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1/20万－1/5万
備考

TR25841210701 二等三角点 老松 岩手県一関市 一関－一関
TR25841239501 二等三角点 矢越山 岩手県一関市 一関－千厩
TR25841310701 二等三角点 大森山 岩手県一関市 一関－一関
TR25841324301 二等三角点 弓折山 岩手県一関市 一関－千厩
TR25841336001 二等三角点 奥玉 岩手県一関市 一関－千厩
TR25841422101 二等三角点 鳶森 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR25841433101 二等三角点 尾平 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR25841437801 二等三角点 原台山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR25841526601 二等三角点 阿原山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841109801 三等三角点 秣場 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841113701 三等三角点 小学校園 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841114201 三等三角点 八階森 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841115501 三等三角点 雷神森 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841117801 三等三角点 高遠哉 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841118501 三等三角点 深竹 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841119201 三等三角点 陳ケ森 岩手県一関市 一関－若柳
TR35841123001 三等三角点 六本松 岩手県一関市 一関－志津川
TR35841212501 三等三角点 柴ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR35841212801 三等三角点 大森 岩手県一関市 一関－一関
TR35841214601 三等三角点 面門 岩手県一関市 一関－一関
TR35841215301 三等三角点 道心塚 岩手県一関市 一関－一関
TR35841216901 三等三角点 高桜 岩手県一関市 一関－一関
TR35841220001 三等三角点 月館山 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841225101 三等三角点 高平 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841227601 三等三角点 戸矢森 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841228201 三等三角点 池ノ森 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841228901 三等三角点 白知石 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841229401 三等三角点 三島山 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841230501 三等三角点 津谷川 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841235301 三等三角点 釘子 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841237701 三等三角点 問答 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841239301 三等三角点 小梨 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841239701 三等三角点 笹森 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841310901 三等三角点 鳥泊 岩手県一関市 一関－一関
TR35841311501 三等三角点 黒森山 岩手県一関市 一関－一関
TR35841313801 三等三角点 三ツ森 岩手県一関市 一関－一関
TR35841315601 三等三角点 鳥兎ケ森 岩手県一関市 一関－一関
TR35841316401 三等三角点 水無沢 岩手県一関市 一関－一関
TR35841318801 三等三角点 大峯 岩手県一関市 一関－一関
TR35841319601 三等三角点 蛙沢 岩手県一関市 一関－一関
TR35841320701 三等三角点 草井沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841321401 三等三角点 大峯 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841322101 三等三角点 萩崎 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841322901 三等三角点 京ノ森 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841323701 三等三角点 寺沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841326001 三等三角点 卯入道平 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841326701 三等三角点 天童森 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841328201 三等三角点 久保 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841331301 三等三角点 上折壁 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841332201 三等三角点 清田 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841332701 三等三角点 新舘山 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841334401 三等三角点 耳切山 岩手県一関市 一関－千厩
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TR35841336301 三等三角点 柳峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841339201 三等三角点 曽慶 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841339501 三等三角点 大平 岩手県一関市 一関－千厩
TR35841410801 三等三角点 大森 岩手県一関市 一関－水沢
TR35841413801 三等三角点 高森 岩手県一関市 一関－水沢
TR35841415901 三等三角点 夏山 岩手県一関市 一関－水沢
TR35841420601 三等三角点 堺ノ沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841420901 三等三角点 和山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841422401 三等三角点 上ノ山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841422701 三等三角点 大洞地 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841423901 三等三角点 二ツ石 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841425101 三等三角点 北ノ沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841425501 三等三角点 長洞 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841426801 三等三角点 西舘 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841427301 三等三角点 大久保 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841428701 三等三角点 安原 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841429901 三等三角点 大日向 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841432501 三等三角点 高洞谷 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841434401 三等三角点 中田山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841435101 三等三角点 大野 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841435601 三等三角点 鍋鎗山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841436301 三等三角点 箒洞 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841438201 三等三角点 立望 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841439401 三等三角点 清水 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841522701 三等三角点 向ヒ森 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841522901 三等三角点 高岩山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841523401 三等三角点 大谷地 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841524901 三等三角点 天狗岩 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841530701 三等三角点 渋谷 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841531201 三等三角点 水台山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841534101 三等三角点 上ノ山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR35841537001 三等三角点 大坪 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841110901 四等三角点 永井 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841111801 四等三角点 八ツ森山 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841112601 四等三角点 鹿沼 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841112901 四等三角点 角屋 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841114701 四等三角点 北小茂 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841115101 四等三角点 猪岡 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841115201 四等三角点 下柏木 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841115801 四等三角点 待井 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841115901 四等三角点 沖田 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841116301 四等三角点 多郷田 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841116401 四等三角点 北堀越 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841116701 四等三角点 涌津 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841117102 四等三角点 三竹 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841117301 四等三角点 柳沢 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841117901 四等三角点 下清水 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841118001 四等三角点 下西風 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841118101 四等三角点 上野沢 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841118301 四等三角点 柿の木 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841118701 四等三角点 上宮沢 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841118801 四等三角点 下宮沢 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841119101 四等三角点 奈良坂 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841119601 四等三角点 佐野屋敷 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841119701 四等三角点 峠沢 岩手県一関市 一関－若柳
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TR45841119901 四等三角点 小野 岩手県一関市 一関－若柳
TR45841122001 四等三角点 大森 岩手県一関市 一関－志津川
TR45841137501 四等三角点 加賀峰 岩手県一関市 一関－志津川
TR45841138301 四等三角点 黒森沢 岩手県一関市 一関－志津川
TR45841139401 四等三角点 古金生 岩手県一関市 一関－志津川
TR45841139501 四等三角点 中ノ倉 岩手県一関市 一関－志津川
TR45841210201 四等三角点 金森 岩手県一関市 一関－一関
TR45841210401 四等三角点 面門 岩手県一関市 一関－一関
TR45841210501 四等三角点 四日市場 岩手県一関市 一関－一関
TR45841211201 四等三角点 上館 岩手県一関市 一関－一関
TR45841211601 四等三角点 上汁足 岩手県一関市 一関－一関
TR45841211801 四等三角点 上通 岩手県一関市 一関－一関
TR45841211901 四等三角点 穴山 岩手県一関市 一関－一関
TR45841212101 四等三角点 大森 岩手県一関市 一関－一関
TR45841212401 四等三角点 大沢田 岩手県一関市 一関－一関
TR45841212701 四等三角点 柏木 岩手県一関市 一関－一関
TR45841213201 四等三角点 大門 岩手県一関市 一関－一関
TR45841213301 四等三角点 金沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841213601 四等三角点 清水堤 岩手県一関市 一関－一関
TR45841214401 四等三角点 石名坂 岩手県一関市 一関－一関
TR45841214801 四等三角点 馳場 岩手県一関市 一関－一関
TR45841214901 四等三角点 中山 岩手県一関市 一関－一関
TR45841215201 四等三角点 前沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841215501 四等三角点 菅ノ平 岩手県一関市 一関－一関
TR45841215601 四等三角点 二ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841215901 四等三角点 運南田 岩手県一関市 一関－一関
TR45841216201 四等三角点 牧沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841216301 四等三角点 西ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841216401 四等三角点 田沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841216801 四等三角点 一ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841217701 四等三角点 釜ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841218301 四等三角点 水口 岩手県一関市 一関－一関
TR45841218501 四等三角点 木ノ川 岩手県一関市 一関－一関
TR45841218601 四等三角点 草刈場 岩手県一関市 一関－一関
TR45841218901 四等三角点 弥栄 岩手県一関市 一関－一関
TR45841218902 四等三角点 銚子 岩手県一関市 一関－一関
TR45841219501 四等三角点 二本松 岩手県一関市 一関－一関
TR45841219601 四等三角点 藤 岩手県一関市 一関－一関
TR45841219701 四等三角点 北ノ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841219801 四等三角点 大台山 岩手県一関市 一関－一関
TR45841223101 四等三角点 深田和 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841224001 四等三角点 内ノ目 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841224301 四等三角点 山中 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841226201 四等三角点 畑ノ沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841226401 四等三角点 石畑 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841226901 四等三角点 日影 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841227101 四等三角点 谷起 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841227201 四等三角点 漆崎 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841227501 四等三角点 大平 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841228301 四等三角点 高成 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841229101 四等三角点 紅 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841229301 四等三角点 柏木 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841229501 四等三角点 神ノ田 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841229701 四等三角点 新山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841229801 四等三角点 中木六 岩手県一関市 一関－千厩
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TR45841230201 四等三角点 安道峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841231301 四等三角点 烏泊 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841231601 四等三角点 前締峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841233301 四等三角点 高山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841233401 四等三角点 浮野 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841233601 四等三角点 大森山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841234101 四等三角点 天神山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841235201 四等三角点 人山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841236401 四等三角点 東楽 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841236601 四等三角点 佐野 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841237001 四等三角点 五訓ノ森 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841237201 四等三角点 小松峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841237601 四等三角点 中峰 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841238901 四等三角点 横欠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841239101 四等三角点 牛山峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841239601 四等三角点 笠松 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841311701 四等三角点 並木 岩手県一関市 一関－一関
TR45841311901 四等三角点 七曲峠 岩手県一関市 一関－一関
TR45841312601 四等三角点 草カ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841312701 四等三角点 番台 岩手県一関市 一関－一関
TR45841312801 四等三角点 石蔵山 岩手県一関市 一関－一関
TR45841315501 四等三角点 山根 岩手県一関市 一関－一関
TR45841315801 四等三角点 高銭 岩手県一関市 一関－一関
TR45841316402 四等三角点 龍ケ沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841316601 四等三角点 赤坂 岩手県一関市 一関－一関
TR45841316701 四等三角点 小塚 岩手県一関市 一関－一関
TR45841316801 四等三角点 奈良坂 岩手県一関市 一関－一関
TR45841317501 四等三角点 駒額 岩手県一関市 一関－一関
TR45841317701 四等三角点 原沢 岩手県一関市 一関－一関
TR45841318901 四等三角点 羽根堀 岩手県一関市 一関－一関
TR45841319701 四等三角点 長平 岩手県一関市 一関－一関
TR45841320201 四等三角点 松ケ沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841320401 四等三角点 荒川 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841320501 四等三角点 濁沼 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841320601 四等三角点 千厩 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841321601 四等三角点 北山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841322801 四等三角点 和義 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323001 四等三角点 舘 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323101 四等三角点 外浦 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323201 四等三角点 地蔵平 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323301 四等三角点 吉兆所 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323501 四等三角点 新山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841323901 四等三角点 入山沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841324101 四等三角点 寺上 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841324801 四等三角点 十三佛 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841324901 四等三角点 林ノ沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841325401 四等三角点 大木 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841325501 四等三角点 鷹ノ巣 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841325801 四等三角点 町下 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841325802 四等三角点 羽根折 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841326201 四等三角点 大木沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841326301 四等三角点 上沢田 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841326801 四等三角点 源八 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841327001 四等三角点 町裏 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841327301 四等三角点 大田 岩手県一関市 一関－千厩
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TR45841327601 四等三角点 樋ノ口 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841328101 四等三角点 東本町 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841328701 四等三角点 栃折沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841328901 四等三角点 和野 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841329201 四等三角点 柴宿 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841329301 四等三角点 金山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841329501 四等三角点 雲南田 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841329801 四等三角点 百目木 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841330001 四等三角点 白堀峠 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841330301 四等三角点 深持 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841330401 四等三角点 軽部山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841330801 四等三角点 五反田 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841331101 四等三角点 傘松 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841331601 四等三角点 大洞 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841332101 四等三角点 大持 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841332301 四等三角点 三吉山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841332401 四等三角点 矢越駅前 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841332501 四等三角点 絵図下 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841333401 四等三角点 三根山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841333801 四等三角点 大坊峰 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334001 四等三角点 奥玉小学校 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334101 四等三角点 長者 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334201 四等三角点 払川 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334301 四等三角点 川崎 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334601 四等三角点 若菜沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841334701 四等三角点 滝ノ沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841335001 四等三角点 中日向 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841335401 四等三角点 大森 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841335501 四等三角点 飛ケ森 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841336101 四等三角点 留見舘 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841336201 四等三角点 鶴ケ段 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841337001 四等三角点 山ノ沢 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841338201 四等三角点 暮坪 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841338501 四等三角点 小室根山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841338701 四等三角点 宝境山 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841339101 四等三角点 岩谷堂 岩手県一関市 一関－千厩
