
ウトナイ南　１丁目 該当なし

新住居表示 旧表示 建物名称
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ウトナイ南　２丁目 該当なし

新住居表示 旧表示 建物名称
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ウトナイ南　３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南３丁目２０番１号 字沼ノ端９１０番地の３
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ウトナイ南　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南４丁目３番１号 字沼ノ端９１２番地の８５

ウトナイ南４丁目３番８号 字沼ノ端９１２番地の１５

ウトナイ南４丁目３番９号 字沼ノ端９１２番地の１６

ウトナイ南４丁目３番１０号 字沼ノ端９１２番地の１７

ウトナイ南４丁目３番１１号 字沼ノ端９１２番地の１８

ウトナイ南４丁目３番１３号 字沼ノ端９１２番地の１９

ウトナイ南４丁目３番１４号 字沼ノ端９１２番地の２０

ウトナイ南４丁目３番１７号 字沼ノ端９１２番地の２２

ウトナイ南４丁目３番１８号 字沼ノ端９１２番地の２３

ウトナイ南４丁目３番１９号 字沼ノ端９１２番地の２４

ウトナイ南４丁目３番３０号 字沼ノ端９１２番地の７４

ウトナイ南４丁目３番３４号 字沼ノ端９１２番地の７７

ウトナイ南４丁目４番１号 字沼ノ端９１２番地の４

ウトナイ南４丁目４番１号 字沼ノ端９１２番地の４

ウトナイ南４丁目５番１号 字沼ノ端９１３番地の１１１

ウトナイ南４丁目５番３号 字沼ノ端９１３番地の１３１

ウトナイ南４丁目５番５号 字沼ノ端９１３番地の１３０

ウトナイ南４丁目５番７号 字沼ノ端９１３番地の１２９

ウトナイ南４丁目５番８号 字沼ノ端９１３番地の１２８

ウトナイ南４丁目５番１０号 字沼ノ端９１３番地の１２７

ウトナイ南４丁目５番１１号 字沼ノ端９１３番地の１２６

ウトナイ南４丁目５番１２号 字沼ノ端９１３番地の１２５

ウトナイ南４丁目５番１３号 字沼ノ端９１３番地の１２４

ウトナイ南４丁目５番１４号 字沼ノ端９１３番地の１２３

ウトナイ南４丁目５番１６号 字沼ノ端９１３番地の１２２

ウトナイ南４丁目５番１７号 字沼ノ端９１３番地の１２１

ウトナイ南４丁目５番１８号 字沼ノ端９１３番地の１２０

ウトナイ南４丁目５番１９号 字沼ノ端９１３番地の１１９

ウトナイ南４丁目５番２２号 字沼ノ端９１３番地の１１７

ウトナイ南４丁目５番２３号 字沼ノ端９１３番地の１１６

ウトナイ南４丁目５番２４号 字沼ノ端９１３番地の１１５

ウトナイ南４丁目５番２６号 字沼ノ端９１３番地の１１４

ウトナイ南４丁目５番２７号 字沼ノ端９１３番地の１１３

ウトナイ南４丁目５番３１号 字沼ノ端９１３番地の１３３

ウトナイ南４丁目５番３８号 字沼ノ端９１３番地の１１２

ウトナイ南４丁目５番４１号 字沼ノ端９１３番地の２

ウトナイ南４丁目５番４３号 字沼ノ端９１３番地の９２

ウトナイ南４丁目５番４４号 字沼ノ端９１３番地の９３

ウトナイ南４丁目５番４５号 字沼ノ端９１３番地の９４

ウトナイ南４丁目５番４６号 字沼ノ端９１３番地の９５

ウトナイ南４丁目５番４７号 字沼ノ端９１３番地の９６
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ウトナイ南　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南４丁目５番４８号 字沼ノ端９１３番地の９７

