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020851 幌延 北海道
020860 小平２ 北海道
101182 根室１Ａ 北海道
950135 大滝 北海道
950147 鹿部 北海道
960526 伊達 北海道
960529 七飯 北海道
950155 大鰐 青森県
960535 脇野沢 青森県
960537 野辺地 青森県
960539 三沢 青森県
970803 山辺 山形県
020945 棚倉 福島県
091176 福島川内Ａ 福島県
950206 只見 福島県
950291 垂井 岐阜県
950292 多治見 岐阜県
960584 阿見 茨城県
93008 庄和 埼玉県
141202 神津島１Ａ 東京都
93019 小金井 東京都
93060 三宅２ 東京都
960606 山梨一宮 山梨県
950230 小田原 神奈川県
950270 豊科 長野県
960608 松本 長野県
950252 舳倉島 石川県
151210 大飯Ａ 福井県
940056 敦賀 福井県
950257 丸岡 福井県
041136 雄踏Ａ 静岡県
101183 伊東Ａ 静岡県
141209 川根Ａ 静岡県
93052 掛川 静岡県
93094 浜岡１ 静岡県
960623 静岡相良２ 静岡県
020998 南知多 愛知県
940063 日進 愛知県
051143 土山Ａ 滋賀県
940062 八日市 滋賀県
950366 五條 奈良県
960763 生駒 奈良県
950328 久美浜 京都府
960640 網野 京都府
960643 京都左京２ 京都府
031109 金屋 和歌山県
031113 古座 和歌山県
121193 田辺Ａ 和歌山県
950339 河内長野 大阪府
950341 村岡 兵庫県
950342 和田山 兵庫県
950352 三木 兵庫県
950357 家島 兵庫県
960649 滝野 兵庫県
960762 姫路 兵庫県
970823 大屋 兵庫県
071157 広島２Ａ 広島県
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960663 三次 広島県
950391 作東 岡山県
950395 岡山御津 岡山県
960660 岡山新庄 岡山県
950383 西ノ島 島根県
960657 石見 島根県
950409 阿東 山口県
950412 防府 山口県
960669 長門 山口県
960769 和木 山口県
960676 直島 香川県
950418 山川 徳島県
960674 三好 徳島県
031120 吉川 高知県
031123 檮原２ 高知県
031125 土佐清水２ 高知県
031126 土佐清水３ 高知県
950440 馬路 高知県
950443 佐川 高知県
950444 高知田野 高知県
960683 中土佐２ 高知県
131197 今治Ａ 愛媛県
950431 伊予三島 愛媛県
960678 弓削 愛媛県
960679 北条 愛媛県
021063 桂川 福岡県
960687 田川 福岡県
960688 田主丸 福岡県
970831 福岡高田 福岡県
960689 山内 佐賀県
081168 長崎Ａ 長崎県
960772 大村 長崎県
021077 豊後高田 大分県
021079 臼杵 大分県
021081 緒方 大分県
940089 日田 大分県
950471 本耶馬渓 大分県
960706 日出 大分県
970833 大分九重 大分県
960773 大矢野 熊本県
960774 苓北 熊本県
940095 佐土原 宮崎県
950478 椎葉 宮崎県
950480 川南 宮崎県
950484 串間１ 宮崎県
960711 北方 宮崎県
141208 鹿児島天城Ａ 鹿児島県
940099 内之浦 鹿児島県
960717 東 鹿児島県
960718 宮之城 鹿児島県
970836 樋脇 鹿児島県