TR45841410601 四等三角点 大平山 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841411701 四等三角点 丸木 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841411801 四等三角点 野土 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841412901 四等三角点 田河津森 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841413601 四等三角点 小田間 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841413901 四等三角点 横沢 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841414801 四等三角点 竹沢 岩手県一関市 一関－水沢
TR45841420001 四等三角点 唐梅舘山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841420401 四等三角点 流矢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841420801 四等三角点 長根 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841421101 四等三角点 小豆用 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841421301 四等三角点 金取 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841421501 四等三角点 野手害 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841422001 四等三角点 平林 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841422801 四等三角点 佐ノ脇 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841423301 四等三角点 岩婦 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841423401 四等三角点 袋沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841423601 四等三角点 室石舘 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841424001 四等三角点 田河津 岩手県一関市 一関－陸中大原
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TR45841424101 四等三角点 比良根 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841424701 四等三角点 石奈坂 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841424801 四等三角点 熊ノ垣内 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841424901 四等三角点 山居 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841425301 四等三角点 伊勢堂 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841425401 四等三角点 倉林 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841425601 四等三角点 大門 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841426001 四等三角点 岩倉沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841426101 四等三角点 北ノ沢北 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841426201 四等三角点 宿ノ通前 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841426901 四等三角点 川又 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841427401 四等三角点 七ッ森 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841427601 四等三角点 萩崎 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841427701 四等三角点 物見 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841428201 四等三角点 湯王 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841428501 四等三角点 猿沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841428901 四等三角点 丸森 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841429201 四等三角点 峠 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841429301 四等三角点 大久保入 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841429601 四等三角点 小谷 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841430001 四等三角点 山谷 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841430601 四等三角点 山口 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841431101 四等三角点 川内 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841431301 四等三角点 一ノ通 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841432201 四等三角点 角柄田 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841433501 四等三角点 耳切 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841434201 四等三角点 大住山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841434701 四等三角点 当摩 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841436001 四等三角点 花舘 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841436201 四等三角点 向鞍山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841436701 四等三角点 内藤 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841436801 四等三角点 銅山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841437501 四等三角点 下川原 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841437502 四等三角点 村林 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841437701 四等三角点 古小屋 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841438001 四等三角点 中川 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841438301 四等三角点 小股沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841439001 四等三角点 篠ケ崎 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841439601 四等三角点 萓 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841439801 四等三角点 渋原 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841520801 四等三角点 山谷 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841521401 四等三角点 立石 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841521601 四等三角点 小黒滝 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841522801 四等三角点 新田 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841523601 四等三角点 市之通 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841523901 四等三角点 牛山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841524701 四等三角点 物沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841525501 四等三角点 大平 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841530001 四等三角点 高河原山 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841530201 四等三角点 滝沢 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841530401 四等三角点 北高岩 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841530601 四等三角点 石鍋 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841531501 四等三角点 笹ケ原 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841532101 四等三角点 大中斉 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR45841533201 四等三角点 追込坂 岩手県一関市 一関－陸中大原
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TR45841534001 四等三角点 中川 岩手県一関市 一関－陸中大原
TR15840569601 一等三角点 焼石岳 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR25841428001 二等三角点 袴腰山 岩手県奥州市 一関－陸中大原
TR35840566001 三等三角点 畑松峠 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840566701 三等三角点 獅子鼻 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840567301 三等三角点 柴沢森 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840574101 三等三角点 岳山 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840575001 三等三角点 外大森 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840577101 三等三角点 狗者森 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840577301 三等三角点 鍋割 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840578601 三等三角点 中筋根 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR35840661401 三等三角点 三界 岩手県奥州市 新庄－川尻
TR35840670301 三等三角点 土倉 岩手県奥州市 新庄－川尻
TR35840671101 三等三角点 経塚山 岩手県奥州市 新庄－川尻
TR35841404001 三等三角点 大森山 岩手県奥州市 一関－水沢
TR35841413501 三等三角点 二子 岩手県奥州市 一関－水沢
TR35841416701 三等三角点 大岩 岩手県奥州市 一関－水沢
TR35841510701 三等三角点 大師森 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45840474901 四等三角点 若林 岩手県奥州市 新庄－焼石岳
TR45841402001 四等三角点 畦畑 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841406001 四等三角点 辰己沢 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841411301 四等三角点 経塚 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841413301 四等三角点 二子ケ原 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841414401 四等三角点 前野 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841414601 四等三角点 富士の根山 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841416601 四等三角点 中岩 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841417901 四等三角点 正法寺 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841418601 四等三角点 天王 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841418701 四等三角点 黒石 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841418901 四等三角点 合ノ畑 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45841419801 四等三角点 兵士沢 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45841419901 四等三角点 太田 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45841511601 四等三角点 黒石 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45841511701 四等三角点 長田 岩手県奥州市 一関－水沢 ○
TR45841511801 四等三角点 石塚 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841513602 四等三角点 水沢測地観測所 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841515501 四等三角点 羽田 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841515701 四等三角点 門下 岩手県奥州市 一関－水沢
TR45841516701 四等三角点 芦ケ沢 岩手県奥州市 一関－水沢
TR65841419401 図根点 鞘戸下 岩手県奥州市 一関－水沢
TR95841400601 二等多角点 16505 岩手県奥州市 一関－水沢
TR25840764401 二等三角点 白土 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840661701 三等三角点 大板沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840663401 三等三角点 大手取 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840665701 三等三角点 卯根倉沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840667401 三等三角点 草井沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840753901 三等三角点 春木沢 岩手県西和賀町 新庄－横手
TR35840760101 三等三角点 上ノ沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840760601 三等三角点 鷹ノ橋 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840761301 三等三角点 甲子 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840765101 三等三角点 畑ケ沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35840765601 三等三角点 八幡館 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840667701 四等三角点 卯根倉 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840668701 四等三角点 真名板 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840669501 四等三角点 南本内 岩手県西和賀町 新庄－川尻
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TR45840752801 四等三角点 巣郷 岩手県西和賀町 新庄－横手
TR45840753801 四等三角点 野々宿 岩手県西和賀町 新庄－横手
TR45840755701 四等三角点 越中畑 岩手県西和賀町 新庄－横手
TR45840760701 四等三角点 小花 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840761001 四等三角点 南野々宿 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840761401 四等三角点 大小又 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840762101 四等三角点 奥の湯 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840762601 四等三角点 水上 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840763201 四等三角点 檜ノ峠 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840763401 四等三角点 小又沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840763501 四等三角点 岩滑沢 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840763701 四等三角点 街道平 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840764001 四等三角点 沢入 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR45840764101 四等三角点 湯の峠 岩手県西和賀町 新庄－川尻
TR35841317301 三等三角点 下西風 岩手県平泉町 一関－一関
TR35841410201 三等三角点 長部 岩手県平泉町 一関－水沢
TR45841318401 四等三角点 峠 岩手県平泉町 一関－一関
TR45841319201 四等三角点 伊勢堂 岩手県平泉町 一関－一関
TR45841319301 四等三角点 中村 岩手県平泉町 一関－一関
TR45841410101 四等三角点 滝の沢 岩手県平泉町 一関－水沢
TR45841410401 四等三角点 深山 岩手県平泉町 一関－水沢
TR25841224401 二等三角点 愛宕山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841126301 三等三角点 館ケ森 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841127101 三等三角点 高森 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841129201 三等三角点 献上山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841129901 三等三角点 殿上山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841132301 三等三角点 佐成倉 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841136201 三等三角点 中ノ峰 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841136401 三等三角点 長崎峠 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841138101 三等三角点 大嶺山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR35841220701 三等三角点 腰廻山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841221401 三等三角点 門ノ目 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841222101 三等三角点 葉山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841223701 三等三角点 館山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841225901 三等三角点 奴宝塚 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR35841233201 三等三角点 徳田 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841126401 四等三角点 上中山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841127601 四等三角点 藤東 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841127801 四等三角点 天城山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841128201 四等三角点 川口沖 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841128401 四等三角点 峠 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841128601 四等三角点 吉高 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841128701 四等三角点 高木山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841128901 四等三角点 繰石峠 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841134301 四等三角点 青松 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841134401 四等三角点 角柄 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841136101 四等三角点 平場 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841136301 四等三角点 千松上 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841137001 四等三角点 保登子 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841137101 四等三角点 小淵上 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841139001 四等三角点 沢内山 岩手県藤沢町 一関－志津川
TR45841220101 四等三角点 北上橋 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841220401 四等三角点 天ケ澤 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841220801 四等三角点 夕川 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841221201 四等三角点 熊館 岩手県藤沢町 一関－千厩
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TR45841221801 四等三角点 葉山神社 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841222301 四等三角点 上海 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841222601 四等三角点 新地 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841222901 四等三角点 宇道沢 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841223501 四等三角点 十文字 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841223801 四等三角点 八幡 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841224601 四等三角点 中ノ森 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841224901 四等三角点 野々田向 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841225501 四等三角点 外山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841226701 四等三角点 関田 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841227801 四等三角点 一貫森 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841230101 四等三角点 栗沢 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR45841232101 四等三角点 保呂羽山 岩手県藤沢町 一関－千厩
TR25741715201 二等三角点 瀬ケ崎 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR25841012101 二等三角点 日向 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR25841021201 二等三角点 浅部 宮城県登米市 一関－志津川
TR25841029401 二等三角点 高森 宮城県登米市 一関－志津川
