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点番号 点名 県名
020851 幌延 北海道
020860 小平２ 北海道
940020 奥尻１ 北海道
940021 乙部 北海道
950135 大滝 北海道
960529 七飯 北海道
970779 浜頓別 北海道
950153 十和田 青森県
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
940028 宮古 岩手県
960551 男鹿２ 秋田県
970803 山辺 山形県
020945 棚倉 福島県
020946 いわき４ 福島県
091176 福島川内Ａ 福島県
950200 福島 福島県
950206 只見 福島県
970801 檜枝岐 福島県
950286 根尾 岐阜県
950291 垂井 岐阜県
950292 多治見 岐阜県
92110 つくば１ 茨城県
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
960603 母島 東京都
960756 大多喜 千葉県
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
950237 寺泊 新潟県
960565 金井 新潟県
960567 柏崎２ 新潟県
960571 小須戸 新潟県
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
950248 高岡 富山県
041136 雄踏Ａ 静岡県
101183 伊東Ａ 静岡県
141209 川根Ａ 静岡県
92106 宇佐美 静岡県
93050 引佐 静岡県
93052 掛川 静岡県
93093 大東１ 静岡県
93094 浜岡１ 静岡県
93097 浜北 静岡県
960622 小笠 静岡県
960623 静岡相良２ 静岡県
960624 大東２ 静岡県
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960628 下田 静岡県
970821 浜松伊左地 静岡県
020997 豊橋２ 愛知県
020998 南知多 愛知県
071161 豊橋Ａ 愛知県
93102 愛知一宮町 愛知県
940063 日進 愛知県
031104 鳥羽２ 三重県
031105 磯部 三重県
031106 紀勢 三重県
031107 三重熊野２ 三重県
950316 鵜殿 三重県
960636 度会 三重県
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
081170 京都左京１Ａ 京都府
940057 宮津 京都府
950328 久美浜 京都府
960640 網野 京都府
960643 京都左京２ 京都府
960644 京都伏見 京都府
031109 金屋 和歌山県
031110 南部川 和歌山県
031112 白浜 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
081167 温泉Ａ 兵庫県
950341 村岡 兵庫県
950348 猪名川 兵庫県
950352 三木 兵庫県
950353 宝塚 兵庫県
950357 家島 兵庫県
950359 淡路 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
950405 三原 広島県
960663 三次 広島県
960768 安芸津 広島県
950391 作東 岡山県
950395 岡山御津 岡山県
950397 倉敷１ 岡山県
960660 岡山新庄 岡山県
041135 東伯Ａ 鳥取県
950379 溝口 鳥取県
940074 松江 島根県
950383 西ノ島 島根県
950385 仁多 島根県
960657 石見 島根県
960658 匹見 島根県
051147 徳山Ａ 山口県
950410 錦 山口県
950412 防府 山口県
960669 長門 山口県
960670 山口豊田 山口県



960769 和木 山口県
960676 直島 香川県
031114 徳島勝浦 徳島県
031116 相生 徳島県
950418 山川 徳島県
950419 山城 徳島県
950420 上勝 徳島県
960673 鳴門 徳島県
960674 三好 徳島県
031120 吉川 高知県
031121 室戸３ 高知県
031125 土佐清水２ 高知県
031126 土佐清水３ 高知県
041134 檮原Ａ 高知県
950440 馬路 高知県
950441 東洋 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
021062 福岡 福岡県
021063 桂川 福岡県
950450 前原 福岡県
960687 田川 福岡県
960688 田主丸 福岡県
970831 福岡高田 福岡県
940091 玄海 佐賀県
960689 山内 佐賀県
081168 長崎Ａ 長崎県
950460 西海 長崎県
950463 加津佐 長崎県
960690 吉井 長崎県
960692 若松 長崎県
960696 深江 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
950465 熊本 熊本県
960699 熊本小国 熊本県
960700 鹿本 熊本県
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
021091 金峰 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
950497 南大東 沖縄県