ウトナイ南４丁目５番５０号 字沼ノ端９１３番地の９８

ウトナイ南４丁目５番５１号 字沼ノ端９１３番地の９９

ウトナイ南４丁目５番５２号 字沼ノ端９１３番地の１００

ウトナイ南４丁目５番５３号 字沼ノ端９１３番地の１０１

ウトナイ南４丁目５番５５号 字沼ノ端９１３番地の１０２

ウトナイ南４丁目５番５６号 字沼ノ端９１３番地の１０３

ウトナイ南４丁目５番５７号 字沼ノ端９１３番地の１０４

ウトナイ南４丁目５番５８号 字沼ノ端９１３番地の１０５

ウトナイ南４丁目５番５９号 字沼ノ端９１３番地の１０６

ウトナイ南４丁目５番６０号 字沼ノ端９１３番地の１０７

ウトナイ南４丁目５番６１号 字沼ノ端９１３番地の１０８

ウトナイ南４丁目５番６３号 字沼ノ端９１３番地の１０９

ウトナイ南４丁目５番６４号 字沼ノ端９１３番地の１１０

ウトナイ南４丁目６番１号 字沼ノ端９１３番地の１５２

ウトナイ南４丁目６番８号 字沼ノ端９１３番地の１６８

ウトナイ南４丁目６番１０号 字沼ノ端９１３番地の１６７

ウトナイ南４丁目６番１１号 字沼ノ端９１３番地の１６６

ウトナイ南４丁目６番１２号 字沼ノ端９１３番地の１６５

ウトナイ南４丁目６番１３号 字沼ノ端９１３番地の１６４

ウトナイ南４丁目６番１４号 字沼ノ端９１３番地の１６３

ウトナイ南４丁目６番１６号 字沼ノ端９１３番地の１６２

ウトナイ南４丁目６番１７号 字沼ノ端９１３番地の１６１

ウトナイ南４丁目６番１８号 字沼ノ端９１３番地の１６０

ウトナイ南４丁目６番２０号 字沼ノ端９１３番地の１５９

ウトナイ南４丁目６番２２号 字沼ノ端９１３番地の１５７

ウトナイ南４丁目６番２３号 字沼ノ端９１３番地の１５６

ウトナイ南４丁目６番２６号 字沼ノ端９１３番地の１５４

ウトナイ南４丁目６番２８号 字沼ノ端９１３番地の１５３

ウトナイ南４丁目６番３０号 字沼ノ端９１３番地の１３４

ウトナイ南４丁目６番３３号 字沼ノ端９１３番地の１３５

ウトナイ南４丁目６番３４号 字沼ノ端９１３番地の１３６

ウトナイ南４丁目６番３５号 字沼ノ端９１３番地の１３７

ウトナイ南４丁目６番３７号 字沼ノ端９１３番地の１３９

ウトナイ南４丁目６番４０号 字沼ノ端９１３番地の１４１

ウトナイ南４丁目６番４３号 字沼ノ端９１３番地の１４３

ウトナイ南４丁目６番４４号 字沼ノ端９１３番地の１４４

ウトナイ南４丁目６番４５号 字沼ノ端９１３番地の１４５

ウトナイ南４丁目６番４６号 字沼ノ端９１３番地の１４６

ウトナイ南４丁目６番４７号 字沼ノ端９１３番地の１４７

ウトナイ南４丁目６番４８号 字沼ノ端９１３番地の１４８

ウトナイ南４丁目６番５０号 字沼ノ端９１３番地の１４９
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ウトナイ南　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南４丁目６番５１号 字沼ノ端９１３番地の１５０

ウトナイ南４丁目６番５２号 字沼ノ端９１３番地の１５１

ウトナイ南４丁目７番２号 字沼ノ端９１３番地の８９

ウトナイ南４丁目７番７号 字沼ノ端９１３番地の８７

ウトナイ南４丁目７番９号 字沼ノ端９１３番地の８５

ウトナイ南４丁目７番１１号 字沼ノ端９１３番地の８６

ウトナイ南４丁目８番１号 字沼ノ端９１３番地の５２

ウトナイ南４丁目８番３号 字沼ノ端９１３番地の５１

ウトナイ南４丁目８番７号 字沼ノ端９１３番地の５０

ウトナイ南４丁目８番８号 字沼ノ端９１３番地の４９

ウトナイ南４丁目８番９号 字沼ノ端９１３番地の４８

ウトナイ南４丁目８番１０号 字沼ノ端９１３番地の４７

ウトナイ南４丁目８番１１号 字沼ノ端９１３番地の４６

ウトナイ南４丁目８番１３号 字沼ノ端９１３番地の４５

ウトナイ南４丁目８番１４号 字沼ノ端９１３番地の４４

ウトナイ南４丁目８番１５号 字沼ノ端９１３番地の４３

ウトナイ南４丁目８番１６号 字沼ノ端９１３番地の４２

ウトナイ南４丁目８番１７号 字沼ノ端９１３番地の４１

ウトナイ南４丁目８番１９号 字沼ノ端９１３番地の４０

ウトナイ南４丁目８番２０号 字沼ノ端９１３番地の３９

ウトナイ南４丁目８番２１号 字沼ノ端９１３番地の３８

ウトナイ南４丁目８番２２号 字沼ノ端９１３番地の３７

ウトナイ南４丁目８番２４号 字沼ノ端９１３番地の３６

ウトナイ南４丁目８番２８号 字沼ノ端９１３番地の３５

ウトナイ南４丁目８番３０号 字沼ノ端９１３番地の１５

ウトナイ南４丁目８番３１号 字沼ノ端９１３番地の１６

ウトナイ南４丁目８番３２号 字沼ノ端９１３番地の１７

ウトナイ南４丁目８番３３号 字沼ノ端９１３番地の１８

ウトナイ南４丁目８番３４号 字沼ノ端９１３番地の１９

ウトナイ南４丁目８番３５号 字沼ノ端９１３番地の２０

ウトナイ南４丁目８番３６号 字沼ノ端９１３番地の２１

ウトナイ南４丁目８番３８号 字沼ノ端９１３番地の２２

ウトナイ南４丁目８番３９号 字沼ノ端９１３番地の２３

ウトナイ南４丁目８番４０号 字沼ノ端９１３番地の２４

ウトナイ南４丁目８番４３号 字沼ノ端９１３番地の２６

ウトナイ南４丁目８番４４号 字沼ノ端９１３番地の２７

ウトナイ南４丁目８番４５号 字沼ノ端９１３番地の２８

ウトナイ南４丁目９番１号 字沼ノ端９１３番地の６８

ウトナイ南４丁目９番５号 字沼ノ端９１３番地の８４

ウトナイ南４丁目９番７号 字沼ノ端９１３番地の８３
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ウトナイ南　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南４丁目９番８号 字沼ノ端９１３番地の８２