TR25841126701 二等三角点 小蚕山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35741712501 三等三角点 中埣 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR35741713801 三等三角点 櫻岡 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR35741715501 三等三角点 西野 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR35741715701 三等三角点 朝来山 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR35741718001 三等三角点 西郷 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR35741718201 三等三角点 高石 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR35741718501 三等三角点 大嶽山 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR35841000801 三等三角点 南深沢 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR35841001501 三等三角点 葉ノ木沢 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841003801 三等三角点 山守屋敷 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR35841005901 三等三角点 彦道 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR35841010401 三等三角点 徳田 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841010801 三等三角点 表前 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841012901 三等三角点 兵庫 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841013401 三等三角点 北浦 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841013701 三等三角点 一本杉 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841015501 三等三角点 熊野堂 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841016201 三等三角点 壇ノ浦 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841016801 三等三角点 小塚 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841017301 三等三角点 三方島 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841018601 三等三角点 白雉山 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841021601 三等三角点 物見峠 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841023201 三等三角点 長谷山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841023401 三等三角点 来京山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841024701 三等三角点 馬子鈴 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841026201 三等三角点 芝山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841026501 三等三角点 相川峯 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841027001 三等三角点 寺山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841028801 三等三角点 鷹塒 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841110301 三等三角点 とど山 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841112501 三等三角点 大和田 宮城県登米市 一関－若柳
TR35841120701 三等三角点 伊勢ケ沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841121201 三等三角点 荒神山 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841121501 三等三角点 八ツ森 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841123701 三等三角点 宝城 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841124401 三等三角点 宝ノ沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR35841130001 三等三角点 権現森 宮城県登米市 一関－志津川
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TR35841134001 三等三角点 高城 宮城県登米市 一関－志津川
TR45741706901 四等三角点 野谷地 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741707701 四等三角点 沼崎 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741709801 四等三角点 下新山 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741711501 四等三角点 立野 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741712301 四等三角点 平瀉 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741713401 四等三角点 筒場埣 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741713501 四等三角点 高橋 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741714301 四等三角点 六軒屋敷 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741714302 四等三角点 中津山 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741714601 四等三角点 新迫川 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741714901 四等三角点 黒森山 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741715901 四等三角点 永澤 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741716501 四等三角点 梶沼 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741717101 四等三角点 大袋 宮城県登米市 石巻－涌谷 ○
TR45741717501 四等三角点 南大畑 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741717801 四等三角点 善王寺 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741718301 四等三角点 山成 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741718502 四等三角点 東郷小学校 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741719001 四等三角点 須崎 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741719701 四等三角点 首無 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45741719901 四等三角点 新大谷地 宮城県登米市 石巻－涌谷
TR45841001801 四等三角点 対馬 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841002601 四等三角点 境田 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841003701 四等三角点 下品ノ浦 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841004701 四等三角点 上井守沢 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841004801 四等三角点 新伊豆崎 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841010402 四等三角点 峯 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841010601 四等三角点 大網 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841010901 四等三角点 六丁目 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841012801 四等三角点 野元 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841014001 四等三角点 大形 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841014302 四等三角点 地粮 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841014501 四等三角点 夏川 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841014701 四等三角点 茶畑 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841015001 四等三角点 坂戸 宮城県登米市 一関－若柳 ○
TR45841015801 四等三角点 大柳 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841016401 四等三角点 仮屋 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841016601 四等三角点 今道 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841016901 四等三角点 舘 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841018301 四等三角点 大巻 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841019801 四等三角点 小倉 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841019901 四等三角点 上中田 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841020501 四等三角点 宮石 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841021001 四等三角点 上待 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841022301 四等三角点 新山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841022401 四等三角点 天神前 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841022501 四等三角点 候望峠 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841022901 四等三角点 舟井沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841023101 四等三角点 小島 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841023701 四等三角点 杉の沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841024001 四等三角点 亀ケ岡 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841024401 四等三角点 東陽寺 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841024501 四等三角点 若木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841024502 四等三角点 潜峠 宮城県登米市 一関－志津川
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TR45841024901 四等三角点 獅子鼻 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841025201 四等三角点 安場 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841025601 四等三角点 南ノ沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841026401 四等三角点 杉山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841027401 四等三角点 雷神山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841027601 四等三角点 松根沢峰 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841027901 四等三角点 合丿木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841028101 四等三角点 冠木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841028201 四等三角点 堂山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841028501 四等三角点 東和中学校 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841028601 四等三角点 椚崎 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841029001 四等三角点 長根 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841029101 四等三角点 浦沼 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841029601 四等三角点 館ノ下 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841038101 四等三角点 道木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841111601 四等三角点 石鼻 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841112401 四等三角点 山寺 宮城県登米市 一関－若柳
TR45841120101 四等三角点 粧坂 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841120401 四等三角点 大木沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841120501 四等三角点 物見峠 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841120601 四等三角点 梨ノ木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841120901 四等三角点 末田 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841121801 四等三角点 根方奥 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841122401 四等三角点 岩の沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841122601 四等三角点 若草山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841123201 四等三角点 大嶺山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841123301 四等三角点 山沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841123401 四等三角点 高城山 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841123901 四等三角点 天神 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841124201 四等三角点 大嶺 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841124301 四等三角点 斉母沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841124601 四等三角点 上綱木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841124801 四等三角点 高屋敷 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841125001 四等三角点 上曲田 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841125601 四等三角点 稲村 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841125901 四等三角点 室ノ沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841130201 四等三角点 大綱木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841132001 四等三角点 水ノ木 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841132101 四等三角点 南上沢 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841132201 四等三角点 地蔵峯 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841133201 四等三角点 余玉 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841134101 四等三角点 不動峰 宮城県登米市 一関－志津川
TR45841135101 四等三角点 平山牧場 宮城県登米市 一関－志津川
TR25841002201 二等三角点 藤沢 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR25841008901 二等三角点 畑岡村 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR25841117101 二等三角点 獅段 宮城県栗原市 一関－若柳
TR25841205801 二等三角点 片馬合 宮城県栗原市 一関－一関
TR35740776901 三等三角点 沢田 宮城県栗原市 仙台－古川 ○
TR35741705401 三等三角点 諏訪原 宮城県栗原市 石巻－涌谷
TR35741707201 三等三角点 甚六原 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR35741708601 三等三角点 五輪堂 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR35741709301 三等三角点 大里 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR35840073901 三等三角点 野山 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840076801 三等三角点 古屋敷 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840079601 三等三角点 館浦囲 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
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TR35840079901 三等三角点 五平次森 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840166301 三等三角点 金沢 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35841001001 三等三角点 忽滑沢 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR35841004501 三等三角点 太沢 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841006301 三等三角点 旗塚 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR35841007001 三等三角点 萩沢 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR35841007601 三等三角点 獅子ケ鼻 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841008301 三等三角点 御駒堂 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR35841100101 三等三角点 丁田森 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR35841100501 三等三角点 沼崎 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841100701 三等三角点 戸崎 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841102901 三等三角点 新山 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841103701 三等三角点 刈敷 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841106801 三等三角点 天神舘 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841111101 三等三角点 我門 宮城県栗原市 一関－若柳
TR35841202901 三等三角点 佐野原 宮城県栗原市 一関－一関
TR35841211001 三等三角点 宇内沢 宮城県栗原市 一関－一関
TR35841214001 三等三角点 有壁 宮城県栗原市 一関－一関
TR45740779801 四等三角点 小山田 宮城県栗原市 仙台－古川 ○
TR45741705301 四等三角点 四壇原 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741706601 四等三角点 藤田 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741707101 四等三角点 下町 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741707202 四等三角点 大屋敷 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741707301 四等三角点 中天神 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741708001 四等三角点 丁神明 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741708501 四等三角点 清水山 宮城県栗原市 石巻－涌谷
TR45741709001 四等三角点 清水権現 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45741709101 四等三角点 新城舘山 宮城県栗原市 石巻－涌谷 ○
TR45840068901 四等三角点 小僧 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840069501 四等三角点 論田 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840071801 四等三角点 日向 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840073801 四等三角点 馬伏谷 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840074701 四等三角点 上高森 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840076601 四等三角点 清水 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840076901 四等三角点 竹の内 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840077401 四等三角点 鬼越 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840078001 四等三角点 赤坂 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840078401 四等三角点 上要害 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840079201 四等三角点 清水の目 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840079301 四等三角点 八幡 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840079801 四等三角点 秋山 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840160501 四等三角点 向小田 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840160801 四等三角点 川台 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840160901 四等三角点 大栗 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840161401 四等三角点 大清水沢 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840161601 四等三角点 大滝 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840162301 四等三角点 一軒家 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840162901 四等三角点 箕ノ口 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840163401 四等三角点 大笹 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840164201 四等三角点 大窪 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840164501 四等三角点 共栄 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840164701 四等三角点 山下 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840165501 四等三角点 越戸 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840165801 四等三角点 妙見山 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840166401 四等三角点 明通 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
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TR45840166901 四等三角点 石ケ森 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840167401 四等三角点 戸倉 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840167501 四等三角点 白沢 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840167701 四等三角点 小手沢 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840168601 四等三角点 松森 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840168801 四等三角点 下畑 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840170501 四等三角点 一本松 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840170701 四等三角点 南澤 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840171201 四等三角点 川口 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840171401 四等三角点 清水ケ袋 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840172901 四等三角点 狐崎 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840173201 四等三角点 毒澤 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840173801 四等三角点 関場 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840174201 四等三角点 入釜 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840174401 四等三角点 藤澤山 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840174701 四等三角点 片子澤 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840174801 四等三角点 小袋 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840175001 四等三角点 千貫目 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840175601 四等三角点 柳沢 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840175901 四等三角点 八幡 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840176601 四等三角点 谷地 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840177101 四等三角点 元小屋 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840177301 四等三角点 大竹 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840177601 四等三角点 熊ノ林 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840178801 四等三角点 愛宕山 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840178901 四等三角点 成田 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR45840270901 四等三角点 梅田 宮城県栗原市 新庄－栗駒山
