
岩槻区大字南平野・長宮地区　新旧地番対照表
（区画整理地区外）

H23.10.8実施

新地番 旧地番 摘要
さいたま市岩槻区南平野一丁目10番1 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目10番2 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番5
さいたま市岩槻区南平野一丁目10番3 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番6
さいたま市岩槻区南平野一丁目10番4 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番7
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番1 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番46
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番2 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番3 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番4 さいたま市岩槻区大字南平野字深町584番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番5 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番13
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番6 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番12
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番7 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番11
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番8 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番10
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番9 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番9
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番10 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番14
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番11 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番15
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番12 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番16
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番13 さいたま市岩槻区大字南平野字深町586番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番14 さいたま市岩槻区大字南平野字深町585番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番15 さいたま市岩槻区大字南平野字深町584番5
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番16 さいたま市岩槻区大字南平野字深町668番1
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番17 さいたま市岩槻区大字南平野字深町580番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番18 さいたま市岩槻区大字南平野字深町579番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番19 さいたま市岩槻区大字南平野字深町580番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番20 さいたま市岩槻区大字南平野字深町579番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番21 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番43
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番22 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番44
さいたま市岩槻区南平野一丁目11番23 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番45
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番1 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番19
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番2 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番18
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番3 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番17
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番4 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番8
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番5 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番21
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番6 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番23
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番7 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番22
さいたま市岩槻区南平野一丁目12番8 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番20
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番1 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番42
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番2 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番40
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番3 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番38
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番4 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番36
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番5 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番34
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番6 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番32
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番7 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番30
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番8 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番28
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番9 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番26
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番10 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番24
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番11 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番25
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番12 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番27
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番13 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番29
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番14 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番31
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番15 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番33
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番16 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番35
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番17 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番37
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番18 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番39
さいたま市岩槻区南平野一丁目13番19 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番41
さいたま市岩槻区南平野一丁目38番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町653番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目39番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町718番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目40番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町717番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目41番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町576番1
さいたま市岩槻区南平野一丁目42番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町596番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目43番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町670番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目44番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町593番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目45番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町516番5
さいたま市岩槻区南平野一丁目46番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町516番3
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さいたま市岩槻区南平野一丁目47番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町517番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目48番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町517番5
さいたま市岩槻区南平野一丁目49番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町518番5
さいたま市岩槻区南平野一丁目50番 さいたま市岩槻区大字南平野字深町518番6
さいたま市岩槻区南平野一丁目51番 さいたま市岩槻区大字南平野字清賀1204番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目52番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1165番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目53番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1166番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目54番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1167番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目55番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1168番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目56番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1169番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目57番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1170番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目58番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1171番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目59番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1171番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目60番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1172番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目61番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1173番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目62番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1174番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目63番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1175番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目64番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1177番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目65番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1178番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目66番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1179番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目67番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1180番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目68番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1181番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目69番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1181番4
さいたま市岩槻区南平野一丁目70番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1182番2
さいたま市岩槻区南平野一丁目71番 さいたま市岩槻区大字南平野字下六反1183番
さいたま市岩槻区南平野一丁目72番 さいたま市岩槻区大字南平野字清賀1472番3
さいたま市岩槻区南平野一丁目73番 さいたま市岩槻区大字南平野字清賀1472番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目34番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田35番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目35番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田36番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目36番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田36番8
さいたま市岩槻区南平野三丁目37番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田36番9
さいたま市岩槻区南平野三丁目38番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田39番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目39番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田105番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目40番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田106番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目41番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田107番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目42番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目43番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番14
さいたま市岩槻区南平野三丁目44番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目45番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目46番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番15
さいたま市岩槻区南平野三丁目47番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目48番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番15
さいたま市岩槻区南平野三丁目49番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目50番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番16
さいたま市岩槻区南平野三丁目51番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番13
さいたま市岩槻区南平野三丁目52番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番17
さいたま市岩槻区南平野三丁目53番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番19
さいたま市岩槻区南平野三丁目54番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番18
さいたま市岩槻区南平野三丁目55番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番21
さいたま市岩槻区南平野三丁目56番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目57番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目58番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番20
さいたま市岩槻区南平野三丁目59番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目60番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目61番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番10
