
成果公表基準点一覧 資料　３
基準点コード(13桁) 点番号 電子基準点名 地形図(1／20万-1／5万） 都道府県 行政名
L0E000950128A 950128A 札幌 札幌－石山 北海道 札幌市南区
L0E000020882A 020882A 札幌２ 札幌－銭函 北海道 札幌市手稲区
L0E000940022A 940022A 函館 函館－五稜郭 北海道 函館市
L0E000950148A 950148A 椴法華 尻屋崎－恵山 北海道 函館市
L0E000960517A 960517A 小樽２ 岩内－小樽西部 北海道 小樽市
L0E000940013A 940013A 小樽１ 札幌－小樽東部 北海道 小樽市
L0E000960508A 960508A 旭川 旭川－旭川 北海道 旭川市
L0E000940018A 940018A 室蘭 室蘭－伊達 北海道 室蘭市
L0E000950112A 950112A 音別 帯広－音別 北海道 釧路市
L0E000940010A 940010A 釧路市 釧路－釧路 北海道 釧路市
L0E000960521A 960521A 帯広 帯広－帯広 北海道 帯広市
L0E000950114A 950114A 北見 北見－端野 北海道 北見市
L0E000950108A 950108A 常呂 網走－網走 北海道 北見市
L0E000960505A 960505A 網走 斜里－小清水 北海道 網走市
L0E000950136A 950136A 苫小牧 苫小牧－苫小牧 北海道 苫小牧市
L0E000940001A 940001A 稚内 稚内－稚内 北海道 稚内市
L0E000020848A 020848A 稚内３ 稚内－宗谷岬 北海道 稚内市
L0E000960520A 960520A 江別 札幌－江別 北海道 江別市
L0E000020857A 020857A 士別 名寄－剣淵 北海道 士別市
L0E000960512A 960512A 根室３ 根室－厚床 北海道 根室市
L0E000940006A 940006A 根室１ 根室－根室南部 北海道 根室市
L0E000960523A 960523A 千歳 札幌－樽前山 北海道 千歳市
L0E000020865A 020865A 深川 旭川－深川 北海道 深川市
L0E000960514A 960514A 富良野 旭川－富良野 北海道 富良野市
L0E000970792A 970792A 登別 苫小牧－登別温泉 北海道 登別市
L0E000960522A 960522A 恵庭 札幌－恵庭 北海道 恵庭市
L0E000960526A 960526A 伊達 室蘭－伊達 北海道 伊達市
L0E000950117A 950117A 厚田 留萌－厚田 北海道 石狩市
L0E000940023A 940023A 松前 函館－松前 北海道 松前郡松前町
L0E000950149A 950149A 知内 函館－知内 北海道 上磯郡知内町
L0E000020893A 020893A 木古内 函館－函館 北海道 上磯郡木古内町
L0E000960529A 960529A 七飯 函館－大沼公園 北海道 亀田郡七飯町
L0E000950147A 950147A 鹿部 室蘭－鹿部 北海道 茅部郡鹿部町
L0E000950146A 950146A 北海道森 室蘭－駒ヶ岳 北海道 茅部郡森町
L0E000960528A 960528A 砂原 室蘭－駒ヶ岳 北海道 茅部郡森町
L0E000950145A 950145A 熊石 室蘭－相沼 北海道 二海郡八雲町
L0E000950143A 950143A 八雲 室蘭－八雲 北海道 二海郡八雲町
L0E000950140A 950140A 長万部 室蘭－国縫 北海道 山越郡長万部町
L0E000960530A 960530A 上ノ国 函館－上ノ国 北海道 桧山郡上ノ国町
L0E000940021A 940021A 乙部 室蘭－相沼 北海道 爾志郡乙部町
L0E000960527A 960527A 奥尻２ 久遠－奥尻島南部 北海道 奥尻郡奥尻町
L0E000940020A 940020A 奥尻１ 久遠－奥尻島南部 北海道 奥尻郡奥尻町
L0E000940017A 940017A 瀬棚 久遠－瀬棚 北海道 久遠郡せたな町
L0E000020888A 020888A 島牧 岩内－寿都 北海道 島牧郡島牧村
L0E000950131A 950131A 寿都 岩内－寿都 北海道 寿都郡寿都町
L0E000950130A 950130A 蘭越 岩内－ニセコ 北海道 磯谷郡蘭越町
L0E000950129A 950129A 京極 岩内－倶知安 北海道 虻田郡京極町
L0E000950127A 950127A 共和 岩内－岩内 北海道 岩内郡共和町
L0E000940014A 940014A 長沼 札幌－恵庭 北海道 夕張郡長沼町
L0E000022005A 022005A 新十津川Ａ 留萌－滝川 北海道 樺戸郡新十津川町
L0E000960509A 960509A 北竜 留萌－妹背牛 北海道 雨竜郡北竜町
L0E000960506A 960506A 愛別 旭川－愛別 北海道 上川郡愛別町
L0E000940007A 940007A 美瑛 旭川－美瑛 北海道 上川郡美瑛町
L0E000020880A 020880A 南富良野 夕張岳－落合 北海道 空知郡南富良野町
L0E000940012A 940012A 占冠 夕張岳－日高 北海道 勇払郡占冠村
L0E000950107A 950107A 下川 名寄－下川 北海道 上川郡下川町
L0E000950105A 950105A 音威子府 枝幸－音威子府 北海道 中川郡音威子府村