TR45841000101 四等三角点 影の澤 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841000201 四等三角点 大鰐谷 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841000401 四等三角点 御伊勢山 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841000501 四等三角点 横森 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841001201 四等三角点 刈安澤 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841003101 四等三角点 狼ノ巣 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841003301 四等三角点 要害 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841004001 四等三角点 照越 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841004202 四等三角点 間渡戸 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841004301 四等三角点 八沢 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841005001 四等三角点 上照越 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841006201 四等三角点 高田山 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841006701 四等三角点 敷味 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841007501 四等三角点 嘉倉 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841008401 四等三角点 笹森 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841009201 四等三角点 留場 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841009701 四等三角点 蓬田 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841016101 四等三角点 下畑岡 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841018101 四等三角点 落堀 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841019001 四等三角点 峯 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841100301 四等三角点 姫郷 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841100801 四等三角点 間海 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841100901 四等三角点 八木 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841101001 四等三角点 芋埣 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841101101 四等三角点 砂子田 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841101301 四等三角点 城生野 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841101401 四等三角点 畠中 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841101601 四等三角点 竹内 宮城県栗原市 一関－若柳
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TR45841102001 四等三角点 渡丸 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841102601 四等三角点 治郎 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841102702 四等三角点 城内 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841103101 四等三角点 二枚橋 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841103301 四等三角点 根岸 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841104001 四等三角点 古戸 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841104401 四等三角点 前門山 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841105101 四等三角点 御嶽 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841105501 四等三角点 荒崎 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841105701 四等三角点 夏川 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841106401 四等三角点 三迫川 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841106701 四等三角点 大久保 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR45841107101 四等三角点 鳥矢森 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841107901 四等三角点 小館 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841108201 四等三角点 大堤 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841108401 四等三角点 岩崎 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841109201 四等三角点 金谷 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841109501 四等三角点 翁沢 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841112201 四等三角点 荒町 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841113101 四等三角点 大袋 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841116001 四等三角点 武鎗 宮城県栗原市 一関－若柳
TR45841200101 四等三角点 左ノ平 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841200401 四等三角点 上富田 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841200801 四等三角点 原田 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841200901 四等三角点 大又 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841201201 四等三角点 若宮 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841201501 四等三角点 段の原 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841201802 四等三角点 十万 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841202001 四等三角点 不動堂 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841202101 四等三角点 山王 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841203801 四等三角点 沖ノ沢 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841204101 四等三角点 早坂 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841204701 四等三角点 長泥 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841204901 四等三角点 上原前 宮城県栗原市 一関－一関
TR45841212001 四等三角点 八坂 宮城県栗原市 一関－一関
TR65840078101 図根点 大川口 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR65840171001 図根点 打越 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎
TR65841002301 図根点 上太田 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR65841004201 図根点 永平 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR65841005002 図根点 山の神 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR95840074901 二等多角点 16487 宮城県栗原市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR95841002001 二等多角点 16486 宮城県栗原市 一関－若柳 ○
TR95841107601 二等多角点 16491 宮城県栗原市 一関－若柳
TR95841107801 二等多角点 16488 宮城県栗原市 一関－若柳
TR95841108701 二等多角点 16490 宮城県栗原市 一関－若柳
TR95841108801 二等多角点 16489 宮城県栗原市 一関－若柳
TR95841109601 二等多角点 16492 宮城県栗原市 一関－若柳
TR95841109701 二等多角点 16495 宮城県栗原市 一関－若柳
TR25740765801 二等三角点 中田向 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR25740775701 二等三角点 小野 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR25741700801 二等三角点 又兵衛壇 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR25840064101 二等三角点 横山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR25840075501 二等三角点 三ケ村塚 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35740675901 三等三角点 楡木 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740676401 三等三角点 飯川 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
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TR35740677701 三等三角点 中里 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740678901 三等三角点 上埣 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740679101 三等三角点 新堀 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740679701 三等三角点 江合 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740768901 三等三角点 城山 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740769501 三等三角点 南沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740771201 三等三角点 伏見 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740774101 三等三角点 泉山 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740774301 三等三角点 小寺 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740776601 三等三角点 北宮沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740777101 三等三角点 大坂涯 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740777301 三等三角点 竜座院 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740779301 三等三角点 山田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35740779701 三等三角点 笹森 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR35741604001 三等三角点 太子堂 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741607801 三等三角点 團子坊 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741608501 三等三角点 北江合 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741700301 三等三角点 田尻 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741701001 三等三角点 針崎 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741701601 三等三角点 小塩 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741702101 三等三角点 大嶺山 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741703601 三等三角点 北山 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741703901 三等三角点 大森 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35741710001 三等三角点 山王山 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR35840053001 三等三角点 耳突 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840053501 三等三角点 屏風岩 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR35840054801 三等三角点 烏川 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR35840055101 三等三角点 大平山 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840056601 三等三角点 沼井 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR35840057101 三等三角点 大森 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840057401 三等三角点 尿前 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840057801 三等三角点 胡桃岳 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR35840059701 三等三角点 小豆坂峠 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR35840061201 三等三角点 新林 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840062601 三等三角点 鵙目 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR35840063401 三等三角点 舘山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840066201 三等三角点 川渡 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840066401 三等三角点 小黒崎 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR35840069001 三等三角点 久田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840071201 三等三角点 宮地囲 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840072601 三等三角点 桟敷山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840073201 三等三角点 南沢 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840074401 三等三角点 潜松 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR35840150001 三等三角点 炭塚 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840151201 三等三角点 軽井岳 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR35840157301 三等三角点 宮沢 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45740674202 四等三角点 南引田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740674301 四等三角点 中沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740674901 四等三角点 下中目 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740675601 四等三角点 東田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740675701 四等三角点 宮内 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740676501 四等三角点 西荒井 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740676701 四等三角点 第三小 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740676901 四等三角点 鷹ノ巣 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740677401 四等三角点 下要害 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
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TR45740677801 四等三角点 体育館 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740678301 四等三角点 中ノ目 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740678401 四等三角点 塚ノ目 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740678601 四等三角点 市役所 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740679501 四等三角点 上古川 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740679502 四等三角点 屋敷 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740679801 四等三角点 鶴ケ埣 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740763901 四等三角点 郡境 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740765701 四等三角点 中里向 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740765901 四等三角点 轟 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740767701 四等三角点 中里 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740767801 四等三角点 上ノ窪 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740767901 四等三角点 御霊山 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740768401 四等三角点 道祖神 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740768601 四等三角点 曲田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740768701 四等三角点 東昌寺沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740769701 四等三角点 浦小路山 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740770301 四等三角点 台所 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740771001 四等三角点 氷室 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740771101 四等三角点 東大崎 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740771301 四等三角点 夜烏 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740771601 四等三角点 桜ノ目 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740771701 四等三角点 新江合橋 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740772401 四等三角点 清水 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740772701 四等三角点 沢田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740772801 四等三角点 芋川 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740773101 四等三角点 名生 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740773501 四等三角点 宮沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740774201 四等三角点 成田 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740774502 四等三角点 館内 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775002 四等三角点 毘沙門 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775101 四等三角点 沖川原 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775201 四等三角点 三峯山 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775401 四等三角点 一ノ澤 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775601 四等三角点 長者原 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740775901 四等三角点 下蝦沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740776701 四等三角点 上長者原 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740778101 四等三角点 上大平 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740778202 四等三角点 雨生沢 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740778701 四等三角点 前田ノ澤 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740778801 四等三角点 北原 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45740779501 四等三角点 元清滝 宮城県大崎市 仙台－古川 ○
TR45741603101 四等三角点 堀切 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741609001 四等三角点 成田 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741609701 四等三角点 大沢 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741700401 四等三角点 里江橋 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741701701 四等三角点 上曲田 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741702001 四等三角点 小松 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741702201 四等三角点 通木 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741702301 四等三角点 百塚 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741702601 四等三角点 切伏 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741703501 四等三角点 貝ノ堀 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741703801 四等三角点 柴山 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741704901 四等三角点 牛ケ埣 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
TR45741705601 四等三角点 長沢 宮城県大崎市 石巻－涌谷 ○