さいたま市岩槻区南平野三丁目62番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番9
さいたま市岩槻区南平野三丁目63番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番14
さいたま市岩槻区南平野三丁目64番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番21
さいたま市岩槻区南平野三丁目65番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番22
さいたま市岩槻区南平野三丁目66番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1692番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目67番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1684番
さいたま市岩槻区南平野三丁目68番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1683番
さいたま市岩槻区南平野三丁目69番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1682番
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さいたま市岩槻区南平野三丁目70番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目71番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番8
さいたま市岩槻区南平野三丁目72番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目73番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目74番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目75番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目76番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目77番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目78番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目79番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目80番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目81番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番8
さいたま市岩槻区南平野三丁目82番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目83番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目84番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番8
さいたま市岩槻区南平野三丁目85番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番9
さいたま市岩槻区南平野三丁目86番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1700番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目87番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1701番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目88番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1702番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目89番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1702番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目90番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1701番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目91番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1700番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目92番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1699番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目93番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1698番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目94番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1697番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目95番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1696番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目96番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1695番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目97番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1694番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目98番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1693番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目99番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1691番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目100番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1690番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目101番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1689番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目102番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1688番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目103番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目104番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目105番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1687番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目106番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番17
さいたま市岩槻区南平野三丁目107番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1686番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目108番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目109番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目110番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目111番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1685番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目112番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番26
さいたま市岩槻区南平野三丁目113番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番25
さいたま市岩槻区南平野三丁目114番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番43
さいたま市岩槻区南平野三丁目115番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番42
さいたま市岩槻区南平野三丁目116番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番24
さいたま市岩槻区南平野三丁目117番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番30
さいたま市岩槻区南平野三丁目118番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番29
さいたま市岩槻区南平野三丁目119番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番28
さいたま市岩槻区南平野三丁目120番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番27
さいたま市岩槻区南平野三丁目121番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番41
さいたま市岩槻区南平野三丁目122番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番40
さいたま市岩槻区南平野三丁目123番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番32
さいたま市岩槻区南平野三丁目124番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番31
さいたま市岩槻区南平野三丁目125番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番35
さいたま市岩槻区南平野三丁目126番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番34
さいたま市岩槻区南平野三丁目127番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番33
さいたま市岩槻区南平野三丁目128番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番36
さいたま市岩槻区南平野三丁目129番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番37
さいたま市岩槻区南平野三丁目130番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番16
さいたま市岩槻区南平野三丁目131番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番38
さいたま市岩槻区南平野三丁目132番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番39
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さいたま市岩槻区南平野三丁目133番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番23
さいたま市岩槻区南平野三丁目134番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番22
さいたま市岩槻区南平野三丁目135番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番15
さいたま市岩槻区南平野三丁目136番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番14
さいたま市岩槻区南平野三丁目137番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番11
さいたま市岩槻区南平野三丁目138番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番12
さいたま市岩槻区南平野三丁目139番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番13
さいたま市岩槻区南平野三丁目140番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番8
さいたま市岩槻区南平野三丁目141番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番9
さいたま市岩槻区南平野三丁目142番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番10
さいたま市岩槻区南平野三丁目143番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番19
さいたま市岩槻区南平野三丁目144番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目145番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番5
さいたま市岩槻区南平野三丁目146番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番6
さいたま市岩槻区南平野三丁目147番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番7
さいたま市岩槻区南平野三丁目148番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目149番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番44
さいたま市岩槻区南平野三丁目150番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番45
さいたま市岩槻区南平野三丁目151番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番20
さいたま市岩槻区南平野三丁目152番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番21
さいたま市岩槻区南平野三丁目153番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目154番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1681番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目155番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1680番
さいたま市岩槻区南平野三丁目156番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1679番
さいたま市岩槻区南平野三丁目157番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1678番
さいたま市岩槻区南平野三丁目158番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1677番
さいたま市岩槻区南平野三丁目159番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1676番
さいたま市岩槻区南平野三丁目160番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1673番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目161番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1675番
さいたま市岩槻区南平野三丁目162番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1674番
さいたま市岩槻区南平野三丁目163番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1672番
さいたま市岩槻区南平野三丁目164番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1671番
さいたま市岩槻区南平野三丁目165番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1670番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目166番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1669番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目167番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1673番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目168番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1670番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目169番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1669番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目170番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1668番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目171番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1673番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目172番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1670番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目173番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1669番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目174番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1668番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目175番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1667番
さいたま市岩槻区南平野三丁目176番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1666番
さいたま市岩槻区南平野三丁目177番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1665番
さいたま市岩槻区南平野三丁目178番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1664番
さいたま市岩槻区南平野三丁目179番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1663番
さいたま市岩槻区南平野三丁目180番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1662番
さいたま市岩槻区南平野三丁目181番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1661番
さいたま市岩槻区南平野三丁目182番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1660番
さいたま市岩槻区南平野三丁目183番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1659番
さいたま市岩槻区南平野三丁目184番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1658番
さいたま市岩槻区南平野三丁目185番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1657番
さいたま市岩槻区南平野三丁目186番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1656番
さいたま市岩槻区南平野三丁目187番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1655番
さいたま市岩槻区南平野三丁目188番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1654番
さいたま市岩槻区南平野三丁目189番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1653番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目190番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1653番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目191番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1652番
さいたま市岩槻区南平野三丁目192番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1651番
さいたま市岩槻区南平野三丁目193番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1650番
さいたま市岩槻区南平野三丁目194番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1649番
さいたま市岩槻区南平野三丁目195番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1648番