L0E000020852A 020852A 中川 枝幸－天塩中川 北海道 中川郡中川町
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L0E000940008A 940008A 増毛 留萌－留萌 北海道 増毛郡増毛町
L0E000970783A 970783A 小平 羽幌－港町 北海道 留萌郡小平町
L0E000940003A 940003A 羽幌 羽幌－天塩有明 北海道 苫前郡羽幌町
L0E000950106A 950106A 天売島 羽幌－焼尻島 北海道 苫前郡羽幌町
L0E000970781A 970781A 遠別 羽幌－初山別 北海道 天塩郡遠別町
L0E000950104A 950104A 天塩 天塩－天塩 北海道 天塩郡天塩町
L0E000020851A 020851A 幌延 枝幸－敏音知 北海道 天塩郡幌延町
L0E000950101A 950101A 猿払 稚内－宗谷 北海道 宗谷郡猿払村
L0E000970779A 970779A 浜頓別 枝幸－浜頓別 北海道 枝幸郡浜頓別町
L0E000970780A 970780A 枝幸２ 枝幸－乙忠部 北海道 枝幸郡枝幸町
L0E000950103A 950103A 枝幸 枝幸－浜頓別 北海道 枝幸郡枝幸町
L0E000950102A 950102A 礼文 天塩－礼文島南部 北海道 礼文郡礼文町
L0E000960501A 960501A 利尻 天塩－利尻島 北海道 利尻郡利尻町
L0E000940004A 940004A 斜里 斜里－斜里 北海道 斜里郡斜里町
L0E000970784A 970784A 北海道清里 斜里－斜里岳 北海道 斜里郡清里町
L0E000960511A 960511A 置戸 北見－留辺蘂 北海道 常呂郡置戸町
L0E000020863A 020863A 白滝 北見－白滝 北海道 紋別郡遠軽町
L0E000950111A 950111A 丸瀬布 紋別－丸瀬布北部 北海道 紋別郡遠軽町
L0E000960503A 960503A 湧別 紋別－中湧別 北海道 紋別郡湧別町
L0E000940002A 940002A 興部 紋別－興部 北海道 紋別郡興部町
L0E000960502A 960502A 雄武 名寄－雄武 北海道 紋別郡雄武町
L0E000950139A 950139A 白老 苫小牧－白老 北海道 白老郡白老町
L0E000960525A 960525A 虻田 室蘭－虻田 北海道 虻田郡洞爺湖町
L0E000950137A 950137A 洞爺 室蘭－虻田 北海道 虻田郡洞爺湖町
L0E000950141A 950141A 門別 浦河－門別 北海道 沙流郡日高町
L0E000950133A 950133A 平取 夕張岳－岩知志 北海道 沙流郡平取町
L0E000950144A 950144A 様似 浦河－浦河 北海道 様似郡様似町
L0E000940019A 940019A えりも１ 広尾－えりも 北海道 幌泉郡えりも町
L0E000960532A 960532A えりも２ 広尾－庶野 北海道 幌泉郡えりも町
L0E000950142A 950142A 三石 浦河－三石 北海道 日高郡新ひだか町
L0E000940016A 940016A 静内 浦河－静内 北海道 日高郡新ひだか町
L0E000960518A 960518A 新得 夕張岳－新得 北海道 上川郡新得町
L0E000970789A 970789A 北海道清水 夕張岳－新得 北海道 上川郡清水町
L0E000950138A 950138A 大樹 広尾－忠類 北海道 広尾郡大樹町
L0E000940015A 940015A 広尾 広尾－広尾 北海道 広尾郡広尾町
L0E000940011A 940011A 池田 帯広－高島 北海道 中川郡池田町
L0E000970791A 970791A 豊頃 帯広－糠内 北海道 中川郡豊頃町
L0E000020883A 020883A 本別 帯広－本別 北海道 中川郡本別町
L0E000950121A 950121A 足寄 帯広－足寄太 北海道 足寄郡足寄町
L0E000020873A 020873A 陸別 北見－上足寄 北海道 足寄郡陸別町
L0E000020886A 020886A 浦幌 帯広－浦幌 北海道 十勝郡浦幌町
L0E000950125A 950125A 厚岸 釧路－厚岸 北海道 厚岸郡厚岸町
L0E000020881A 020881A 標茶２ 釧路－尾幌 北海道 川上郡標茶町
L0E000960515A 960515A 標茶 釧路－標茶 北海道 川上郡標茶町
L0E000940005A 940005A 弟子屈 斜里－屈斜路湖 北海道 川上郡弟子屈町
L0E000020869A 020869A 別海３ 標津－標津 北海道 野付郡別海町
L0E000950115A 950115A 標津 標津－標津 北海道 標津郡標津町
L0E000960538A 960538A 浪岡 青森－青森西部 青森県 青森市
L0E000960540A 960540A 弘前 弘前－弘前 青森県 弘前市
L0E000950156A 950156A 八戸 八戸－八戸東部 青森県 八戸市
L0E000960542A 960542A 金木 青森－金木 青森県 五所川原市
L0E000950153A 950153A 十和田 八戸－十和田 青森県 十和田市
L0E000960539A 960539A 三沢 野辺地－三沢 青森県 三沢市
L0E000940024A 940024A むつ 野辺地－むつ 青森県 むつ市
L0E000960536A 960536A 平内 青森－浅虫 青森県 東津軽郡平内町