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TR45840053101 四等三角点 二ツ森 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840054301 四等三角点 大野原 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840054601 四等三角点 古戸前 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840054901 四等三角点 通原 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840055301 四等三角点 南原 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840055501 四等三角点 黒森 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840055901 四等三角点 新田 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840056001 四等三角点 陣ケ森 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840056602 四等三角点 平根山 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840056801 四等三角点 鳳鳴平 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840057301 四等三角点 星沼 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840057901 四等三角点 尾ケ岳 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840058001 四等三角点 鍋倉 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840058501 四等三角点 花渕 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840059801 四等三角点 赤湯 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840060301 四等三角点 鳥屋山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840060401 四等三角点 二又 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR45840060801 四等三角点 原田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840061501 四等三角点 保土沢 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR45840061701 四等三角点 松澤 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR45840062201 四等三角点 鳥屋山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840062801 四等三角点 宿館 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR45840063101 四等三角点 向山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840063501 四等三角点 仏沢 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840064301 四等三角点 蜂ケ森 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840064401 四等三角点 灰山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840064601 四等三角点 池月 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840064901 四等三角点 泉森 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840065101 四等三角点 築沢 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840065201 四等三角点 小身川原 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840065701 四等三角点 高築地 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840066701 四等三角点 名生法山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840066801 四等三角点 埋ケ森 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840067001 四等三角点 要害 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840068201 四等三角点 北野際 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840068301 四等三角点 原崎 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840068401 四等三角点 大清水 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840069101 四等三角点 鍛治谷沢 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840069301 四等三角点 沢目木 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840070101 四等三角点 山谷 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840070401 四等三角点 南磯田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840070901 四等三角点 西村 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840071001 四等三角点 天王寺 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840071701 四等三角点 箱型山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840072301 四等三角点 磯田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840073101 四等三角点 引沼 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840073202 四等三角点 南澤 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840073301 四等三角点 赤新田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840073501 四等三角点 出龍 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840074601 四等三角点 六田 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840075001 四等三角点 菅生 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎
TR45840075201 四等三角点 小倉 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840075301 四等三角点 眞山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840145901 四等三角点 牧場 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840151701 四等三角点 半俵山 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
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TR45840151801 四等三角点 赤這沢 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840153601 四等三角点 寒風沢 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840154101 四等三角点 スキー場 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840154301 四等三角点 萩瀬向 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840154801 四等三角点 桂清水 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840155701 四等三角点 大深沢 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840156301 四等三角点 吹上 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840156501 四等三角点 赤沢 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840157001 四等三角点 中沢口 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840157101 四等三角点 山崎 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840157201 四等三角点 谷地 宮城県大崎市 新庄－鳴子
TR45840157601 四等三角点 片山 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840157801 四等三角点 荒湯 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840157901 四等三角点 田代 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840158501 四等三角点 八ツ森 宮城県大崎市 新庄－鳴子 ○
TR45840160101 四等三角点 八木山 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840161001 四等三角点 東北大学 宮城県大崎市 新庄－岩ヶ崎 ○
TR25740757701 二等三角点 未代峠 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR25740758001 二等三角点 寒風沢 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR25740765301 二等三角点 亀ケ原 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR25840052301 二等三角点 国見峠 宮城県加美町 新庄－鳴子
TR35740666901 三等三角点 赤塚 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740669501 三等三角点 君ケ袋 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740677201 三等三角点 平柳 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740742801 三等三角点 越後尻 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740744701 三等三角点 住吉森 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740745901 三等三角点 鬢櫛 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740752101 三等三角点 大倉山 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740753501 三等三角点 三森山 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740753701 三等三角点 上台 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740755901 三等三角点 桜和田 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740756101 三等三角点 用水 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR35740759401 三等三角点 餓鬼坂 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR35740759601 三等三角点 松森 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR35740760701 三等三角点 夷森 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740762101 三等三角点 東町 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740762401 三等三角点 大日当 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740764601 三等三角点 青木原 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740766601 三等三角点 上多田川 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR35740768101 三等三角点 甲原 宮城県加美町 仙台－古川
TR35840052701 三等三角点 水置 宮城県加美町 新庄－鳴子 ○
TR35840052901 三等三角点 犬戻 宮城県加美町 新庄－鳴子 ○
TR45740668701 四等三角点 藤沢 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740668801 四等三角点 中新田 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740669301 四等三角点 町東 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740669601 四等三角点 沼ケ袋 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740675001 四等三角点 護社ノ宮 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740675002 四等三角点 松木 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740675102 四等三角点 下新田 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740677101 四等三角点 沖 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740678101 四等三角点 鹿島神社 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740679001 四等三角点 山崎 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740752001 四等三角点 田川 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740753201 四等三角点 南寒風沢 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740753301 四等三角点 小宮 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
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TR45740753801 四等三角点 中台 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740753901 四等三角点 一里塚 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740754701 四等三角点 西原 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740755001 四等三角点 奇妙沼 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740755201 四等三角点 二ツ石 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740755401 四等三角点 不飲沢 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740755501 四等三角点 桧木沢 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740756301 四等三角点 上滝 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740757001 四等三角点 宝森 宮城県加美町 仙台－薬莱山 ○
TR45740757201 四等三角点 長沼 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740757501 四等三角点 地蔵峯 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740757601 四等三角点 湯の倉 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740757901 四等三角点 追分 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740758101 四等三角点 谷地平 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740758301 四等三角点 背負越 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740758501 四等三角点 大日向 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740758801 四等三角点 ねずみ堂 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740759101 四等三角点 箕ノ輪山 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740759801 四等三角点 大平 宮城県加美町 仙台－薬莱山
TR45740760301 四等三角点 鳥島 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740760601 四等三角点 米泉 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740760901 四等三角点 柏 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740761201 四等三角点 箱沢 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740761501 四等三角点 孫沢 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740762601 四等三角点 東山 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740762701 四等三角点 下青木原 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740763501 四等三角点 白子田 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740763701 四等三角点 牛ケ首 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740764001 四等三角点 熊野神社 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740764201 四等三角点 柳沢 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740765101 四等三角点 北原 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740765401 四等三角点 桜台 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740765601 四等三角点 滝ノ上 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740766001 四等三角点 牧野 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740766401 四等三角点 白子田新田 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45740767101 四等三角点 焼切 宮城県加美町 仙台－古川
TR45740768001 四等三角点 高森 宮城県加美町 仙台－古川
TR45740769201 四等三角点 軍馬山 宮城県加美町 仙台－古川 ○
TR45840050801 四等三角点 小川入 宮城県加美町 新庄－鳴子 ○
TR45840051601 四等三角点 萱森 宮城県加美町 新庄－鳴子
TR45840052401 四等三角点 桜清水 宮城県加美町 新庄－鳴子
TR45840053601 四等三角点 切立 宮城県加美町 新庄－鳴子 ○
TR45840053801 四等三角点 柳平 宮城県加美町 新庄－鳴子 ○
TR45840060001 四等三角点 道沖 宮城県加美町 新庄－岩ヶ崎 ○
TR45840061101 四等三角点 船窪 宮城県加美町 新庄－岩ヶ崎 ○
TR25840646701 二等三角点 鳥帽子山 秋田県横手市 新庄－横手
TR25840666201 二等三角点 三森 秋田県横手市 新庄－川尻
TR25840745201 二等三角点 朴田 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR25840756001 二等三角点 蘇峠 秋田県横手市 新庄－横手
TR25940024401 二等三角点 保呂羽山 秋田県横手市 秋田－大曲
TR25940031501 二等三角点 舞鶴館 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35840554001 三等三角点 大石沢 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR35840559001 三等三角点 桐木畑 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR35840636701 三等三角点 植田 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840639801 三等三角点 上都 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
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TR35840640801 三等三角点 長瀬立山 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840642401 三等三角点 熊渕 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840644601 三等三角点 真人山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840644901 三等三角点 漆沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840645101 三等三角点 佐賀会 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840646301 三等三角点 腕越 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840648101 三等三角点 国見 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840648501 三等三角点 妻ノ神 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840649901 三等三角点 蕨台 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840655001 三等三角点 小安沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840656601 三等三角点 丸森 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840656801 三等三角点 小鈴森 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840657401 三等三角点 金峰山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840658101 三等三角点 切立沢 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840659601 三等三角点 南郷 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840659801 三等三角点 松沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840664001 三等三角点 甲森 秋田県横手市 新庄－川尻
TR35840721601 三等三角点 八ツ森 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR35840722801 三等三角点 内稗作 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR35840728801 三等三角点 釣瓶山 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR35840731101 三等三角点 禅経 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840732901 三等三角点 浅舞 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840733201 三等三角点 末舘 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840733501 三等三角点 今宿 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840733701 三等三角点 蛭野 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840735901 三等三角点 中吉田 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840736101 三等三角点 兵部ケ沢 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840736501 三等三角点 大見内 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840738201 三等三角点 矢神 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840738501 三等三角点 薄井 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840739901 三等三角点 根田谷地 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR35840741201 三等三角点 松館 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840741401 三等三角点 楢沢 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840742701 三等三角点 一本杉 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840742901 三等三角点 桧沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840744401 三等三角点 大平 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840744601 三等三角点 大平山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840747201 三等三角点 甚吉森 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840747401 三等三角点 八ツ口 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840747801 三等三角点 赤平山 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840748601 三等三角点 鳥穴 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840752101 三等三角点 天狗森 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840752401 三等三角点 大穴峠 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR35840752701 三等三角点 戸山森 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840754301 三等三角点 高頭 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840755501 三等三角点 白木峠 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840756201 三等三角点 六郎山 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840757401 三等三角点 筍沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR35840759201 三等三角点 掬山 秋田県横手市 新庄－横手
TR35940021901 三等三角点 滝ノ上 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940023101 三等三角点 羽広 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940023701 三等三角点 滝尻 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940024801 三等三角点 上八沢木 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940031101 三等三角点 寺沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940031701 三等三角点 阿気 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
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TR35940033401 三等三角点 八沢木 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR35940033801 三等三角点 田根森 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR35940034601 三等三角点 袴形 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR35940035301 三等三角点 猿田 秋田県横手市 秋田－大曲