ウトナイ南４丁目９番９号 字沼ノ端９１３番地の８１

ウトナイ南４丁目９番１０号 字沼ノ端９１３番地の８０

ウトナイ南４丁目９番１２号 字沼ノ端９１３番地の７８

ウトナイ南４丁目９番１４号 字沼ノ端９１３番地の７７

ウトナイ南４丁目９番１５号 字沼ノ端９１３番地の７６

ウトナイ南４丁目９番１６号 字沼ノ端９１３番地の７５

ウトナイ南４丁目９番１７号 字沼ノ端９１３番地の７４

ウトナイ南４丁目９番１８号 字沼ノ端９１３番地の７３

ウトナイ南４丁目９番２０号 字沼ノ端９１３番地の７２

ウトナイ南４丁目９番２１号 字沼ノ端９１３番地の７１

ウトナイ南４丁目９番２２号 字沼ノ端９１３番地の７０

ウトナイ南４丁目９番２５号 字沼ノ端９１３番地の６９

ウトナイ南４丁目９番２８号 字沼ノ端９１３番地の５３

ウトナイ南４丁目９番２９号 字沼ノ端９１３番地の５４

ウトナイ南４丁目９番３１号 字沼ノ端９１３番地の５５

ウトナイ南４丁目９番３２号 字沼ノ端９１３番地の５６

ウトナイ南４丁目９番３３号 字沼ノ端９１３番地の５７

ウトナイ南４丁目９番３４号 字沼ノ端９１３番地の５８

ウトナイ南４丁目９番３５号 字沼ノ端９１３番地の５９

ウトナイ南４丁目９番３６号 字沼ノ端９１３番地の６０

ウトナイ南４丁目９番３７号 字沼ノ端９１３番地の６１

ウトナイ南４丁目９番３９号 字沼ノ端９１３番地の６２

ウトナイ南４丁目９番４０号 字沼ノ端９１３番地の６３

ウトナイ南４丁目９番４１号 字沼ノ端９１３番地の６４

ウトナイ南４丁目９番４３号 字沼ノ端９１３番地の６５

ウトナイ南４丁目９番４４号 字沼ノ端９１３番地の６６

ウトナイ南４丁目９番４５号 字沼ノ端９１３番地の６７

ウトナイ南４丁目１０番１号 字沼ノ端９１３番地の１０

ウトナイ南４丁目１０番２号 字沼ノ端９１３番地の２９

ウトナイ南４丁目１０番３号 字沼ノ端９１３番地の３０

ウトナイ南４丁目１０番５号 字沼ノ端９１３番地の３１

ウトナイ南４丁目１０番６号 字沼ノ端９１３番地の３２

ウトナイ南４丁目１０番７号 字沼ノ端９１３番地の３３

ウトナイ南４丁目１０番８号 字沼ノ端９１３番地の３４
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ウトナイ南　５丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南５丁目１番１０号 字沼ノ端９１４番地の２

ウトナイ南５丁目１番１０号 字沼ノ端９１４番地の２

ウトナイ南５丁目１番１０号 字沼ノ端９１４番地の２ 星北寮

ウトナイ南５丁目２番４０号 字沼ノ端９１５番地の１

ウトナイ南５丁目２番５５号 字沼ノ端９１５番地の３

ウトナイ南５丁目２番６６号 字沼ノ端９１５番地の８
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ウトナイ南　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南６丁目２番１号 字沼ノ端９１７番地の１２８