L0E000960534A 960534A 今別 青森－龍飛崎 青森県 東津軽郡今別町
L0E000950151A 950151A 蟹田 青森－蟹田 青森県 東津軽郡外ヶ浜町
L0E000940026A 940026A 鰺ヶ沢 青森－五所川原 青森県 西津軽郡鯵ヶ沢町
L0E000020898A 020898A 深浦 青森－鰺ヶ沢 青森県 西津軽郡深浦町
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L0E000950154A 950154A 岩崎 深浦－深浦 青森県 西津軽郡深浦町
L0E000950155A 950155A 大鰐 弘前－黒石 青森県 南津軽郡大鰐町
L0E000960537A 960537A 野辺地 野辺地－野辺地 青森県 上北郡野辺地町
L0E000950152A 950152A 六ヶ所 野辺地－平沼 青森県 上北郡六ヶ所村
L0E000020896A 020896A 東通２ 野辺地－陸奥横浜 青森県 下北郡東通村
L0E000950163A 950163A 玉山 盛岡－沼宮内 岩手県 盛岡市
L0E000020906A 020906A 田老 盛岡－田老 岩手県 宮古市
L0E000940028A 940028A 宮古 盛岡－宮古 岩手県 宮古市
L0E000940027A 940027A 久慈 八戸－陸中野田 岩手県 久慈市
L0E000950169A 950169A 遠野 盛岡－土淵 岩手県 遠野市
L0E000950170A 950170A 釜石 一関－釜石 岩手県 釜石市
L0E000950159A 950159A 二戸 八戸－一戸 岩手県 二戸市
L0E000020904A 020904A 安代 八戸－荒屋 岩手県 八幡平市
L0E000960543A 960543A 岩手松尾 盛岡－沼宮内 岩手県 八幡平市
L0E000940029A 940029A 水沢１ 一関－水沢 岩手県 奥州市
L0E000950161A 950161A 岩手 盛岡－沼宮内 岩手県 岩手郡岩手町
L0E000950166A 950166A 矢巾 盛岡－日詰 岩手県 紫波郡矢巾町
L0E000950167A 950167A 山田 盛岡－大槌 岩手県 下閉伊郡山田町
L0E000950162A 950162A 岩泉１ 盛岡－岩泉 岩手県 下閉伊郡岩泉町
L0E000950158A 950158A 種市 八戸－階上岳 岩手県 九戸郡洋野町
L0E000960550A 960550A 牡鹿 石巻－金華山 宮城県 石巻市
L0E000020918A 020918A 河北 石巻－登米 宮城県 石巻市
L0E000950172A 950172A 気仙沼 一関－気仙沼 宮城県 気仙沼市
L0E000970797A 970797A 白石 福島－桑折 宮城県 白石市
L0E000960549A 960549A 矢本 石巻－松島 宮城県 東松島市
L0E000950179A 950179A 亘理 仙台－岩沼 宮城県 亘理郡亘理町
L0E000940037A 940037A 利府 仙台－仙台 宮城県 宮城郡利府町
L0E000950177A 950177A 宮城大和 仙台－吉岡 宮城県 黒川郡大和町
L0E000950176A 950176A 涌谷 石巻－涌谷 宮城県 遠田郡涌谷町
L0E000950175A 950175A 志津川 一関－志津川 宮城県 本吉郡南三陸町
L0E000950184A 950184A 能代 弘前－能代 秋田県 能代市
L0E000950190A 950190A 横手 新庄－横手 秋田県 横手市
L0E000950181A 950181A 大館 弘前－大館 秋田県 大館市
L0E000940030A 940030A 男鹿１ 男鹿－船川 秋田県 男鹿市
L0E000950183A 950183A 鹿角 弘前－花輪 秋田県 鹿角市
L0E000940031A 940031A 本荘 秋田－本荘 秋田県 由利本荘市
L0E000950189A 950189A 西仙北 秋田－刈和野 秋田県 大仙市
L0E000020921A 020921A 八森 弘前－中浜 秋田県 山本郡八峰町
L0E000950186A 950186A 五城目 秋田－五城目 秋田県 南秋田郡五城目町
L0E000950198A 950198A 米沢 福島－米沢 山形県 米沢市
L0E000940034A 940034A 温海 村上－温海 山形県 鶴岡市
L0E000940032A 940032A 酒田 酒田－酒田 山形県 酒田市
L0E000950194A 950194A 飛島 酒田－飛島 山形県 酒田市
L0E000940033A 940033A 山形新庄 新庄－新庄 山形県 新庄市
L0E000940035A 940035A 天童 仙台－山形 山形県 天童市
L0E000950195A 950195A 立川 酒田－鶴岡 山形県 東田川郡庄内町
L0E000960555A 960555A 遊佐 酒田－吹浦 山形県 飽海郡遊佐町
L0E000950200A 950200A 福島 福島－福島 福島県 福島市
L0E000970800A 970800A いわき２ 白河－平 福島県 いわき市
L0E000940041A 940041A いわき 白河－平 福島県 いわき市
L0E000940038A 940038A 相馬１ 福島－相馬中村 福島県 相馬市
L0E000960558A 960558A 相馬２ 福島－相馬中村 福島県 相馬市
L0E000950203A 950203A 小高 福島－大甕 福島県 南相馬市
L0E000950209A 950209A 下郷 日光－田島 福島県 南会津郡下郷町