TR35940038701 三等三角点 板井田 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR35940040301 三等三角点 上境 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR35940041501 三等三角点 中杉沢 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR35940043801 三等三角点 片倉山 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR35940050001 三等三角点 貫倉 秋田県横手市 秋田－六郷
TR35940050301 三等三角点 福万 秋田県横手市 秋田－六郷
TR35940053101 三等三角点 御岳 秋田県横手市 秋田－六郷
TR35940053401 三等三角点 手前森 秋田県横手市 秋田－六郷
TR45840546901 四等三角点 大滝沢 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR45840555101 四等三角点 外畑 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR45840557001 四等三角点 中村 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR45840559002 四等三角点 小栗山 秋田県横手市 新庄－稲庭
TR45840637601 四等三角点 睦合 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840637701 四等三角点 植田北 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840638601 四等三角点 荊島 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840639301 四等三角点 下今泉 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840639901 四等三角点 上川前 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840641901 四等三角点 川口 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840642301 四等三角点 縫殿 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840642801 四等三角点 菅生 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840642901 四等三角点 湯の沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840643501 四等三角点 荻袋 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840643701 四等三角点 川原毛山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840643801 四等三角点 上吉野 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840644101 四等三角点 新岩崎橋 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840644201 四等三角点 仁井田 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840644301 四等三角点 増田 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840644401 四等三角点 関ノ口 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840645102 四等三角点 坂ノ下 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840645301 四等三角点 麻当開 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840645501 四等三角点 半助村 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840645601 四等三角点 男亀 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840645801 四等三角点 吉野山 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840646001 四等三角点 新処 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840646201 四等三角点 佐吉開 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840646401 四等三角点 亀田 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840646501 四等三角点 明沢 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840646801 四等三角点 武道 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840647201 四等三角点 田屋 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840647202 四等三角点 梨木 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840647401 四等三角点 関合 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840648301 四等三角点 三島 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840648701 四等三角点 道満峠 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840649101 四等三角点 下村 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840649201 四等三角点 醍醐 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840653401 四等三角点 桑ノ沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840653801 四等三角点 甲沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840653901 四等三角点 甲 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840659301 四等三角点 大払川 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840727801 四等三角点 武道 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840727901 四等三角点 七滝 秋田県横手市 新庄－浅舞
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TR45840730001 四等三角点 スキー場 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840730301 四等三角点 下西野 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840730801 四等三角点 諏訪野 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840730901 四等三角点 伊勢堂 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840731002 四等三角点 上ノ山 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840731501 四等三角点 柄内 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840731701 四等三角点 高畑 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840732101 四等三角点 堂ノ下 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840732201 四等三角点 深井 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840732301 四等三角点 三ツ屋 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840732701 四等三角点 田舎 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840733001 四等三角点 上法寺 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840733101 四等三角点 松茸山 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840733602 四等三角点 道下 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840733801 四等三角点 新平川 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840734601 四等三角点 下谷地 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840734801 四等三角点 五味川 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840734901 四等三角点 中村 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840735301 四等三角点 中嶋 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840736001 四等三角点 竹ノ子沢 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840736201 四等三角点 狼ノ沢 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840736701 四等三角点 下高口 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840736801 四等三角点 下吉田 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840736901 四等三角点 八柏 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840737101 四等三角点 野沢 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840737301 四等三角点 八卦 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840737501 四等三角点 川崎 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840738001 四等三角点 中釣瓶 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840738002 四等三角点 極楽寺 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840738301 四等三角点 多井沢 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840738701 四等三角点 四津屋下 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840739001 四等三角点 吉が沢 秋田県横手市 新庄－浅舞
TR45840739201 四等三角点 中野 秋田県横手市 新庄－浅舞 ○
TR45840739601 四等三角点 藤巻 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45840740001 四等三角点 十五野 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840740601 四等三角点 池上 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840740801 四等三角点 一本松 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840741001 四等三角点 年子狐 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840741301 四等三角点 外ノ目 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840741601 四等三角点 寺内 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840742101 四等三角点 東石ノ塔 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743001 四等三角点 中清水 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743101 四等三角点 古城 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743201 四等三角点 樋ノ口 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743301 四等三角点 本堂山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743601 四等三角点 中里 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840743801 四等三角点 皿木 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840744101 四等三角点 密屋下 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840744901 四等三角点 岩瀬 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840745401 四等三角点 赤坂 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840745501 四等三角点 安田 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840745901 四等三角点 板井沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840746101 四等三角点 宮東 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840747101 四等三角点 中猪岡 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840747601 四等三角点 水道山 秋田県横手市 新庄－横手 ○
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TR45840747701 四等三角点 大沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840748101 四等三角点 樋脇 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840748501 四等三角点 横手城 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840749401 四等三角点 静町 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840749701 四等三角点 五本松 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840750001 四等三角点 平野沢 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840750201 四等三角点 植田野 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840750501 四等三角点 南郷坂 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840751301 四等三角点 大穴沢 秋田県横手市 新庄－横手 ○
TR45840751701 四等三角点 上黒沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840754101 四等三角点 土渕 秋田県横手市 新庄－横手
TR45840754601 四等三角点 田代沢 秋田県横手市 新庄－横手
TR45940020801 四等三角点 寄木 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940020901 四等三角点 塚須沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940021701 四等三角点 扇沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940022201 四等三角点 七曲 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940022401 四等三角点 鍋倉 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940023301 四等三角点 金井神 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940023801 四等三角点 前田 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940023901 四等三角点 飛長峰 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940024201 四等三角点 西山 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940024601 四等三角点 小杉峠 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940024701 四等三角点 屋敷台 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940025901 四等三角点 山崎 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940030403 四等三角点 町田 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940030901 四等三角点 伝蔵村 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940031301 四等三角点 白山 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940031901 四等三角点 耳取 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940032001 四等三角点 葛ケ沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940032901 四等三角点 佐加利 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940033101 四等三角点 太平山 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940033201 四等三角点 六盃 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940033501 四等三角点 山根 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940034001 四等三角点 坂ノ下 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940034101 四等三角点 金山 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940034301 四等三角点 蝋土沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940035201 四等三角点 上夏見沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940035401 四等三角点 境田 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940036602 四等三角点 大中島 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940037101 四等三角点 夏見沢 秋田県横手市 秋田－大曲
TR45940037501 四等三角点 小佐田 秋田県横手市 秋田－大曲 ○
TR45940041401 四等三角点 村後 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940041601 四等三角点 中島 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940041801 四等三角点 山内 秋田県横手市 秋田－六郷
TR45940042402 四等三角点 西法寺 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940042701 四等三角点 中沢 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940043001 四等三角点 清水 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940043602 四等三角点 姥ヶ沢 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940044501 四等三角点 金沢小 秋田県横手市 秋田－六郷 ○
TR45940044901 四等三角点 杉山 秋田県横手市 秋田－六郷
TR15840642101 一等三角点 尼ケ台 秋田県湯沢市 新庄－横手
TR25840442101 二等三角点 高松山 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR25840541101 二等三角点 東鳥海山 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840239801 三等三角点 前神室 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山
TR35840246301 三等三角点 拳ケ森 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
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TR35840334901 三等三角点 役内 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山
TR35840335801 三等三角点 桔梗森 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山 ○
TR35840339801 三等三角点 宮月 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山 ○
TR35840340101 三等三角点 三角石 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840340301 三等三角点 三ノ渡 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840344101 三等三角点 根木 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840344301 三等三角点 山居 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840346201 三等三角点 水無 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840349001 三等三角点 月沼 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮
TR35840422901 三等三角点 南沢山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840425701 三等三角点 大仙 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840427901 三等三角点 錠沢山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840431401 三等三角点 陵森 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840431601 三等三角点 松木沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR35840432101 三等三角点 柱沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840432801 三等三角点 殿蓋 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR35840434301 三等三角点 湯尻山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840434501 三等三角点 浅萩舘 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840435101 三等三角点 長倉山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840436401 三等三角点 西山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840436701 三等三角点 先立坂 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840438201 三等三角点 松根山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840439401 三等三角点 越中山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840439801 三等三角点 一本杉 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840440301 三等三角点 狢森 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840444001 三等三角点 西沢 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840444301 三等三角点 二階 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840447201 三等三角点 春子沢 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840448001 三等三角点 西ノ目 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840520901 三等三角点 烏沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840530201 三等三角点 大沢前 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840531501 三等三角点 泉沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840533701 三等三角点 鉢森 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR35840535601 三等三角点 塞ノ神 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR35840539801 三等三角点 深堀 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR35840540001 三等三角点 相川 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840541401 三等三角点 明通 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840543001 三等三角点 笹台 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840544301 三等三角点 一ノ沢 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840546201 三等三角点 三本鎗 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840546701 三等三角点 国見嶽 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840547001 三等三角点 八森 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840547501 三等三角点 川連 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR35840549301 三等三角点 長沢山 秋田県湯沢市 新庄－稲庭 ○
TR35840632701 三等三角点 柳田 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR35840632901 三等三角点 角山 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR35840640001 三等三角点 御岳山 秋田県湯沢市 新庄－横手 ○
TR35840640601 三等三角点 東福寺 秋田県湯沢市 新庄－横手
TR45840337801 四等三角点 槻ノ下 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山 ○
TR45840338701 四等三角点 小渕ヶ沢 秋田県湯沢市 新庄－羽前金山 ○
TR45840347001 四等三角点 中山 秋田県湯沢市 新庄－秋ノ宮 ○
TR45840427601 四等三角点 松ノ木峠 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840430701 四等三角点 下巾 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840431602 四等三角点 中島 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840432601 四等三角点 漆沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