ウトナイ南６丁目２番５号 字沼ノ端９１７番地の１０１

ウトナイ南６丁目２番７号 字沼ノ端９１７番地の１０２

ウトナイ南６丁目２番８号 字沼ノ端９１７番地の１０３

ウトナイ南６丁目２番１０号 字沼ノ端９１７番地の１０４

ウトナイ南６丁目２番１１号 字沼ノ端９１７番地の１０５

ウトナイ南６丁目２番１３号 字沼ノ端９１７番地の１０６

ウトナイ南６丁目２番１４号 字沼ノ端９１７番地の１０７

ウトナイ南６丁目２番１５号 字沼ノ端９１７番地の１０８

ウトナイ南６丁目２番１７号 字沼ノ端９１７番地の１０９

ウトナイ南６丁目２番１８号 字沼ノ端９１７番地の１１０

ウトナイ南６丁目２番１９号 字沼ノ端９１７番地の１１１

ウトナイ南６丁目２番２１号 字沼ノ端９１７番地の１１２

ウトナイ南６丁目２番２５号 字沼ノ端９１７番地の１１４

ウトナイ南６丁目２番３１号 字沼ノ端９１７番地の１１６

ウトナイ南６丁目２番３２号 字沼ノ端９１７番地の１１７

ウトナイ南６丁目２番３３号 字沼ノ端９１７番地の１１８

ウトナイ南６丁目２番３５号 字沼ノ端９１７番地の１１９

ウトナイ南６丁目２番３６号 字沼ノ端９１７番地の１２０

ウトナイ南６丁目２番４０号 字沼ノ端９１７番地の１２２

ウトナイ南６丁目２番４１号 字沼ノ端９１７番地の１２３

ウトナイ南６丁目２番４３号 字沼ノ端９１７番地の１２４

ウトナイ南６丁目２番４４号 字沼ノ端９１７番地の１２５

ウトナイ南６丁目２番４５号 字沼ノ端９１７番地の１２６

ウトナイ南６丁目２番４６号 字沼ノ端９１７番地の１２７

ウトナイ南６丁目３番４号 字沼ノ端９１７番地の９５

ウトナイ南６丁目３番７号 字沼ノ端９１７番地の９７

ウトナイ南６丁目３番９号 字沼ノ端９１７番地の９８

ウトナイ南６丁目３番１０号 字沼ノ端９１７番地の９９

ウトナイ南６丁目３番１４号 字沼ノ端９１７番地の８３

ウトナイ南６丁目３番１７号 字沼ノ端９１７番地の８４

ウトナイ南６丁目３番２１号 字沼ノ端９１７番地の８５

ウトナイ南６丁目３番２３号 字沼ノ端９１７番地の８６

ウトナイ南６丁目３番２４号 字沼ノ端９１７番地の８７

ウトナイ南６丁目３番２６号 字沼ノ端９１７番地の８８

ウトナイ南６丁目３番２７号 字沼ノ端９１７番地の８９

ウトナイ南６丁目３番２９号 字沼ノ端９１７番地の９０

ウトナイ南６丁目４番１号 字沼ノ端９１７番地の７４

ウトナイ南６丁目４番３号 字沼ノ端９１７番地の７５

ウトナイ南６丁目４番４号 字沼ノ端９１７番地の７６

ウトナイ南６丁目４番５号 字沼ノ端９１７番地の７７
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ウトナイ南　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南６丁目４番７号 字沼ノ端９１７番地の７８

ウトナイ南６丁目４番８号 字沼ノ端９１７番地の７９

ウトナイ南６丁目４番１１号 字沼ノ端９１７番地の８１

ウトナイ南６丁目４番１３号 字沼ノ端９１７番地の６３

ウトナイ南６丁目４番１７号 字沼ノ端９１７番地の６４

ウトナイ南６丁目４番２１号 字沼ノ端９１７番地の６５

ウトナイ南６丁目４番２３号 字沼ノ端９１７番地の６６

ウトナイ南６丁目４番２４号 字沼ノ端９１７番地の６７

ウトナイ南６丁目４番２５号 字沼ノ端９１７番地の６８

ウトナイ南６丁目４番２７号 字沼ノ端９１７番地の７０

ウトナイ南６丁目４番２９号 字沼ノ端９１７番地の７１

ウトナイ南６丁目４番３１号 字沼ノ端９１７番地の７２

ウトナイ南６丁目４番３２号 字沼ノ端９１７番地の７３

ウトナイ南６丁目５番１号 字沼ノ端９１７番地の５４

ウトナイ南６丁目５番３号 字沼ノ端９１７番地の５５

ウトナイ南６丁目５番６号 字沼ノ端９１７番地の５７

ウトナイ南６丁目５番７号 字沼ノ端９１７番地の５８

ウトナイ南６丁目５番８号 字沼ノ端９１７番地の５９

ウトナイ南６丁目５番１０号 字沼ノ端９１７番地の６０

ウトナイ南６丁目５番１１号 字沼ノ端９１７番地の６１

ウトナイ南６丁目５番１３号 字沼ノ端９１７番地の６２

ウトナイ南６丁目５番１４号 字沼ノ端９１７番地の４３

ウトナイ南６丁目５番２２号 字沼ノ端９１７番地の４５

ウトナイ南６丁目５番２４号 字沼ノ端９１７番地の４６

ウトナイ南６丁目５番２５号 字沼ノ端９１７番地の４７

ウトナイ南６丁目５番２６号 字沼ノ端９１７番地の４８

ウトナイ南６丁目５番２８号 字沼ノ端９１７番地の４９

ウトナイ南６丁目５番３０号 字沼ノ端９１７番地の５０

ウトナイ南６丁目５番３１号 字沼ノ端９１７番地の５１

ウトナイ南６丁目５番３３号 字沼ノ端９１７番地の５２

ウトナイ南６丁目５番３５号 字沼ノ端９１７番地の５３ グループホーム沼ノ端ホーム

ウトナイ南６丁目６番１号 字沼ノ端９１７番地の３４

ウトナイ南６丁目６番２号 字沼ノ端９１７番地の３５

ウトナイ南６丁目６番４号 字沼ノ端９１７番地の３６

ウトナイ南６丁目６番７号 字沼ノ端９１７番地の３８

ウトナイ南６丁目６番９号 字沼ノ端９１７番地の３９

ウトナイ南６丁目６番１０号 字沼ノ端９１７番地の４０

ウトナイ南６丁目６番１２号 字沼ノ端９１７番地の４１

ウトナイ南６丁目６番１３号 字沼ノ端９１７番地の４２

ウトナイ南６丁目６番１５号 字沼ノ端９１７番地の２３

ウトナイ南６丁目６番２１号 字沼ノ端９１７番地の２４
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ウトナイ南　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南６丁目６番２２号 字沼ノ端９１７番地の２５