L0E000950202A 950202A 猪苗代１ 福島－磐梯山 福島県 耶麻郡猪苗代町
L0E000950208A 950208A 楢葉 白河－川前 福島県 双葉郡楢葉町
L0E000950201A 950201A 浪江 福島－原町 福島県 双葉郡浪江町
L0E000940042A 940042A 日立 水戸－日立 茨城県 日立市
L0E000092110A 92110A つくば１ 水戸－土浦 茨城県 つくば市
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L0E000093010A 93010A 桜川 千葉－佐原 茨城県 稲敷市
L0E000960584A 960584A 阿見 水戸－土浦 茨城県 稲敷郡阿見町
L0E000950219A 950219A 宇都宮 宇都宮－宇都宮 栃木県 宇都宮市
L0E000940045A 940045A 富岡 長野－富岡 群馬県 富岡市
L0E000093013A 93013A 大宮 東京－大宮 埼玉県 さいたま市見沼区
L0E000093011A 93011A 川越 東京－川越 埼玉県 川越市
L0E000950224A 950224A 越谷 東京－野田 埼玉県 越谷市
L0E000950225A 950225A 千葉花見川 千葉－千葉 千葉県 千葉市花見川区
L0E000093023A 93023A 千葉市川 東京－東京東北部 千葉県 市川市
L0E000093047A 93047A 館山 横須賀－館山 千葉県 館山市
L0E000020959A 020959A 鴨川２ 横須賀－那古 千葉県 鴨川市
L0E000093044A 93044A 鴨川 大多喜－鴨川 千葉県 鴨川市
L0E000093045A 93045A 鹿野山 横須賀－富津 千葉県 君津市
L0E000093018A 93018A 白井 千葉－佐倉 千葉県 白井市
L0E000950227A 950227A 丸山 横須賀－館山 千葉県 南房総市
L0E000093027A 93027A 大網白里 千葉－東金 千葉県 山武郡大網白里町
L0E000093039A 93039A 鋸南 横須賀－那古 千葉県 安房郡鋸南町
L0E000950228A 950228A 世田谷 東京－東京西南部 東京都 世田谷区
L0E000093028A 93028A 町田 東京－八王子 東京都 町田市
L0E000960595A 960595A 大島４ 横須賀－大島 東京都 大島町
L0E000093055A 93055A 大島２ 横須賀－大島 東京都 大島町
L0E000960594A 960594A 大島３ 横須賀－大島 東京都 大島町
L0E000093051A 93051A 大島１ 横須賀－大島 東京都 大島町
L0E000960596A 960596A 利島 三宅島－利島 東京都 利島村
L0E000960597A 960597A 式根島 三宅島－神津島 東京都 新島村
L0E000093057A 93057A 新島 三宅島－新島 東京都 新島村
L0E000960598A 960598A 神津島２ 三宅島－神津島 東京都 神津島村
L0E000960600A 960600A 三宅４ 三宅島－三宅島 東京都 三宅村
L0E000960599A 960599A 三宅３ 三宅島－三宅島 東京都 三宅村
L0E000093059A 93059A 三宅１ 三宅島－三宅島 東京都 三宅村
L0E000095113A 95113A 八丈 八丈島－八丈島 東京都 八丈町
L0E000093067A 93067A 横須賀 横須賀－横須賀 神奈川県 横須賀市
L0E000093034A 93034A 藤沢 横須賀－平塚 神奈川県 藤沢市
L0E000950230A 950230A 小田原 横須賀－小田原 神奈川県 小田原市
L0E000093035A 93035A 二宮 横須賀－平塚 神奈川県 中郡二宮町
L0E000950229A 950229A 大井 横須賀－小田原 神奈川県 足柄上郡大井町
L0E000093042A 93042A 湯河原 横須賀－熱海 神奈川県 足柄下郡湯河原町
L0E000940050A 940050A 新潟 長岡－内野 新潟県 新潟市西区
L0E000940049A 940049A 村上 村上－塩野町 新潟県 村上市
L0E000950241A 950241A 大潟 高田－柿崎 新潟県 上越市
L0E000950232A 950232A 両津１ 相川－鷲崎 新潟県 佐渡市
L0E000950233A 950233A 両津２ 相川－両津 新潟県 佐渡市
L0E000950235A 950235A 小木 長岡－小木 新潟県 佐渡市
L0E000960565A 960565A 金井 相川－相川 新潟県 佐渡市
L0E000950242A 950242A 新潟大和 高田－十日町 新潟県 南魚沼市
L0E000960564A 960564A 黒川 村上－中条 新潟県 胎内市
L0E000950236A 950236A 鹿瀬 新潟－津川 新潟県 東蒲原郡阿賀町
L0E000950231A 950231A 粟島浦 村上－笹川 新潟県 岩船郡粟島浦村
L0E000020968A 020968A 新湊 富山－富山 富山県 射水市
L0E000940052A 940052A 入善 富山－三日市 富山県 下新川郡入善町
L0E000950255A 950255A 小松 金沢－小松 石川県 小松市
L0E000950252A 950252A 舳倉島 輪島－舳倉島 石川県 輪島市
L0E000020971A 020971A 輪島２ 輪島－宝立山 石川県 輪島市