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さいたま市岩槻区南平野三丁目196番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1647番
さいたま市岩槻区南平野三丁目197番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1646番
さいたま市岩槻区南平野三丁目198番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1645番
さいたま市岩槻区南平野三丁目199番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1644番
さいたま市岩槻区南平野三丁目200番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1643番
さいたま市岩槻区南平野三丁目201番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1641番
さいたま市岩槻区南平野三丁目202番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1637番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目203番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1637番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目204番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1638番4
さいたま市岩槻区南平野三丁目205番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1637番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目206番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1638番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目207番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1636番3
さいたま市岩槻区南平野三丁目208番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1635番
さいたま市岩槻区南平野三丁目209番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1636番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目210番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1636番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目211番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1638番2
さいたま市岩槻区南平野三丁目212番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1638番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目213番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1640番
さいたま市岩槻区南平野三丁目214番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1642番
さいたま市岩槻区南平野三丁目215番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1639番
さいたま市岩槻区南平野三丁目216番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1634番
さいたま市岩槻区南平野三丁目217番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1633番
さいたま市岩槻区南平野三丁目218番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1632番
さいたま市岩槻区南平野三丁目219番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1630番
さいたま市岩槻区南平野三丁目220番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1631番
さいたま市岩槻区南平野三丁目221番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1629番
さいたま市岩槻区南平野三丁目222番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1628番1
さいたま市岩槻区南平野三丁目223番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1628番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目13番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田31番3
さいたま市岩槻区南平野五丁目14番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田33番3
さいたま市岩槻区南平野五丁目15番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田33番4
さいたま市岩槻区南平野五丁目16番 さいたま市岩槻区大字南平野字丸田35番7
さいたま市岩槻区南平野五丁目17番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番19
さいたま市岩槻区南平野五丁目18番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番20
さいたま市岩槻区南平野五丁目19番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番13
さいたま市岩槻区南平野五丁目20番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目21番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番9
さいたま市岩槻区南平野五丁目22番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番3
さいたま市岩槻区南平野五丁目23番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番10
さいたま市岩槻区南平野五丁目24番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目25番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番11
さいたま市岩槻区南平野五丁目26番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番7
さいたま市岩槻区南平野五丁目27番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番12
さいたま市岩槻区南平野五丁目28番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番8
さいたま市岩槻区南平野五丁目29番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番10
さいたま市岩槻区南平野五丁目30番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1706番8
さいたま市岩槻区南平野五丁目31番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番11
さいたま市岩槻区南平野五丁目32番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番9
さいたま市岩槻区南平野五丁目33番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番12
さいたま市岩槻区南平野五丁目34番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目35番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1707番13
さいたま市岩槻区南平野五丁目36番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1736番
さいたま市岩槻区南平野五丁目37番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1737番
さいたま市岩槻区南平野五丁目38番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1738番
さいたま市岩槻区南平野五丁目39番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1739番
さいたま市岩槻区南平野五丁目40番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1735番
さいたま市岩槻区南平野五丁目41番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1734番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目42番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1733番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目43番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1732番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目44番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1731番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目45番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1730番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目46番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1729番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目47番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1728番1
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岩槻区大字南平野・長宮地区　新旧地番対照表
（区画整理地区外）

H23.10.8実施

新地番 旧地番 摘要
さいたま市岩槻区南平野五丁目48番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1727番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目49番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1726番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目50番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1725番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目51番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1724番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目52番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1723番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目53番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1722番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目54番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1721番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目55番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1720番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目56番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1719番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目57番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1719番3
さいたま市岩槻区南平野五丁目58番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1718番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目59番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1717番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目60番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1716番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目61番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1713番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目62番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1712番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目63番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1711番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目64番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1710番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目65番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1709番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目66番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1708番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目67番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1705番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目68番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1704番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目69番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1703番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目70番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1702番1
さいたま市岩槻区南平野五丁目71番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1703番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目72番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1704番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目73番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1705番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目74番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1708番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目75番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1709番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目76番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1710番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目77番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1711番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目78番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1712番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目79番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1713番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目80番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1714番
さいたま市岩槻区南平野五丁目81番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1715番
さいたま市岩槻区南平野五丁目82番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1716番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目83番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1717番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目84番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1718番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目85番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1719番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目86番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1720番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目87番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1721番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目88番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1722番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目89番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1723番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目90番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1724番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目91番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1725番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目92番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1726番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目93番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1727番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目94番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1728番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目95番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1729番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目96番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1730番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目97番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1731番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目98番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1732番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目99番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1733番2
さいたま市岩槻区南平野五丁目100番 さいたま市岩槻区大字南平野字堤外1734番2
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