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TR45840434201 四等三角点 湯ノ沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840434701 四等三角点 東山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840435301 四等三角点 館山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840435401 四等三角点 宝山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840435601 四等三角点 堀丿内 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840436201 四等三角点 貝沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840436601 四等三角点 前林 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840437601 四等三角点 横堀 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840437701 四等三角点 二ツ森 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840438501 四等三角点 別水林 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840438801 四等三角点 平城 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840439601 四等三角点 小野 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840446201 四等三角点 小荒沢 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840447101 四等三角点 明戸 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840530401 四等三角点 中野沢 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840530701 四等三角点 京櫃 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840530801 四等三角点 桑崎 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840530901 四等三角点 川口 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840531801 四等三角点 上関 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840532301 四等三角点 藤原 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840533401 四等三角点 戍の平 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840533801 四等三角点 下関 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840534401 四等三角点 庵八堂 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840534601 四等三角点 韮台 秋田県湯沢市 新庄－湯沢
TR45840535701 四等三角点 樋の口 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840536401 四等三角点 切畑 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840537601 四等三角点 蓮台寺 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840537701 四等三角点 六日町 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840537901 四等三角点 石名塚 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840538601 四等三角点 作内 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840538701 四等三角点 中屋敷 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840538901 四等三角点 内館山 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840539501 四等三角点 剣ケ鼻 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840539802 四等三角点 中野 秋田県湯沢市 新庄－湯沢 ○
TR45840542301 四等三角点 寺ケ沢 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840545301 四等三角点 雄長子 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840545501 四等三角点 清水小屋 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840547201 四等三角点 岩ノ沢山 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840547601 四等三角点 下ノ宿 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840548601 四等三角点 野村 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840548701 四等三角点 鍋釣山 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840549401 四等三角点 西川連 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840549901 四等三角点 林道 秋田県湯沢市 新庄－稲庭
TR45840630701 四等三角点 倉内 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840630901 四等三角点 大島 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840633601 四等三角点 下八幡 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840634701 四等三角点 平館 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840634901 四等三角点 南中道 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840635801 四等三角点 上川原 秋田県湯沢市 新庄－浅舞 ○
TR45840640501 四等三角点 大門 秋田県湯沢市 新庄－横手
TR45840641001 四等三角点 太平山 秋田県湯沢市 新庄－横手 ○
TR45840641601 四等三角点 大倉 秋田県湯沢市 新庄－横手
TR45840641701 四等三角点 金山 秋田県湯沢市 新庄－横手
TR45840643001 四等三角点 岩崎 秋田県湯沢市 新庄－横手 ○
TR25840417001 二等三角点 納屋ノ上 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
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TR25840429701 二等三角点 姥井戸山 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR25840511401 二等三角点 津武久良 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR25840527201 二等三角点 七枚平 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR25840610001 二等三角点 亀ケ森 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR25840727001 二等三角点 下郷 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840416901 三等三角点 大火 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840417601 三等三角点 水無大森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840419201 三等三角点 百宅大森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840419501 三等三角点 遠上 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840419701 三等三角点 二ツ森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840424501 三等三角点 雀沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840425101 三等三角点 国見 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840427401 三等三角点 事振 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840428101 三等三角点 荒沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840500901 三等三角点 朱ノ又 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840501601 三等三角点 赤崩 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840504701 三等三角点 高森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840506901 三等三角点 高頭 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840508901 三等三角点 谷地ノ平 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840512101 三等三角点 大平 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840514101 三等三角点 袖川向 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840514401 三等三角点 杉峠 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840514601 三等三角点 多加巣 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840515801 三等三角点 観音森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840517201 三等三角点 大森 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840517701 三等三角点 千足 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山 ○
TR35840519301 三等三角点 吉谷地 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR35840519901 三等三角点 高松 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山 ○
TR35840520301 三等三角点 石山 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840521501 三等三角点 月山 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840522101 三等三角点 大平山 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840525001 三等三角点 天池 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR35840610601 三等三角点 提鍋沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR35840613301 三等三角点 上原 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840613601 三等三角点 御嶽山 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR35840613801 三等三角点 栗沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840629201 三等三角点 不動沢 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840710601 三等三角点 立石 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840711801 三等三角点 平家森 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840712501 三等三角点 沼山 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840714701 三等三角点 高森 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840715401 三等三角点 滝沢堺 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840717501 三等三角点 木津沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840718701 三等三角点 大平山 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR35840720001 三等三角点 南長根 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840722501 三等三角点 杉ノ崎 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840723001 三等三角点 平台 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840724301 三等三角点 田ノ神山 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840726601 三等三角点 金ケ沢 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840727501 三等三角点 高薬師 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35840729201 三等三角点 代三郎 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR35940020601 三等三角点 法内 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR35940021001 三等三角点 臼ケ沢 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR35940021401 三等三角点 蕨台 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR45840417701 四等三角点 大杉 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
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TR45840418701 四等三角点 水無 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840418901 四等三角点 七引沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840419801 四等三角点 三山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840424401 四等三角点 切留 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840425301 四等三角点 砂子 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840425501 四等三角点 足延 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840425601 四等三角点 皿川 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840427101 四等三角点 針水沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840427501 四等三角点 口赤沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840428301 四等三角点 大桂 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840428501 四等三角点 西久米 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840429101 四等三角点 砂ノ口 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840429201 四等三角点 平沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840429301 四等三角点 針水 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840429501 四等三角点 二階 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840507801 四等三角点 奥山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840510901 四等三角点 砥沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840512401 四等三角点 後山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840513201 四等三角点 滝ノ上 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840513601 四等三角点 中田代 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840513901 四等三角点 笹子峠 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840514001 四等三角点 布沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840515001 四等三角点 東奥山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840515301 四等三角点 大膳 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840515501 四等三角点 石船 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840516201 四等三角点 館ノ沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840516301 四等三角点 磯ノ沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840516701 四等三角点 小宮内 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840516801 四等三角点 大森山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840516901 四等三角点 新沢 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840517101 四等三角点 上方 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840517501 四等三角点 山崎 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840518001 四等三角点 板平 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840518101 四等三角点 袖川 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840518401 四等三角点 中直根 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840518601 四等三角点 外山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山 ○
TR45840518901 四等三角点 大坂 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山
TR45840519801 四等三角点 岩山 秋田県由利本荘市 新庄－鳥海山 ○
TR45840520101 四等三角点 下ノ宮 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840520401 四等三角点 模渕 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840520601 四等三角点 親失 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840521101 四等三角点 天神 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840521201 四等三角点 中村 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840521301 四等三角点 上台 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840522301 四等三角点 堺台 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840523001 四等三角点 岡喰沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840524301 四等三角点 長畑 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840525201 四等三角点 三ノ坪 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840525301 四等三角点 間木ノ沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840526101 四等三角点 根子 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840526201 四等三角点 上之山 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840527101 四等三角点 位沢 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840528001 四等三角点 上八森 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840529101 四等三角点 田モ平 秋田県由利本荘市 新庄－湯沢
TR45840610201 四等三角点 猿倉 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
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TR45840611201 四等三角点 才ノ神 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840611301 四等三角点 貝沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840611501 四等三角点 松山尻 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840611601 四等三角点 上川内 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840611801 四等三角点 草刈場 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840612501 四等三角点 伏見 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840612801 四等三角点 小川 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840613501 四等三角点 下川内 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840614701 四等三角点 赤沼 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840615301 四等三角点 御獄 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840615501 四等三角点 大栗沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840618701 四等三角点 大沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840619601 四等三角点 矢島 秋田県由利本荘市 新庄－矢島 ○
TR45840619801 四等三角点 朴ノ木沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840620001 四等三角点 八森 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840622001 四等三角点 村木 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840628001 四等三角点 大台 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840628401 四等三角点 唐松 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840629001 四等三角点 山田 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840710801 四等三角点 八塩公園 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840711601 四等三角点 大吹川 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840712901 四等三角点 火ノ沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840713701 四等三角点 須郷 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840713801 四等三角点 袖山 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840714601 四等三角点 高屋 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840714901 四等三角点 坪倉 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840715601 四等三角点 沼 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840715901 四等三角点 幅野 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840716701 四等三角点 土場沢 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840717801 四等三角点 大琴 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840718601 四等三角点 畑村 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840718901 四等三角点 高館山 秋田県由利本荘市 新庄－矢島
TR45840720101 四等三角点 石田 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840720201 四等三角点 角井沢 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840720301 四等三角点 妻ノ神 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840720501 四等三角点 善徳 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840720701 四等三角点 鷹ノ巣山 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840721401 四等三角点 柴倉 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840722001 四等三角点 田代 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840722201 四等三角点 下小屋 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840722601 四等三角点 板戸 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840723301 四等三角点 山崎 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840723701 四等三角点 境 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840724101 四等三角点 新田 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840724501 四等三角点 大平 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840725101 四等三角点 上ノ台 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840725401 四等三角点 高森 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840725601 四等三角点 薊平 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840726301 四等三角点 老方 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840726401 四等三角点 北御嶽 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840726501 四等三角点 滝ノ上 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840727201 四等三角点 宮ノ前 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840728101 四等三角点 小田山 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840728301 四等三角点 家長根 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840728601 四等三角点 祝沢 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
