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守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の８
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の９
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の１５
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の１６
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の１８
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の２２
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の２５
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の２６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の２６
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の３０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の３０
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の３６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の３６
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の３８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の３８
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の３９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の３９
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の４０
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の４１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の４１
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の４２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の４２
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の４５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の４５
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の５１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の５１
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の５５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の５５
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の５７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の５７
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の５８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の５８
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の６１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の６１
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の６４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の６４
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の６９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の６９
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７０
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７１
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７２
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７３
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７４
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７５
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７６
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７８
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の７９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の７９
守谷町大字守谷 甲２８０３番地の８２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０３番地の８２
守谷町大字守谷 甲２８０８番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０８番地の４
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１２
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１５
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１６
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１７
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１８
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の１９
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２０
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２１
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２２
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２３
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２５
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の２７
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の３３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の３３
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の４６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の４６
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の４７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の４７
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の４８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の４８
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の４９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の４９
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５０
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５２
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５３
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５５
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守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５６
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５８
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の５９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の５９
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の６０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の６０
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の７６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の７６
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の８１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の８１
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の８２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の８２
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の８３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の８３
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の８７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の８７
守谷町大字守谷 甲２８０９番地の８９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８０９番地の８９
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の７
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１９
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２５
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２８
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の２９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の２９
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の３０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の３０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の３７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の３７
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の３９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の３９
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の４０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の４２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の４２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の４７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の４７
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の４８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の４８
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の５１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の５１
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の５２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の５２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の５４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の５４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の５６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の５６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の５９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の５９
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６３
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６５
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６７
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の６８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の６８
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の７３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の７３
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の７４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の７４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の７５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の７５
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の７６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の７６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の８１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の８１
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の８２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の８２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１０１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１０１
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１０５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１０５
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１０６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１０６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１５
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１１７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１１７
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守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２０
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２２
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２３
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２４
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２６
守谷町大字守谷 甲２８１０番地の１２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１０番地の１２７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２０
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の２８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の２８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の３１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の３１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の３２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の３２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の３８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の３８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の３９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の３９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４０
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の４４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の４４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５６
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の５９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の５９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の６１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の６１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の６７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の６７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の７９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の７９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８０
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の８５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の８５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９３
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９６
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の９９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の９９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１０１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１０１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１０２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１０２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１０３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１０３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１０７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１０７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１０８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１０８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１１
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１５
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１６
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１７
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１８
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１１９
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１２２
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１２３
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１２４
守谷町大字守谷 甲２８１２番地の１２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８１２番地の１２５