ウトナイ南６丁目６番２４号 字沼ノ端９１７番地の２６

ウトナイ南６丁目６番２５号 字沼ノ端９１７番地の２７

ウトナイ南６丁目６番２７号 字沼ノ端９１７番地の２８

ウトナイ南６丁目６番２８号 字沼ノ端９１７番地の２９

ウトナイ南６丁目６番３０号 字沼ノ端９１７番地の３０

ウトナイ南６丁目６番３２号 字沼ノ端９１７番地の３１

ウトナイ南６丁目６番３３号 字沼ノ端９１７番地の３２

ウトナイ南６丁目６番３６号 字沼ノ端９１７番地の３３

ウトナイ南６丁目７番１号 字沼ノ端９１７番地の１３

ウトナイ南６丁目７番２号 字沼ノ端９１７番地の１４

ウトナイ南６丁目７番４号 字沼ノ端９１７番地の１５

ウトナイ南６丁目７番５号 字沼ノ端９１７番地の１６

ウトナイ南６丁目７番７号 字沼ノ端９１７番地の１７

ウトナイ南６丁目７番８号 字沼ノ端９１７番地の１８

ウトナイ南６丁目７番１０号 字沼ノ端９１７番地の１９

ウトナイ南６丁目７番１１号 字沼ノ端９１７番地の２０

ウトナイ南６丁目７番１３号 字沼ノ端９１７番地の２１

ウトナイ南６丁目７番１５号 字沼ノ端９１７番地の２２

ウトナイ南６丁目７番２３号 字沼ノ端９１７番地の３

ウトナイ南６丁目７番２５号 字沼ノ端９１７番地の４

ウトナイ南６丁目７番２６号 字沼ノ端９１７番地の５

ウトナイ南６丁目７番２８号 字沼ノ端９１７番地の６

ウトナイ南６丁目７番２９号 字沼ノ端９１７番地の７

ウトナイ南６丁目７番３０号 字沼ノ端９１７番地の８

ウトナイ南６丁目７番３２号 字沼ノ端９１７番地の９

ウトナイ南６丁目７番３３号 字沼ノ端９１７番地の１０

ウトナイ南６丁目７番３５号 字沼ノ端９１７番地の１１

ウトナイ南６丁目７番３６号 字沼ノ端９１７番地の１２

ウトナイ南６丁目８番１号 字沼ノ端９１６番地の４

ウトナイ南６丁目８番２０号 字沼ノ端９１６番地の６

ウトナイ南６丁目８番３０号 字沼ノ端９１６番地の５

ウトナイ南６丁目８番４０号 字沼ノ端９１６番地の８

11/18



ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目１番１号 字沼ノ端９１９番地の７７

ウトナイ南７丁目１番５号 字沼ノ端９１９番地の７８

ウトナイ南７丁目１番７号 字沼ノ端９１９番地の７９

ウトナイ南７丁目１番８号 字沼ノ端９１９番地の８０

ウトナイ南７丁目１番１０号 字沼ノ端９１９番地の８１

ウトナイ南７丁目１番１２号 字沼ノ端９１９番地の８２

ウトナイ南７丁目１番１３号 字沼ノ端９１９番地の８３

ウトナイ南７丁目１番１５号 字沼ノ端９１９番地の８４

ウトナイ南７丁目２番１号 字沼ノ端９１９番地の１６

ウトナイ南７丁目２番３号 字沼ノ端９１９番地の１７

ウトナイ南７丁目２番５号 字沼ノ端９１９番地の１８

ウトナイ南７丁目２番６号 字沼ノ端９１９番地の１９

ウトナイ南７丁目２番８号 字沼ノ端９１９番地の２１

ウトナイ南７丁目２番９号 字沼ノ端９１９番地の２２

ウトナイ南７丁目２番１０号 字沼ノ端９１９番地の２３

ウトナイ南７丁目２番１２号 字沼ノ端９１９番地の２４

ウトナイ南７丁目２番１４号 字沼ノ端９１９番地の２５

ウトナイ南７丁目２番１５号 字沼ノ端９１９番地の２６

ウトナイ南７丁目２番１７号 字沼ノ端９１９番地の２７

ウトナイ南７丁目２番１８号 字沼ノ端９１９番地の２８

ウトナイ南７丁目２番２０号 字沼ノ端９１９番地の２９

ウトナイ南７丁目２番２４号 字沼ノ端９１９番地の１

ウトナイ南７丁目２番２５号 字沼ノ端９１９番地の２

ウトナイ南７丁目２番２９号 字沼ノ端９１９番地の３

ウトナイ南７丁目２番３１号 字沼ノ端９１９番地の４

ウトナイ南７丁目２番３２号 字沼ノ端９１９番地の５

ウトナイ南７丁目２番３４号 字沼ノ端９１９番地の６

ウトナイ南７丁目２番３５号 字沼ノ端９１９番地の７

ウトナイ南７丁目２番３７号 字沼ノ端９１９番地の８

ウトナイ南７丁目２番３８号 字沼ノ端９１９番地の９

ウトナイ南７丁目２番４０号 字沼ノ端９１９番地の１０

ウトナイ南７丁目２番４１号 字沼ノ端９１９番地の１１

ウトナイ南７丁目２番４２号 字沼ノ端９１９番地の１２

ウトナイ南７丁目２番４４号 字沼ノ端９１９番地の１３

ウトナイ南７丁目２番４５号 字沼ノ端９１９番地の１４

ウトナイ南７丁目２番４６号 字沼ノ端９１９番地の１１６

ウトナイ南７丁目２番４７号 字沼ノ端９１９番地の１５

ウトナイ南７丁目３番１号 字沼ノ端９１９番地の４０

ウトナイ南７丁目３番２号 字沼ノ端９１９番地の４１

ウトナイ南７丁目３番４号 字沼ノ端９１９番地の４２

ウトナイ南７丁目３番６号 字沼ノ端９１９番地の４３
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ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目３番７号 字沼ノ端９１９番地の４４

