洲３５２番地１６ クラシオンＳ６０６
530 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ２０１

531 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ２０２

532 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ２０３

533 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ２０５

534 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ３０１

535 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ３０２

536 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ３０３

537 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ３０４号室

538 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ３０５

539 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ４０１

540 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ４０２

541 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ４０３

542 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ４０４

543 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ４０５

544 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ５０２

545 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ５０４

546 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ５０５

547 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ６０３

548 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ６０４

549 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ６０５

550 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ７０１

551 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ７０２

552 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ７０３

553 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ７０４

554 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ７０５

555 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０１

556 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０２

557 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０２

558 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０３
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559 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０４

560 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０５

561 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０５

562 字江洲２１５８番地３４ 字江洲３４７番地
563 字江洲２１５９番地１ 字江洲３５２番地１
564 字江洲２１５９番地３ 字江洲３５２番地７ ルート桜　１０３号室
565 字江洲２１５９番地３ 字江洲３５２番地７ ルート桜　２０１号室
566 字江洲２１５９番地３ 字江洲３５２番地７ ルート桜　２０２号室
567 字江洲２１５９番地３ 字江洲３５２番地７ ルート桜　２０３号室
568 字江洲２１５９番地４ 字江洲３５２番地７
569 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ Ｂ－２０１号室
570 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ Ｂ－２０２号室
571 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０１
572 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０２
573 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０３
574 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０４
575 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０５
576 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス１０６
577 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０１
578 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０２
579 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０２
580 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０４
581 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０５
582 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス２０６
583 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０１
584 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０２
585 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０３
586 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０４
587 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０５
588 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸ハウス３０６
589 字江洲２１５９番地７ 字江洲３５０番地１ 諸見里アパート　１０２号室
590 字江洲２１５９番地８ 字江洲３４９番地
591 字江洲２１５９番地８ 字江洲３４９番地
592 字江洲２１５９番地９ 字江洲３４９番地２ ２Ｆ
593 字江洲２１５９番地１０ 字江洲３５１番地
594 字江洲２１５９番地１０ 字江洲３５１番地
595 字江洲２１５９番地１１ 字江洲３５２番地３
596 字江洲２１５９番地１１ 字江洲３５２番地３
597 字江洲２１５９番地１１ 字江洲３５２番地３
598 字江洲２１５９番地１２ 字江洲３５２番地１４ ノワイエ２０２
599 字江洲２１５９番地１２ 字江洲３５２番地１４ ノワイエ２０３
600 字江洲２１５９番地１２ 字江洲３５２番地１４
601 字江洲２１５９番地１３ 字江洲３５２番地１５ １Ｆ
602 字江洲２１５９番地１３ 字江洲３５２番地１５
603 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修１０２号室
604 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修２０１号室
605 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修２０２号室
606 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修３０１号室
607 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修３０２号
608 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修４０１号室
609 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修４０２号室
610 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修４０３号室
611 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修５０１号室
612 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修５０１号室
613 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修５０２号室
614 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修５０３号室
615 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修５０４号室
616 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修６０１号室
617 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修６０２号室
618 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修６０３号室
619 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地 レジデンス修６０４号室
620 字江洲２１５９番地１４ 字江洲３５３番地
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変更日：令和3年10月16日

行 番 号 新 住 所 旧 住 所 方 書 備 考

『江洲土地区画整理事業』　新旧住所対照表（個人）

621 字江洲２１５９番地１５ 字江洲３５２番地２
622 字江洲２１５９番地１５ 字江洲３５２番地２
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
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