
蟹江新田地区地名変遷（大字・小字一覧表）

大字名 安永２年（１７７３） 寛政4年（１７９２） 天保１２年（１８４１） 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）

蟹江新田 古吉山 佐治右山 保辰新田 保辰新田 小吉山 小吉山 小吉山
西ノ森前 藤右山 西ノ森前 西ノ森前 尻高 尻高
久五平 源兵衛山 銭袋 銭袋 上川田 上川田 上川田 上川田 上川田
小袋 杢右山 太郎右山 太郎右山 北中瀬 北中瀬 北中瀬 北中瀬
東銭袋 太郎右山 百保 百保 東中瀬 東中瀬 東中瀬 東中瀬 東中瀬
西銭袋 伊兵衛山 芝切 芝切 西中瀬 西中瀬 西中瀬 西中瀬 西中瀬
太郎山 弥作山 金野 金野 埋田 埋田 埋田 埋田 埋田
預山 蒲原 西野新田 西野新田 辰ノ切 辰ノ切 辰ノ切 辰ノ切 辰ノ切
下条 桔梗江 古舟入 古舟入 四郎長 四郎長 四郎長 四郎長 四郎長
伊兵衛弥作山 勝田場 棒野 棒野 棒野 棒野
作右地 百保 川東 川東 川東 川東 川東
百保 古新田 古新田 古新田 古新田 古新田
与太郎 西川 西川 西川 西川 西川
かったば 下山 下山 下山 下山 下山
杢右山 銭袋 銭袋 銭袋 銭袋 銭袋
孫兵衛 太郎右山 太郎右衛山 太郎右衛山 太郎右ｴ山 太郎右ｴ山
才勝 五百歩割 五百歩割 五百歩割 五百歩割 五百歩割
小助山 一町割 壱町割 壱町割 壱町割 壱町割
上芝切 六反割 六反割 六反割 六反割 六反割
下市場 八反割 八反割 八反割 八反割 八反割
佐治右山 勝田場 勝田場 勝田場 勝田場 勝田場
五郎助山 与太郎 与太郎 与太郎 与太郎 与太郎
下芝切 北百保 北百保 北百保 北百保 北百保
中河原 百保 百保 百保 百保 百保
金野 利兵衛裏 利兵衛裏 利兵衛裏 利兵衛裏 利兵衛裏
西野新田 蒲原 蒲原 蒲原 蒲原 蒲原
古船入 宮ノ割 宮ノ割 宮ノ割 宮ノ割 宮ノ割

才勝 才勝 才勝 才勝 才勝
源氏前 源氏前 源氏前 源氏前 源氏前
札中地 札中地 札中地 札中地 札中地
小助山 小助山 小助山 小助山 小助山
上芝切 上芝切 上芝切 上芝切 上芝切
下市場 下市場 下市場 下市場 下市場
亀ノ前 亀ノ割 亀ノ割 亀ノ割 亀ノ割
長割 長割 長割 長割 長割
鹿島 鹿島 鹿島 鹿島 鹿島
下芝切 下芝切 下芝切 下芝切 下芝切
中川原 中川原 仲川原 仲川原 仲川原
五反割 五反割 五反割 五反割 五反割
金野 金野 金野 金野 金野
吉左衛門裏 吉左衛門裏 吉左衛門裏 吉左衛門裏 吉左衛門裏
上西野 上西野 上西野 上西野 上西野
下西野 下西野 下西野 下西野 下西野
枯松下 枯松下 枯松下

源氏前 源氏前 源氏前 源氏前
佐屋川西 佐屋川西 佐屋川西
佐屋川東 佐屋川東 佐屋川東
大海用 大海用 大海用

道西 道西
道東 道東
中地 中地
前波 前波

上川田一丁目 上川田一丁目
上川田二丁目 上川田二丁目
緑一丁目 緑一丁目
緑二丁目 緑二丁目
泉一丁目 泉一丁目
旭一丁目 旭一丁目
旭二丁目 旭二丁目
旭三丁目 旭三丁目

西之森九丁目

鍋蓋新田・新千秋地区地名変遷（大字・小字一覧表）

大字名 天保１２年（１８４１） 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）
鍋蓋新田 東之割 イロノ割 イロノ割 イロノ割 イロノ割 イロノ割

中之割 ハノ割 ハノ割 ハノ割 ハノ割 ハノ割
宮之割 ニノ割 ニノ割 ニノ割 ニノ割 ニノ割

ホノ割 ホノ割 ホノ割 ホノ割 ホノ割
ヘノ割 ヘノ割 ヘノ割 ヘノ割 ヘノ割
トノ割 トノ割 トノ割 トノ割 トノ割
チノ割 チノ割 チノ割 チノ割 チノ割
リノ割 リノ割 リノ割 リノ割 リノ割
ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割 ヌノ割
ルノ割 ルノ割 ルノ割 ルノ割 ルノ割
ヲノ割 ヲノ割 ヲノ割 ヲノ割 ヲノ割
ワノ割 ワノ割 ワノ割 ワノ割 ワノ割
外新田 外新田 外新田 外新田 外新田
上ノ割 上ノ割 上ノ割 上ノ割 上ノ割
中ノ割 中ノ割 中ノ割 中ノ割 中ノ割
下ノ割 下ノ割 下ノ割 下ノ割 下ノ割

新千秋 善太後新田 後東 後東 後東
後西 後西 後西
出町 出町 出町