L0E000950253A 950253A 珠洲 輪島－能登飯田 石川県 珠洲市
L0E000020973A 020973A 松任 金沢－金沢 石川県 白山市
L0E000960574A 960574A 能都 富山－宇出津 石川県 鳳珠郡能登町
L0E000940056A 940056A 敦賀 岐阜－敦賀 福井県 敦賀市
L0E000940055A 940055A 三国 金沢－三国 福井県 坂井市
L0E000950261A 950261A 三方 宮津－西津 福井県 三方上中郡若狭町
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L0E000940048A 940048A 中道 甲府－甲府 山梨県 甲府市
L0E000960608A 960608A 松本 高山－松本 長野県 松本市
L0E000940046A 940046A 大町 高山－信濃池田 長野県 大町市
L0E000950283A 950283A 八幡 岐阜－八幡 岐阜県 郡上市
L0E000940059A 940059A 下呂 飯田－加子母 岐阜県 下呂市
L0E000950289A 950289A 八百津 飯田－美濃加茂 岐阜県 加茂郡八百津町
L0E000093081A 93081A 静岡３ 静岡－静岡 静岡県 静岡市葵区
L0E000093077A 93077A 静岡清水市１ 静岡－吉原 静岡県 静岡市清水区
L0E000970815A 970815A 蒲原 静岡－吉原 静岡県 静岡市清水区
L0E000960626A 960626A 沼津 静岡－沼津 静岡県 沼津市
L0E000093062A 93062A 伊東八幡野 横須賀－伊東 静岡県 伊東市
L0E000000841A 000841A 冷川峠Ａ 横須賀－伊東 静岡県 伊東市
L0E000093048A 93048A 小室山 横須賀－伊東 静岡県 伊東市
L0E000970820A 970820A 島田 静岡－家山 静岡県 島田市
L0E000093098A 93098A 竜洋 豊橋－磐田 静岡県 磐田市
L0E000990840A 990840A 焼津Ａ 静岡－住吉 静岡県 焼津市
L0E000960624A 960624A 大東２ 御前崎－御前崎 静岡県 掛川市
L0E000093093A 93093A 大東１ 静岡－掛川 静岡県 掛川市
L0E000093052A 93052A 掛川 静岡－掛川 静岡県 掛川市
L0E000093038A 93038A 御殿場 静岡－御殿場 静岡県 御殿場市
L0E000093095A 93095A 浅羽 豊橋－磐田 静岡県 袋井市
L0E000093096A 93096A 袋井 豊橋－磐田 静岡県 袋井市
L0E000960628A 960628A 下田 静岡－下田 静岡県 下田市
L0E000960621A 960621A 裾野２ 静岡－御殿場 静岡県 裾野市
L0E000950297A 950297A 天城湯ヶ島２ 静岡－修善寺 静岡県 伊豆市
L0E000093049A 93049A 天城湯ヶ島１ 静岡－修善寺 静岡県 伊豆市
L0E000093061A 93061A 中伊豆 横須賀－伊東 静岡県 伊豆市
L0E000093101A 93101A 御前崎 御前崎－御前崎 静岡県 御前崎市
L0E000960625A 960625A 浜岡２ 御前崎－御前崎 静岡県 御前崎市
L0E000093094A 93094A 浜岡１ 御前崎－御前崎 静岡県 御前崎市
L0E000960622A 960622A 小笠 静岡－掛川 静岡県 菊川市
L0E000960623A 960623A 静岡相良２ 静岡－掛川 静岡県 牧之原市
L0E000093092A 93092A 榛原 静岡－掛川 静岡県 牧之原市
L0E000093053A 93053A 河津 静岡－下田 静岡県 賀茂郡河津町
L0E000093086A 93086A 南伊豆２ 御前崎－神子元島 静岡県 賀茂郡南伊豆町
L0E000093085A 93085A 西伊豆 静岡－下田 静岡県 賀茂郡西伊豆町
L0E000960620A 960620A 賀茂 静岡－修善寺 静岡県 賀茂郡西伊豆町
L0E000970813A 970813A 函南 静岡－沼津 静岡県 田方郡函南町
L0E000093043A 93043A 静岡清水町 静岡－沼津 静岡県 駿東郡清水町
L0E000093089A 93089A 静岡森 豊橋－天竜 静岡県 周智郡森町
L0E000970819A 970819A 静岡森２ 豊橋－天竜 静岡県 周智郡森町
L0E000950303A 950303A 額田 豊橋－御油 愛知県 岡崎市
L0E000970822A 970822A 愛知一宮２ 名古屋－名古屋北部 愛知県 一宮市
L0E000960631A 960631A 知多 名古屋－半田 愛知県 知多市
L0E000950307A 950307A 渥美 伊良湖岬－伊良湖岬 愛知県 田原市
L0E000950306A 950306A 田原 伊良湖岬－田原 愛知県 田原市
L0E000940064A 940064A 津 名古屋－津東部 三重県 津市
L0E000940066A 940066A 尾鷲 伊勢－尾鷲 三重県 尾鷲市
L0E000940065A 940065A 鳥羽 伊勢－鳥羽 三重県 鳥羽市
L0E000950315A 950315A 三重熊野 木本－木本 三重県 熊野市
L0E000031105A 031105A 磯部 伊勢－鳥羽 三重県 志摩市
L0E000950314A 950314A 志摩 伊勢－波切 三重県 志摩市
L0E000020999A 020999A 大台 伊勢－丹生 三重県 多気郡大台町
