
蟹江本町・舟入地区地名変遷（大字・小字一覧表）

大字名 寛政４年（１７９２） 弘化４年（１８４７） 明治１５年（１８８２） 昭和１１年（１９３６） 昭和４２年（１９６７） 昭和６３年（１９８８） 平成２２年（２０１０）

蟹江本町 城ノ割 城ノ割 城 城 城 城
北ノ割 北ノ割 両五 両五 両五 両五
中ノ割 中ノ割 海門 海門 海門 海門
東五ノ割 東五ノ割 川西 川西 川西 川西 川西
又五ノ割 又五ノ割 イノ割 イノ割 イノ割 イノ割
新屋敷 新屋敷 ロノ割 ロノ割 ロノ割 ロノ割
海門寺 海門寺 ハノ割 ハノ割 ハノ割 ハノ割 ハノ割
川西ノ割 川西ノ割 ニノ割 ニノ割 ニノ割 ニノ割 ニノ割
一之割 一之割 ホノ割 ホノ割 ホノ割 ホノ割
四之割 四之割 ヘノ割 ヘノ割 ヘノ割 ヘノ割
島田 新反 トノ割 トノ割 トノ割 トノ割
蜂ヶ知（蜂ヶ尻） 島田 チノ割 チノ割 チノ割 チノ割 チノ割
福島 ・桃木（小字） リノ割 リノ割 リノ割 リノ割 リノ割
松ノ木 ・篠田（小字） ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割
江東 ・乳母内（小字） ルノ割 ルノ割 ルノ割 ルノ割 ルノ割
内陸 ・砂淵（小字） ヲノ割 ヲノ割 ヲノ割
前新田 焼野 ワノ割 ワノ割 ワノ割
替地新田 ・築込（小字） カノ割 カノ割 カノ割

・郷畔（小字） ヨノ割 ヨノ割 ヨノ割 ヨノ割 ヨノ割
・乳母内（小字） タノ割 タノ割 タノ割 タノ割
蜂ヶ尻 レノ割 レノ割 レノ割 レノ割
・矢島（小字） ソノ割 ソノ割 ソノ割 ソノ割 ソノ割
・郷畔（小字） ツノ割 ツノ割 ツノ割
福島 ネノ割 ネノ割 ネノ割
松ノ木 ナノ割 ナノ割 ナノ割
・鎌田（小字） ラノ割 ラノ割 ラノ割 ラノ割 ラノ割
・小田面（小字） ムノ割 ムノ割 ムノ割 ムノ割 ムノ割
・小坪（小字） ウノ割 ウノ割 ウノ割 ウノ割 ウノ割
・五反田（小字） ヰノ割 ヰノ割 ヰノ割 ヰノ割 ヰノ割
・苦野(小字） ノノ割 ノノ割 ノノ割 ノノ割 ノノ割
・川原（小字） オノ割 オノ割 オノ割 オノ割
・郷畔（小字） クノ割 クノ割 クノ割 クノ割 クノ割
江東 ヤノ割 ヤノ割 ヤノ割 ヤノ割 ヤノ割
内陸 マノ割 マノ割 マノ割 マノ割 マノ割
十二支（内陸の分割） ケノ割 ケノ割 ケノ割
山割（内陸の分割） フノ割 フノ割 フノ割
・与兵衛殿屋敷（小字） コノ割 コノ割 コノ割 コノ割 コノ割
前新田 エノ割 エノ割 エノ割 エノ割 エノ割
・大海用（小字） テノ割 テノ割 テノ割 テノ割 テノ割
・大田替（小字） アノ割 アノ割 アノ割
・八反田（小字） サノ割 サノ割 サノ割
・萱場（小字） キノ割 キノ割 キノ割
・ヒジ（小字） ユノ割 ユノ割 ユノ割

メノ割 メノ割 メノ割
ミノ割 ミノ割 ミノ割
シノ割 シノ割 シノ割 シノ割 シノ割
ヱノ割 ヱノ割 ヱノ割 ヱノ割
ヒノ割 ヒノ割 ヒノ割 ヒノ割
モノ割 モノ割 モノ割 モノ割 モノ割
セノ割 セノ割 セノ割 セノ割 セノ割
川東
山際 山際 山際 山際
八反田 八反田 八反田 八反田
菱 菱割 菱割 菱割
中山 中山 中山 中山
替地 替地 替地 替地
大濡 大澪 大澪 大澪
西山 西山割 西山割 西山割
東山 東山割 東山割
東長江 東長江 東長江
西長江 西長江 西長江 西長江
松之前 松之前 松之前 松之前
十二支 十二支 十二支 十二支
東陸 東陸 東陸
内陸 内陸 内陸
西陸 西陸 西陸
栄花野 栄花野 栄花野 栄花野 栄花野

西福田 賀須原(西福田） 川原 川原 川原
中畑（西福田） 賀須原（西福田） 賀須原（西福田） 賀須原（西福田）
雁島（西福田） 中畑（西福田） 中畑（西福田） 中山（西福田）

雁島（西福田） 雁島（西福田） 雁島（西福田）
山東１通
山東２通
山東３通
山東５通
東三１通
東三２通
東三３通
東三５通
丸之内１通
丸之内２通
丸之内３通
丸之内５通
丸之内６通
丸之内７通
丸之内８通
丸之内１０通
丸之内１１通
丸之内１２通
丸之内１３通
本地１通
本地２通
本地３通
大和１通
大和２通
大和３通
大和５通
大和６通
本町片堀 本町片堀
本町川原

本町壱丁目 本町壱丁目
本町弐丁目 本町弐丁目
本町参丁目 本町参丁目
本町四丁目 本町四丁目
本町五丁目 本町五丁目
本町六丁目 本町六丁目
本町七丁目 本町七丁目
本町八丁目 本町八丁目
本町九丁目 本町九丁目
本町十丁目 本町十丁目
本町十壱丁目 本町十壱丁目

城一丁目
城二丁目
城三丁目
城四丁目
宝一丁目
宝二丁目
宝三丁目
宝四丁目
舟入一丁目
舟入二丁目
舟入三丁目
舟入四丁目