ウトナイ南７丁目３番９号 字沼ノ端９１９番地の４５

ウトナイ南７丁目３番１０号 字沼ノ端９１９番地の４６

ウトナイ南７丁目３番１２号 字沼ノ端９１９番地の４７

ウトナイ南７丁目３番１３号 字沼ノ端９１９番地の４８

ウトナイ南７丁目３番１５号 字沼ノ端９１９番地の１１７

ウトナイ南７丁目３番１６号 字沼ノ端９１９番地の１１８

ウトナイ南７丁目３番１８号 字沼ノ端９１９番地の１１９

ウトナイ南７丁目３番１９号 字沼ノ端９１９番地の１２０

ウトナイ南７丁目３番２１号 字沼ノ端９１９番地の１２１

ウトナイ南７丁目３番２７号 字沼ノ端９１９番地の１２２

ウトナイ南７丁目３番２９号 字沼ノ端９１９番地の１２３

ウトナイ南７丁目３番３０号 字沼ノ端９１９番地の１２４

ウトナイ南７丁目３番３２号 字沼ノ端９１９番地の１２５

ウトナイ南７丁目３番３４号 字沼ノ端９１９番地の３０

ウトナイ南７丁目３番３５号 字沼ノ端９１９番地の３１

ウトナイ南７丁目３番３６号 字沼ノ端９１９番地の３２

ウトナイ南７丁目３番３８号 字沼ノ端９１９番地の３３

ウトナイ南７丁目３番４０号 字沼ノ端９１９番地の３４

ウトナイ南７丁目３番４１号 字沼ノ端９１９番地の３５

ウトナイ南７丁目３番４３号 字沼ノ端９１９番地の３６

ウトナイ南７丁目３番４４号 字沼ノ端９１９番地の３７

ウトナイ南７丁目３番４５号 字沼ノ端９１９番地の３８

ウトナイ南７丁目３番４７号 字沼ノ端９１９番地の３９

ウトナイ南７丁目４番１号 字沼ノ端９１９番地の６４

ウトナイ南７丁目４番３号 字沼ノ端９１９番地の６５

ウトナイ南７丁目４番４号 字沼ノ端９１９番地の６６

ウトナイ南７丁目４番６号 字沼ノ端９１９番地の６７

ウトナイ南７丁目４番７号 字沼ノ端９１９番地の６８

ウトナイ南７丁目４番８号 字沼ノ端９１９番地の６９

ウトナイ南７丁目４番１０号 字沼ノ端９１９番地の７０

ウトナイ南７丁目４番１２号 字沼ノ端９１９番地の７１

ウトナイ南７丁目４番１３号 字沼ノ端９１９番地の７２

ウトナイ南７丁目４番１５号 字沼ノ端９１９番地の７３

ウトナイ南７丁目４番１７号 字沼ノ端９１９番地の７４

ウトナイ南７丁目４番１８号 字沼ノ端９１９番地の７５

ウトナイ南７丁目４番２０号 字沼ノ端９１９番地の７６

ウトナイ南７丁目４番２１号 字沼ノ端９１９番地の４９

ウトナイ南７丁目４番２８号 字沼ノ端９１９番地の５０

ウトナイ南７丁目４番２９号 字沼ノ端９１９番地の５１

ウトナイ南７丁目４番３１号 字沼ノ端９１９番地の５２

ウトナイ南７丁目４番３２号 字沼ノ端９１９番地の５３
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ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目４番３４号 字沼ノ端９１９番地の５４