L0E000960636A 960636A 度会 伊勢－伊勢 三重県 度会郡度会町
L0E000031106A 031106A 紀勢 伊勢－長島 三重県 度会郡大紀町
L0E000960637A 960637A 紀伊長島 伊勢－長島 三重県 北牟婁郡紀北町
L0E000950316A 950316A 鵜殿 木本－阿田和 三重県 南牟婁郡紀宝町
L0E000950322A 950322A 大津１ 京都及大阪－京都東北部 滋賀県 大津市
L0E000950320A 950320A 安曇川 名古屋－彦根西部 滋賀県 高島市
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L0E000940062A 940062A 八日市 名古屋－近江八幡 滋賀県 東近江市
L0E000950333A 950333A 京都西京 京都及大阪－京都西南部 京都府 京都市右京区
L0E000950329A 950329A 福知山 京都及大阪－福知山 京都府 福知山市
L0E000940057A 940057A 宮津 宮津－宮津 京都府 宮津市
L0E000950332A 950332A 亀岡 京都及大阪－京都西北部 京都府 亀岡市
L0E000950328A 950328A 久美浜 鳥取－城崎 京都府 京丹後市
L0E000960640A 960640A 網野 宮津－網野 京都府 京丹後市
L0E000950331A 950331A 瑞穂 京都及大阪－園部 京都府 船井郡京丹波町
L0E000950356A 950356A 神戸中央 京都及大阪－神戸 兵庫県 神戸市中央区
L0E000950342A 950342A 和田山 姫路－但馬竹田 兵庫県 朝来市
L0E000940071A 940071A 兵庫御津 姫路－姫路 兵庫県 たつの市
L0E000021005A 021005A 温泉 鳥取－浜坂 兵庫県 美方郡新温泉町
L0E000031108A 031108A 大塔 和歌山－伯母子岳 奈良県 五條市
L0E000950366A 950366A 五條 和歌山－五條 奈良県 五條市
L0E000970825A 970825A 十津川 田辺－龍神 奈良県 吉野郡十津川村
L0E000940069A 940069A 和歌山海南 和歌山－海南 和歌山県 海南市
L0E000950375A 950375A 田辺 田辺－田辺 和歌山県 田辺市
L0E000950374A 950374A 中辺路 田辺－栗栖川 和歌山県 田辺市
L0E000031111A 031111A 熊野川 田辺－新宮 和歌山県 新宮市
L0E000960652A 960652A 広川 和歌山－海南 和歌山県 有田郡広川町
L0E000950372A 950372A 川辺 田辺－御坊 和歌山県 日高郡日高川町
L0E000960653A 960653A すさみ２ 田辺－周参見 和歌山県 西牟婁郡すさみ町
L0E000950377A 950377A すさみ１ 田辺－江住 和歌山県 西牟婁郡すさみ町
L0E000950376A 950376A 那智勝浦 田辺－那智勝浦 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町
L0E000940070A 940070A 串本 田辺－串本 和歌山県 東牟婁郡串本町
L0E000950378A 950378A 鹿野 鳥取－鳥取南部 鳥取県 鳥取市
L0E000940072A 940072A 岩美 鳥取－浜坂 鳥取県 岩美郡岩美町
L0E000940074A 940074A 松江 松江－松江 島根県 松江市
L0E000021025A 021025A 益田 山口－日原 島根県 益田市
L0E000950386A 950386A 大田 浜田－石見大田 島根県 大田市
L0E000940075A 940075A 江津 浜田－浜田 島根県 江津市
L0E000950387A 950387A 赤来 浜田－三瓶山 島根県 飯石郡飯南町
L0E000950383A 950383A 西ノ島 西郷－浦郷 島根県 隠岐郡西ノ島町
L0E000950382A 950382A 五箇 西郷－西郷 島根県 隠岐郡隠岐の島町
L0E000021028A 021028A 岡山１ 高梁－岡山北部 岡山県 岡山市
L0E000960766A 960766A 倉敷２ 岡山及丸亀－岡山南部 岡山県 倉敷市
L0E000940077A 940077A 笠岡 岡山及丸亀－玉島 岡山県 笠岡市
L0E000960662A 960662A 神郷 高梁－新見 岡山県 新見市
L0E000950405A 950405A 三原 岡山及丸亀－尾道 広島県 三原市
L0E000960767A 960767A 広島福山 岡山及丸亀－福山 広島県 福山市
L0E000960670A 960670A 山口豊田 山口－西市 山口県 下関市
L0E000940079A 940079A 下関 福岡－小倉 山口県 下関市
L0E000950408A 950408A 豊北 小串－小串 山口県 下関市
L0E000950413A 950413A 宇部 中津－宇部東部 山口県 宇部市
L0E000940076A 940076A 須佐 山口－須佐 山口県 萩市
L0E000960668A 960668A 萩２ 見島－見島 山口県 萩市
L0E000950412A 950412A 防府 山口－防府 山口県 防府市
L0E000960669A 960669A 長門 山口－仙崎 山口県 長門市
L0E000021039A 021039A 山陽 山口－厚狭 山口県 山陽小野田市
L0E000950416A 950416A 徳島 徳島－徳島 徳島県 徳島市
