
須成地区地名変遷（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）

須成 上須成 上須成 門屋敷上 門屋敷上 門屋敷上 門屋敷上 門屋敷上
下須成 下須成 門屋敷下 門屋敷下 門屋敷下 門屋敷下 門屋敷下
・門屋敷 ・門屋敷 市場 市場 市場 市場 市場
・市場 ・市場 六白 六白 六白 六白 六白
・六白 ・六白 下之割北 下之割北 下之割北 下之割北 下之割北
・下 ・下 下之割南 下之割南 下之割南 下之割南 下之割南
・川西 ・川西 川西上 川西上 川西上 川西上 川西上
長田（川東) 大字　郷付＜川東＞ 川西下 川西下 川西下 川西下 川西下
惣作(川東） ・川原（小字） 東河原（川東） 東河原 東河原 東河原 東河原
勘取目（川東） ・高畑（小字） 西河原（川東） 西河原 西河原 西河原 西河原
五本田（川東） ・五明（小字） 高畑（川東） 高畑 高畑 高畑 高畑
乗田（川東） ・松下（小字） 五明（川東） 五明 五明 五右ｴ淵 五右ｴ淵
上ノ庄（川東） ・脇之田（小字） 松下（川東） 松下 松下 松下 松下
柳瀬（川東） ・長田（小字） 脇之田（川東） 脇之田 脇之田 脇之田 脇之田
真ヶ菰坪（川東） ・矢倉下（小字） 古苗代(川東) 古苗代 古苗代 古苗代 古苗代
打越（川東） ・須成前（小字） 長田（川東） 長田 長田 長田 長田
藤丸（川東） 大字　中田面＜川東＞ 東矢倉下（川東） 東矢倉下 東矢倉下 東矢倉下 東矢倉下
西ノ坪（川東） ・敵目（小字） 西矢倉下（川東） 西矢倉下 西矢倉下 西矢倉下 西矢倉下
東畑坪（川東） ・市之坪（小字） 東須成前（川東） 東須成前 東須成前 東須成前 東須成前
新開（川西） ・惣作（小字） 西須成前（川東) 西須成前 西須成前 西須成前 西須成前
伊ノ蕪（川西） ・神鳥目（小字） 敵目（川東） 敵目 敵目 敵目 敵目
中新開（川西） ・五本田（小字） 東市之坪（川東） 東市之坪 東市之坪 東市之坪 東市之坪
蟹ヶ淵（川西) ・乗田（小字） 西市之坪（川東） 西市之坪 西市之坪 西市之坪 西市之坪
土深毛（川西) 大字　大東＜川東＞ 上惣作（川東） 上惣作 上惣作 上惣作 上惣作
八島（川西) ・上之庄（小字） 下惣作（川東） 下惣作 下惣作 下惣作 下惣作

・柳瀬（小字） 上神鳥目（川東） 上神鳥目 上神鳥目 上神鳥目 上神鳥目
・真菰ヶ坪（小字） 東五本田（川東） 東五本田 東五本田 東五本田 東五本田
・打越（小字） 西五本田（川東） 西五本田 西五本田 西五本田 西五本田
・藤丸（小字） 南五本田（川東） 南五本田 南五本田 南五本田 南五本田
大字　北田面＜川西＞ 乗田（川東） 乗田 乗田 乗田 乗田
・佐屋（小字） 上之庄（川東） 上之庄 上之庄 上ノ庄 上ノ庄
・山方（小字） 柳瀬北之切（川東） 柳瀬北之切 柳瀬北之切 柳瀬北之切 柳瀬北之切
・繰込新田(小字） 柳瀬南之切（川東） 柳瀬南之切 柳瀬南之切 柳瀬南之切 柳瀬南之切
・八重嶋（小字） 下真菰ヶ坪（川東） 下真菰ヶ坪 下真菰ヶ坪 下真菰ヶ坪 下真菰ヶ坪
・河田（小字） 北刎畑西之切（川東） 北刎畑西之切 北刎畑西之切 北刎畑西之切 北刎畑西之切
・禰宜新開（小字） 北刎畑東之切（川東） 北刎畑東之切 北刎畑東之切 北刎畑東之切 北刎畑東之切
・新開（小字） 南刎畑（川東） 南刎畑 南刎畑 南刎畑 南刎畑
・出来新開（小字） 上刎畑（川東）
大字　中田面＜川西＞ 打越（川東） 打越 打越 打越 打越
・井ノ蕪（小字） 藤丸（川東） 藤丸 藤丸 藤丸 藤丸
・東大鳥（小字） 佐屋（川西） 佐屋 佐屋 佐屋 佐屋
・大鳥（小字） 山方（川西） 山方 山方 山方
・大西（小字） 繰込新田（川西） 繰込新田 繰込新田 繰込新田 繰込新田
・輪庄（小字） 八重島（川西） 八重島 八重島
・奥ノ坊（小字） 禰宜新開（川西） 禰宜新開 禰宜新開 禰宜新開 禰宜新開
・蟹ヶ淵（小字） 出来新開（川西） 出来新開 出来新開
・薬師田（小字） 井之蕪（川西） 井之蕪 井之蕪 井ノ蕪 井ノ蕪
・五重淵（小字） 東大鳥（川西） 東大鳥 東大鳥 東大鳥 東大鳥
大字　南田面<川西＞ 中大鳥（川西） 中大鳥 中大鳥 中大鳥 中大鳥
・土深毛（小字） 西大鳥（川西） 西大鳥 西大鳥 西大鳥 西大鳥
・与源田（小字） 大西（川西） 大西 大西 大西 大西
・矢島（小字） 東輪庄北（川西） 東輪庄北之切 東輪庄北之切
・奥ツ下（小字） 東輪庄南（川西） 東輪庄南之切 東輪庄南之切

西輪庄（川西） 西輪庄 西輪庄 西輪庄 西輪庄
奥之坊（川西） 奥之坊 奥之坊 奥之坊 奥之坊
東中新開北之切（川西） 東中新開北之切 東中新開北之切
東中新開南之切（川西） 東中新開南之切 東中新開南之切 東中新開南之切 東中新開南之切
西中新開（川西） 西中新開 西中新開 西中新開 西中新開
畳田（川西） 畳田 畳田
薬師田（川西） 薬師田 薬師田
五右淵（川西） 五右ｴ淵 五右ｴ淵 五右ｴ淵 五右ｴ淵
北土深毛（川西） 北土深毛 北土深毛 北土深毛 北土深毛
南土深毛（川西） 南土深毛 南土深毛
与源田（川西） 与源田 与源田 与源太 与源太
東矢島（川西） 東矢島 東矢島
西矢島（川西） 西矢島 西矢島
奥下（川西） 奥下 奥下 奥下 奥下

上真菰ヶ坪 上真菰ヶ坪 上真菰ヶ坪 上真菰ヶ坪

須成西一丁目 須成西一丁目
須成西二丁目 須成西二丁目
須成西三丁目 須成西三丁目
須成西四丁目 須成西四丁目
須成西五丁目 須成西五丁目
須成西六丁目 須成西六丁目
須成西七丁目 須成西七丁目
須成西八丁目 須成西八丁目
須成西九丁目 須成西九丁目
須成西十丁目 須成西十丁目
須成西十一丁目 須成西十一丁目