ウトナイ南７丁目４番３５号 字沼ノ端９１９番地の５５

ウトナイ南７丁目４番３７号 字沼ノ端９１９番地の５６

ウトナイ南７丁目４番３８号 字沼ノ端９１９番地の５７

ウトナイ南７丁目４番３９号 字沼ノ端９１９番地の５８

ウトナイ南７丁目４番４１号 字沼ノ端９１９番地の５９

ウトナイ南７丁目４番４３号 字沼ノ端９１９番地の６０

ウトナイ南７丁目４番４５号 字沼ノ端９１９番地の６１

ウトナイ南７丁目４番４６号 字沼ノ端９１９番地の６２

ウトナイ南７丁目４番４７号 字沼ノ端９１９番地の６３

ウトナイ南７丁目５番１号 字沼ノ端９１９番地の９９

ウトナイ南７丁目５番３号 字沼ノ端９１９番地の１００

ウトナイ南７丁目５番４号 字沼ノ端９１９番地の１０１

ウトナイ南７丁目５番５号 字沼ノ端９１９番地の１０２

ウトナイ南７丁目５番７号 字沼ノ端９１９番地の１０３

ウトナイ南７丁目５番９号 字沼ノ端９１９番地の１０４

ウトナイ南７丁目５番１１号 字沼ノ端９１９番地の１０５

ウトナイ南７丁目５番１２号 字沼ノ端９１９番地の１０６

ウトナイ南７丁目５番１３号 字沼ノ端９１９番地の１０７

ウトナイ南７丁目５番１５号 字沼ノ端９１９番地の１０８

ウトナイ南７丁目５番１６号 字沼ノ端９１９番地の１０９

ウトナイ南７丁目５番２２号 字沼ノ端９１９番地の８７

ウトナイ南７丁目５番２６号 字沼ノ端９１９番地の８９

ウトナイ南７丁目５番２７号 字沼ノ端９１９番地の９０

ウトナイ南７丁目５番２９号 字沼ノ端９１９番地の９１

ウトナイ南７丁目５番３１号 字沼ノ端９１９番地の９２

ウトナイ南７丁目５番３３号 字沼ノ端９１９番地の９３

ウトナイ南７丁目５番３４号 字沼ノ端９１９番地の９４

ウトナイ南７丁目５番３５号 字沼ノ端９１９番地の９５

ウトナイ南７丁目５番３７号 字沼ノ端９１９番地の９６

ウトナイ南７丁目５番３９号 字沼ノ端９１９番地の９７

ウトナイ南７丁目６番１号 字沼ノ端９２０番地の１８

ウトナイ南７丁目６番３号 字沼ノ端９２０番地の１９

ウトナイ南７丁目６番４号 字沼ノ端９２０番地の２０

ウトナイ南７丁目６番６号 字沼ノ端９２０番地の２１

ウトナイ南７丁目６番７号 字沼ノ端９２０番地の２２

ウトナイ南７丁目６番９号 字沼ノ端９２０番地の２３

ウトナイ南７丁目６番１２号 字沼ノ端９２０番地の２５

ウトナイ南７丁目６番１３号 字沼ノ端９２０番地の２６

ウトナイ南７丁目６番１５号 字沼ノ端９２０番地の２７

ウトナイ南７丁目６番１６号 字沼ノ端９２０番地の２８
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ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目６番１８号 字沼ノ端９２０番地の２９

ウトナイ南７丁目６番２０号 字沼ノ端９２０番地の３０

ウトナイ南７丁目６番２１号 字沼ノ端９２０番地の３１

ウトナイ南７丁目６番２３号 字沼ノ端９２０番地の３２

ウトナイ南７丁目６番２５号 字沼ノ端９２０番地の１

ウトナイ南７丁目６番３０号 字沼ノ端９２０番地の２

ウトナイ南７丁目６番３２号 字沼ノ端９２０番地の３

ウトナイ南７丁目６番３３号 字沼ノ端９２０番地の４

ウトナイ南７丁目６番３５号 字沼ノ端９２０番地の５

ウトナイ南７丁目６番３６号 字沼ノ端９２０番地の６

ウトナイ南７丁目６番３８号 字沼ノ端９２０番地の７

ウトナイ南７丁目６番４０号 字沼ノ端９２０番地の８

ウトナイ南７丁目６番４１号 字沼ノ端９２０番地の９

ウトナイ南７丁目６番４３号 字沼ノ端９２０番地の１０

ウトナイ南７丁目６番４４号 字沼ノ端９２０番地の１１

ウトナイ南７丁目６番４６号 字沼ノ端９２０番地の１２

ウトナイ南７丁目６番４７号 字沼ノ端９２０番地の１３

ウトナイ南７丁目６番４８号 字沼ノ端９２０番地の１４

ウトナイ南７丁目６番５０号 字沼ノ端９２０番地の１５

ウトナイ南７丁目６番５３号 字沼ノ端９２０番地の１７

ウトナイ南７丁目７番１号 字沼ノ端９２０番地の５０

ウトナイ南７丁目７番４号 字沼ノ端９２０番地の５２

ウトナイ南７丁目７番６号 字沼ノ端９２０番地の５３

ウトナイ南７丁目７番７号 字沼ノ端９２０番地の５４

ウトナイ南７丁目７番９号 字沼ノ端９２０番地の５５

ウトナイ南７丁目７番１１号 字沼ノ端９２０番地の５６

ウトナイ南７丁目７番１２号 字沼ノ端９２０番地の５７

ウトナイ南７丁目７番１４号 字沼ノ端９２０番地の５８

ウトナイ南７丁目７番１５号 字沼ノ端９２０番地の５９

ウトナイ南７丁目７番１６号 字沼ノ端９２０番地の６０

ウトナイ南７丁目７番１８号 字沼ノ端９２０番地の６１

ウトナイ南７丁目７番２０号 字沼ノ端９２０番地の６２

ウトナイ南７丁目７番２４号 字沼ノ端９２０番地の３３

ウトナイ南７丁目７番３０号 字沼ノ端９２０番地の３４

ウトナイ南７丁目７番３２号 字沼ノ端９２０番地の３５

ウトナイ南７丁目７番３４号 字沼ノ端９２０番地の３６

ウトナイ南７丁目７番３５号 字沼ノ端９２０番地の３７

ウトナイ南７丁目７番３６号 字沼ノ端９２０番地の３８

ウトナイ南７丁目７番３８号 字沼ノ端９２０番地の３９

ウトナイ南７丁目７番４０号 字沼ノ端９２０番地の４０

ウトナイ南７丁目７番４１号 字沼ノ端９２０番地の４１

ウトナイ南７丁目７番４３号 字沼ノ端９２０番地の４２
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ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目７番４４号 字沼ノ端９２０番地の４３

