
東京都 府中市 神奈川県 横浜市 旭区 神奈川県 横浜市 鶴見区
広島県 府中市 大阪府 大阪市 旭区 大阪府 大阪市 鶴見区
滋賀県 愛知郡 和歌山県 有田郡 広川町 北海道 札幌市 東区
愛知県 愛知郡 福岡県 八女郡 広川町 新潟県 新潟市 東区
高知県 安芸郡 東京都 港区 港区 静岡県 浜松市 東区
広島県 安芸郡 大阪府 大阪市 港区 大阪府 堺市 東区
北海道 伊達市 群馬県 吾妻郡 高山村 岡山県 岡山市 東区
福島県 伊達市 長野県 上高井郡 高山村 広島県 広島市 東区
徳島県 海部郡 長野県 下伊那郡 高森町 福岡県 福岡市 東区
愛知県 海部郡 福岡県 阿蘇郡 高森町 福岡県 熊本市 東区
鹿児島県 熊毛郡 山形県 西置賜郡 小国町 栃木県 那須郡 那珂川町
山口県 熊毛郡 福岡県 阿蘇郡 小国町 福岡県 筑紫郡 那珂川町

新潟県 三島郡 群馬県 利根郡 昭和村 埼玉県 さいたま市 南区

大阪府 三島郡 福島県 大沼郡 昭和村 神奈川県 横浜市 南区
鹿児島県 大島郡 北海道 松前郡 松前町 神奈川県 相模原市 南区
山口県 大島郡 愛媛県 伊予郡 松前町 北海道 札幌市 南区
北海道 日高郡 北海道 茅部郡 森町 新潟県 新潟市 南区
和歌山県 日高郡 静岡県 周智郡 森町 静岡県 浜松市 南区

北海道 上川郡 清水町 京都府 京都市 南区
静岡県 駿東郡 清水町 大阪府 堺市 南区
埼玉県 さいたま市 西区 岡山県 岡山市 南区
神奈川県 横浜市 西区 広島県 広島市 南区
北海道 札幌市 西区 福岡県 福岡市 南区
新潟県 新潟市 西区 福岡県 熊本市 南区
静岡県 浜松市 西区 北海道 三戸郡 南部町
大阪府 大阪市 西区 山梨県 南巨摩郡 南部町
大阪府 堺市 西区 島根県 西伯郡 南部町
兵庫県 神戸市 西区 群馬県 甘楽郡 南牧村
広島県 広島市 西区 長野県 南佐久郡 南牧村
福岡県 福岡市 西区 北海道 沙流郡 日高町
福岡県 熊本市 西区 和歌山県 日高郡 日高町
神奈川県 横浜市 青葉区 滋賀県 蒲生郡 日野町
宮城県 仙台市 青葉区 島根県 日野郡 日野町
宮城県 柴田郡 川崎町 宮城県 仙北郡 美郷町
福岡県 田川郡 川崎町 鳥取県 邑智郡 美郷町
長野県 南佐久郡 川上村 宮崎県 東臼杵郡 美郷町
奈良県 吉野郡 川上村 福井県 三方郡 美浜町
山形県 東置賜郡 川西町 愛知県 知多郡 美浜町
奈良県 磯城郡 川西町 和歌山県 日高郡 美浜町
神奈川県 横浜市 泉区 埼玉県 児玉郡 美里町
宮城県 仙台市 泉区 宮城県 遠田郡 美里町
北海道 中川郡 池田町 福岡県 下益城郡 美里町
岐阜県 揖斐郡 池田町 東京都 北区 北区

福井県 今立郡 池田町 埼玉県 さいたま市 北区

長野県 北安曇郡 池田町 北海道 札幌市 北区
東京都 中央区 新潟県 新潟市 北区
埼玉県 さいたま市 中央区 静岡県 浜松市 北区
千葉県 千葉市 中央区 京都府 京都市 北区
神奈川県 相模原市 中央区 大阪府 大阪市 北区
北海道 札幌市 中央区 大阪府 堺市 北区
新潟県 新潟市 中央区 兵庫県 神戸市 北区
大阪府 大阪市 中央区 岡山県 岡山市 北区
兵庫県 神戸市 中央区 福岡県 熊本市 北区
福岡県 福岡市 中央区 群馬県 邑楽郡 明和町
福岡県 熊本市 中央区 三重県 多気郡 明和町

神奈川県 横浜市 中区 埼玉県 さいたま市 緑区

静岡県 浜松市 中区 千葉県 千葉市 緑区
大阪府 堺市 中区 神奈川県 横浜市 緑区
岡山県 岡山市 中区 神奈川県 相模原市 緑区
広島県 広島市 中区 北海道      国後郡 泊村
山形県 西村山郡 朝日町 北海道      古宇郡 泊村
富山県 下新川郡 朝日町 山形県      最上郡 金山町
三重県 三重郡 朝日町 福島県      大沼郡 金山町

大阪府      南河内郡 太子町
兵庫県      揖保郡 太子町

市・郡の重複 区・町・村の重複