L0E000940081A 940081A 阿南１ 剣山－阿波富岡 徳島県 阿南市
L0E000950424A 950424A 徳島海南 剣山－甲浦 徳島県 海部郡海陽町
L0E000960674A 960674A 三好 岡山及丸亀－池田 徳島県 三好郡東みよし町
L0E000940080A 940080A 高松 徳島－高松南部 香川県 高松市
L0E000021045A 021045A 坂出 岡山及丸亀－丸亀 香川県 坂出市
L0E000950430A 950430A 今治 広島－今治西部 愛媛県 今治市
L0E000031117A 031117A 大洲 松山－大洲 愛媛県 大洲市
L0E000950434A 950434A 伊予 松山－郡中 愛媛県 伊予市
L0E000970829A 970829A 宇和 松山－八幡浜 愛媛県 西予市
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L0E000940086A 940086A 伊方 松山－八幡浜 愛媛県 西宇和郡伊方町
L0E000950437A 950437A 御荘 宇和島－宿毛 愛媛県 南宇和郡愛南町
L0E000031121A 031121A 室戸３ 剣山－奈半利 高知県 室戸市
L0E000031122A 031122A 室戸４ 剣山－室戸岬 高知県 室戸市
L0E000940082A 940082A 室戸 剣山－室戸岬 高知県 室戸市
L0E000021055A 021055A 室戸２ 剣山－奈半利 高知県 室戸市
L0E000950442A 950442A 安芸 高知－手結 高知県 安芸市
L0E000950441A 950441A 東洋 剣山－甲浦 高知県 安芸郡東洋町
L0E000950444A 950444A 高知田野 剣山－奈半利 高知県 安芸郡田野町
L0E000021053A 021053A 高知北川 剣山－奈半利 高知県 安芸郡北川村
L0E000950449A 950449A 高知大月 宇和島－宿毛 高知県 幡多郡大月町
L0E000960688A 960688A 田主丸 熊本－久留米 福岡県 久留米市
L0E000950453A 950453A 八女 熊本－久留米 福岡県 八女市
L0E000960686A 960686A 行橋 中津－蓑島 福岡県 行橋市
L0E000950451A 950451A 筑紫野 福岡－甘木 福岡県 筑紫野市
L0E000950450A 950450A 前原 福岡－福岡 福岡県 前原市
L0E000940087A 940087A 古賀 福岡－津屋崎 福岡県 古賀市
L0E000950454A 950454A 佐賀 熊本－佐賀 佐賀県 佐賀市
L0E000950455A 950455A 佐賀鹿島 熊本－鹿島 佐賀県 鹿島市
L0E000940091A 940091A 玄海 唐津－唐津 佐賀県 東松浦郡玄海町
L0E000940092A 940092A 長崎 長崎－長崎 長崎県 長崎市
L0E000950457A 950457A 美津島 厳原－仁位 長崎県 対馬市
L0E000950456A 950456A 上対馬 厳原－佐須奈 長崎県 対馬市
L0E000950458A 950458A 石田 唐津－勝本 長崎県 壱岐市
L0E000960698A 960698A 玉之浦 富江－玉之浦 長崎県 五島市
L0E000950462A 950462A 福江 富江－富江 長崎県 五島市
L0E000960693A 960693A 愛野 熊本－肥前小浜 長崎県 雲仙市
L0E000950461A 950461A 長崎国見 熊本－荒尾 長崎県 雲仙市
L0E000950463A 950463A 加津佐 八代－口之津 長崎県 南島原市
L0E000960697A 960697A 西有家 八代－三角 長崎県 南島原市
L0E000960696A 960696A 深江 熊本－島原 長崎県 南島原市
L0E000960692A 960692A 若松 長崎－有川 長崎県 南松浦郡新上五島町
L0E000950465A 950465A 熊本 熊本－菊池 熊本県 熊本市
L0E000940093A 940093A 千丁 八代－八代 熊本県 八代市
L0E000960703A 960703A 阿蘇 大分－阿蘇山 熊本県 阿蘇市
L0E000960701A 960701A 長陽 熊本－菊池 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村
L0E000950468A 950468A 芦北 八代－佐敷 熊本県 葦北郡芦北町
L0E000950469A 950469A 熊本相良 八代－人吉 熊本県 球磨郡相良村
L0E000960774A 960774A 苓北 八代－口之津 熊本県 天草郡苓北町
L0E000950473A 950473A 佐賀関 大分－佐賀関 大分県 大分市
L0E000940089A 940089A 日田 熊本－日田 大分県 日田市
L0E000940090A 940090A 大分佐伯 大分－佐伯 大分県 佐伯市
L0E000021079A 021079A 臼杵 大分－臼杵 大分県 臼杵市
L0E000960705A 960705A 宇佐 中津－宇佐 大分県 宇佐市
L0E000950472A 950472A 湯布院 大分－別府 大分県 由布市
L0E000940095A 940095A 佐土原 延岡－妻 宮崎県 宮崎市
L0E000950484A 950484A 串間１ 宮崎－志布志 宮崎県 串間市
L0E000950480A 950480A 川南 延岡－都農 宮崎県 児湯郡川南町