ウトナイ南７丁目７番４６号 字沼ノ端９２０番地の４４

ウトナイ南７丁目７番４７号 字沼ノ端９２０番地の４５

ウトナイ南７丁目７番４９号 字沼ノ端９２０番地の４６

ウトナイ南７丁目７番５０号 字沼ノ端９２０番地の４７

ウトナイ南７丁目７番５２号 字沼ノ端９２０番地の４８

ウトナイ南７丁目７番５３号 字沼ノ端９２０番地の４９

ウトナイ南７丁目８番１号 字沼ノ端９２０番地の８０

ウトナイ南７丁目８番３号 字沼ノ端９２０番地の８１

ウトナイ南７丁目８番４号 字沼ノ端９２０番地の８２

ウトナイ南７丁目８番６号 字沼ノ端９２０番地の８３

ウトナイ南７丁目８番７号 字沼ノ端９２０番地の８４

ウトナイ南７丁目８番９号 字沼ノ端９２０番地の８５

ウトナイ南７丁目８番１１号 字沼ノ端９２０番地の８６

ウトナイ南７丁目８番１２号 字沼ノ端９２０番地の８７

ウトナイ南７丁目８番１４号 字沼ノ端９２０番地の８８

ウトナイ南７丁目８番１５号 字沼ノ端９２０番地の８９

ウトナイ南７丁目８番１７号 字沼ノ端９２０番地の９０

ウトナイ南７丁目８番２６号 字沼ノ端９２０番地の６６

ウトナイ南７丁目８番２９号 字沼ノ端９２０番地の６７

ウトナイ南７丁目８番３１号 字沼ノ端９２０番地の６８

ウトナイ南７丁目８番３２号 字沼ノ端９２０番地の６９

ウトナイ南７丁目８番３５号 字沼ノ端９２０番地の７１

ウトナイ南７丁目８番３８号 字沼ノ端９２０番地の７３

ウトナイ南７丁目８番４０号 字沼ノ端９２０番地の７４

ウトナイ南７丁目８番４１号 字沼ノ端９２０番地の７５

ウトナイ南７丁目８番４６号 字沼ノ端９２０番地の７８

ウトナイ南７丁目９番１号 字沼ノ端９２０番地の１２１

ウトナイ南７丁目９番５号 字沼ノ端９２０番地の１２２

ウトナイ南７丁目９番６号 字沼ノ端９２０番地の１２３

ウトナイ南７丁目９番８号 字沼ノ端９２０番地の１２４

ウトナイ南７丁目９番１０号 字沼ノ端９２０番地の１２５

ウトナイ南７丁目９番１１号 字沼ノ端９２０番地の１２６

ウトナイ南７丁目１０番１号 字沼ノ端９２０番地の１０８

ウトナイ南７丁目１０番２号 字沼ノ端９２０番地の１０９

ウトナイ南７丁目１０番５号 字沼ノ端９２０番地の１１０

ウトナイ南７丁目１０番６号 字沼ノ端９２０番地の１１１

ウトナイ南７丁目１０番９号 字沼ノ端９２０番地の１１３

ウトナイ南７丁目１０番１２号 字沼ノ端９２０番地の１１５

ウトナイ南７丁目１０番１３号 字沼ノ端９２０番地の１１６
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ウトナイ南　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南７丁目１０番１５号 字沼ノ端９２０番地の１１７

ウトナイ南７丁目１０番１７号 字沼ノ端９２０番地の１１８

ウトナイ南７丁目１０番１８号 字沼ノ端９２０番地の１１９

ウトナイ南７丁目１０番２０号 字沼ノ端９２０番地の１２０

ウトナイ南７丁目１０番２６号 字沼ノ端９２０番地の９４

ウトナイ南７丁目１０番２９号 字沼ノ端９２０番地の９５

ウトナイ南７丁目１０番３１号 字沼ノ端９２０番地の９６

ウトナイ南７丁目１０番３２号 字沼ノ端９２０番地の９７

ウトナイ南７丁目１０番３３号 字沼ノ端９２０番地の９８

ウトナイ南７丁目１０番３５号 字沼ノ端９２０番地の９９

ウトナイ南７丁目１０番３６号 字沼ノ端９２０番地の１００

ウトナイ南７丁目１０番３９号 字沼ノ端９２０番地の１０１

ウトナイ南７丁目１０番４０号 字沼ノ端９２０番地の１０２

ウトナイ南７丁目１０番４１号 字沼ノ端９２０番地の１０３

ウトナイ南７丁目１０番４３号 字沼ノ端９２０番地の１０４

ウトナイ南７丁目１１番３５号 字沼ノ端９２１番地の２

ウトナイ南７丁目１１番５５号 字沼ノ端９２１番地の４
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ウトナイ南　８丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ南８丁目１番５号 字沼ノ端９２２番地の２

ウトナイ南８丁目６番６号 字沼ノ端９２２番地の１６

ウトナイ南８丁目６番１６号 字沼ノ端９２２番地の９

ウトナイ南８丁目６番３８号 字沼ノ端９２２番地の１６

ウトナイ南８丁目６番４５号 字沼ノ端９２２番地の１３
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