L0E000950477A 950477A 日之影 大分－三田井 宮崎県 西臼杵郡日之影町
L0E000021092A 021092A 喜入 鹿児島－垂水 鹿児島県 鹿児島市
L0E000940097A 940097A 鹿児島１ 鹿児島－伊集院 鹿児島県 鹿児島市
L0E000960721A 960721A 鹿児島３ 鹿児島－鹿児島 鹿児島県 鹿児島市
L0E000960720A 960720A 鹿児島２ 鹿児島－鹿児島 鹿児島県 鹿児島市
L0E000960719A 960719A 桜島 鹿児島－鹿児島 鹿児島県 鹿児島市
L0E000960776A 960776A 鹿児島郡山 鹿児島－川内 鹿児島県 鹿児島市
L0E000940098A 940098A 枕崎 開聞岳－枕崎 鹿児島県 枕崎市
L0E000940096A 940096A 阿久根 八代－阿久根 鹿児島県 阿久根市
L0E000970834A 970834A 出水 八代－出水 鹿児島県 出水市
L0E000950490A 950490A 指宿 開聞岳－開聞岳 鹿児島県 指宿市
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L0E000960724A 960724A 西之表 開聞岳－種子島北部 鹿児島県 西之表市
L0E000950487A 950487A 鹿児島鹿島 甑島－中甑 鹿児島県 薩摩川内市
L0E000950488A 950488A 串木野 鹿児島－川内 鹿児島県 いちき串木野市
L0E000960777A 960777A 笠沙 鹿児島－野間岳 鹿児島県 南さつま市
L0E000021091A 021091A 金峰 鹿児島－加世田 鹿児島県 南さつま市
L0E000960717A 960717A 東 八代－牛深 鹿児島県 出水郡長島町
L0E000021093A 021093A 大根占 開聞岳－大根占 鹿児島県 肝属郡錦江町
L0E000950491A 950491A 佐多 開聞岳－佐多岬 鹿児島県 肝属郡南大隅町
L0E000940099A 940099A 内之浦 開聞岳－内之浦 鹿児島県 肝属郡肝付町
L0E000950492A 950492A 中種子 屋久島－種子島中部 鹿児島県 熊毛郡中種子町
L0E000960726A 960726A 南種子 屋久島－種子島南部 鹿児島県 熊毛郡南種子町
L0E000950493A 950493A 上屋久１ 屋久島－屋久島東北部 鹿児島県 熊毛郡上屋久町
L0E000960727A 960727A 上屋久２ 屋久島－屋久島西北部 鹿児島県 熊毛郡上屋久町
L0E000960728A 960728A 屋久 屋久島－屋久島東南部 鹿児島県 熊毛郡屋久町
L0E000960734A 960734A 鹿児島天城 徳之島－亀津 鹿児島県 大島郡天城町
L0E000960735A 960735A 和泊 徳之島－沖永良部島 鹿児島県 大島郡和泊町
L0E000950495A 950495A 与論 与論島－与論島 鹿児島県 大島郡与論町
L0E000960750A 960750A 石垣２ 石垣島－石垣島 沖縄県 石垣市
L0E000960749A 960749A 石垣１ 石垣島－石垣島東北部 沖縄県 石垣市
L0E000021094A 021094A 与那城 那覇－金武 沖縄県 うるま市
L0E000960741A 960741A 沖縄石川 那覇－沖縄市北部 沖縄県 うるま市
L0E000950498A 950498A 城辺 宮古島－宮古島 沖縄県 宮古島市
L0E000960747A 960747A 伊良部 宮古島－伊良部島 沖縄県 宮古島市
L0E000940100A 940100A 玉城 那覇－久高島 沖縄県 南城市
L0E000960745A 960745A 知念 那覇－久高島 沖縄県 南城市
L0E000960737A 960737A 国頭 与論島－奥 沖縄県 国頭郡国頭村
L0E000960738A 960738A 大宜味 与論島－辺土名 沖縄県 国頭郡大宜味村
L0E000950496A 950496A 本部 与論島－仲宗根 沖縄県 国頭郡本部町
L0E000960740A 960740A 宜野座 那覇－金武 沖縄県 国頭郡宜野座村
L0E000960744A 960744A 渡嘉敷 久米島－慶良間列島 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村
L0E000960739A 960739A 粟国 久米島－粟国島 沖縄県 島尻郡粟国村
L0E000960742A 960742A 渡名喜 久米島－渡名喜島 沖縄県 島尻郡渡名喜村
L0E000950497A 950497A 南大東 那覇－南北大東島 沖縄県 島尻郡南大東村
L0E000960746A 960746A 北大東 那覇－南北大東島 沖縄県 島尻郡北大東村
L0E000960736A 960736A 伊是名 与論島－伊是名島 沖縄県 島尻郡伊是名村
L0E000960743A 960743A 具志川 久米島－久米島 沖縄県 島尻郡久米島町
L0E000960748A 960748A 多良間 宮古島－多良間島 沖縄県 宮古郡多良間村
L0E000960751A 960751A 波照間島 石垣島－波照間島 沖縄県 八重山郡竹富町
L0E000950500A 950500A 西表島 石垣島－西表島西部 沖縄県 八重山郡竹富町
L0E000950499A 950499A 与那国 石垣島－与那国島 沖縄県 八重山郡与那国町
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