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TR45840728701 四等三角点 浮蓋 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840729001 四等三角点 御嶽 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840729301 四等三角点 山ノ田 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45840729501 四等三角点 釜場 秋田県由利本荘市 新庄－浅舞
TR45940010701 四等三角点 三ツ方森 秋田県由利本荘市 秋田－本荘
TR45940010901 四等三角点 若林 秋田県由利本荘市 秋田－本荘
TR45940011801 四等三角点 峠 秋田県由利本荘市 秋田－本荘
TR45940020001 四等三角点 檜山沢 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR45940020201 四等三角点 金池 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR45940021301 四等三角点 下由利沢 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR45940021501 四等三角点 ザツコ又 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR45940022101 四等三角点 今田ケ沢 秋田県由利本荘市 秋田－大曲
TR25840630401 二等三角点 長者森 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840522701 三等三角点 皿ケ台 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840525401 三等三角点 佐開 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840525901 三等三角点 館平 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840527601 三等三角点 小又 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840528901 三等三角点 間木沢 秋田県羽後町 新庄－湯沢 ○
TR35840529401 三等三角点 西ノ又 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840533101 三等三角点 大黒森 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR35840535201 三等三角点 大黒森 秋田県羽後町 新庄－湯沢 ○
TR35840538101 三等三角点 鹿内 秋田県羽後町 新庄－湯沢 ○
TR35840538401 三等三角点 白山 秋田県羽後町 新庄－湯沢 ○
TR35840621101 三等三角点 旭森 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840621701 三等三角点 東猿子沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840622301 三等三角点 明通山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840622601 三等三角点 西猿子沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840624101 三等三角点 山根沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840624401 三等三角点 田代 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840626301 三等三角点 中杉沢山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840626601 三等三角点 猫ノ沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840627101 三等三角点 軽井沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840629501 三等三角点 稲荷沢山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840629901 三等三角点 七高山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR35840631001 三等三角点 世ノ沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840631201 三等三角点 川向 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840633201 三等三角点 西馬音内 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840634501 三等三角点 野開 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840635001 三等三角点 塩出山 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840636401 三等三角点 砂出 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840638201 三等三角点 新町 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840522601 四等三角点 檜山 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840525501 四等三角点 新処 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840526401 四等三角点 久保 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840527401 四等三角点 藤巻 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840528601 四等三角点 真木 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840529301 四等三角点 不動沢 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840534201 四等三角点 上畑 秋田県羽後町 新庄－湯沢
TR45840539201 四等三角点 田沢 秋田県羽後町 新庄－湯沢 ○
TR45840614901 四等三角点 蒐沢 秋田県羽後町 新庄－矢島
TR45840615801 四等三角点 大黒森沢 秋田県羽後町 新庄－矢島
TR45840616901 四等三角点 軽井沢ケ沢 秋田県羽後町 新庄－矢島
TR45840621501 四等三角点 新屋 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840622101 四等三角点 蒲倉 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840622201 四等三角点 上牛の沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
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TR45840623501 四等三角点 旦金森山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840623701 四等三角点 菅生山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840624201 四等三角点 井出 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840624501 四等三角点 天王山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840625101 四等三角点 軽井沢南 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840625501 四等三角点 門前山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840625701 四等三角点 尼沢山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840626001 四等三角点 上村 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840626501 四等三角点 天神堂 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840627201 四等三角点 杉沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840627901 四等三角点 拂体 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840628201 四等三角点 古米沢山 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840628501 四等三角点 上ノ沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞
TR45840630101 四等三角点 竹原 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840630601 四等三角点 宮伝 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840631501 四等三角点 貝沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840632101 四等三角点 中町 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840632401 四等三角点 前野 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840632501 四等三角点 稲荷 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840633001 四等三角点 城下 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840634001 四等三角点 袖ノ沢 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840634201 四等三角点 元西 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840635101 四等三角点 牧場 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840635301 四等三角点 西新成 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840635402 四等三角点 上郡 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840635501 四等三角点 大久保 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840637201 四等三角点 福島 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840638301 四等三角点 頭塚 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR45840639201 四等三角点 鵜巣 秋田県羽後町 新庄－浅舞 ○
TR35840569201 三等三角点 大森 秋田県東成瀬村 新庄－焼石岳
TR35840651501 三等三角点 岩ノ目沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR35840652701 三等三角点 四居森 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR35840653101 三等三角点 一本松 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR35840662101 三等三角点 土倉岳 秋田県東成瀬村 新庄－川尻
TR45840555501 四等三角点 掃部畑 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840555701 四等三角点 小銀沢 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840555801 四等三角点 畑松沢 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840556601 四等三角点 ウルイ平 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840557301 四等三角点 金山 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840558101 四等三角点 武兵工森 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840558301 四等三角点 木滝沢 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840558501 四等三角点 滝ノ上 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840558701 四等三角点 手倉 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840558801 四等三角点 嶽 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840559401 四等三角点 肴沢 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840559801 四等三角点 馬場 秋田県東成瀬村 新庄－稲庭
TR45840650101 四等三角点 下田 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840650501 四等三角点 岩井川 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840650601 四等三角点 東村 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840650801 四等三角点 沼又 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840651201 四等三角点 上林 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840651301 四等三角点 宝竜台 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840651701 四等三角点 八寺 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840651901 四等三角点 水上沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840652201 四等三角点 田の沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
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TR45840652401 四等三角点 真木沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840652601 四等三角点 荒沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840653201 四等三角点 砥沢 秋田県東成瀬村 新庄－横手
TR45840660001 四等三角点 日影 秋田県東成瀬村 新庄－川尻
TR45840662102 四等三角点 土倉 秋田県東成瀬村 新庄－川尻
TR15840120601 一等三角点 金澤山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR15840129901 一等三角点 基線東端 山形県新庄市 新庄－新庄
TR15840230601 一等三角点 火打岳 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR35840018701 三等三角点 八向山 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR35840024101 三等三角点 鳥屋森 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840024301 三等三角点 原田 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840026301 三等三角点 楯 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840027101 三等三角点 福田山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840028601 三等三角点 鳥越山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840029301 三等三角点 松本 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840120001 三等三角点 飛田山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840120701 三等三角点 陣ケ森 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840122101 三等三角点 三助鳥屋 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840122701 三等三角点 梅ケ崎山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840122901 三等三角点 大森山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840123401 三等三角点 太田 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR35840125801 三等三角点 上ノ山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840126501 三等三角点 上ノ台 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840127701 三等三角点 塩野 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840135101 三等三角点 杢蔵 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840136301 三等三角点 一杯盛 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840139101 三等三角点 朴沢 山形県新庄市 新庄－新庄
TR35840221501 三等三角点 西ノ山 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR35840230401 三等三角点 吐出 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR35840232201 三等三角点 不動山 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR35840233401 三等三角点 加室 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR35840235901 三等三角点 天狗森 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR45840016702 四等三角点 鶴の子 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR45840016901 四等三角点 本合海 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR45840017602 四等三角点 荒津沢山 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR45840017801 四等三角点 八幡 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR45840018901 四等三角点 長坂 山形県新庄市 新庄－清川 ○
TR45840024201 四等三角点 焼山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840025301 四等三角点 柏木山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026001 四等三角点 越中屋野 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026201 四等三角点 宮 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026401 四等三角点 大谷地 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026501 四等三角点 二ツ屋 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026701 四等三角点 稲崎 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840026802 四等三角点 大平 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840027201 四等三角点 角澤 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840027301 四等三角点 駒場 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840027401 四等三角点 農大 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840028501 四等三角点 楯山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840028701 四等三角点 南澤 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840028801 四等三角点 水上 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840029001 四等三角点 福宮 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840029201 四等三角点 福田 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840029403 四等三角点 玉ノ木 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840029501 四等三角点 三吉山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
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TR45840029701 四等三角点 市野々 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840039001 四等三角点 峠 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840110801 四等三角点 種活沢 山形県新庄市 新庄－清川
TR45840110901 四等三角点 升形 山形県新庄市 新庄－清川
TR45840111901 四等三角点 石神 山形県新庄市 新庄－清川
TR45840120201 四等三角点 宮内 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840120901 四等三角点 八幡 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840121101 四等三角点 上野 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840121301 四等三角点 新庄小学校 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840121501 四等三角点 新庄 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840121801 四等三角点 吹越 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840122102 四等三角点 中峰山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840122601 四等三角点 大福 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840122801 四等三角点 北ノ沢 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840123201 四等三角点 上西山 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR45840123501 四等三角点 一本柳 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840123901 四等三角点 山屋 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840124201 四等三角点 滝ノ倉 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840124701 四等三角点 芝草山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840125301 四等三角点 八幡裏 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840125601 四等三角点 向田 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840126701 四等三角点 黒沢 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840126801 四等三角点 中島 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840126901 四等三角点 松山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840127401 四等三角点 東牛潜山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840127601 四等三角点 泉田 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840127801 四等三角点 石動前 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840130001 四等三角点 水上沢 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840137001 四等三角点 水上 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840138001 四等三角点 小倉山 山形県新庄市 新庄－新庄
TR45840221701 四等三角点 赤坂 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR45840230001 四等三角点 赤萩山 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR45840230201 四等三角点 土内 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR45840232301 四等三角点 上土内 山形県新庄市 新庄－羽前金山
TR65840026101 図根点 下野 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR65840027001 図根点 宮野 山形県新庄市 新庄－新庄 ○
TR65840121701 図根点 山屋 山形県新庄市 新庄－新庄
TR25840237901 二等三角点 神室山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR25840323501 二等三角点 後川山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840225401 三等三角点 八兵エ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840225801 三等三角点 南沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840227901 三等三角点 小野森 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840228501 三等三角点 日当 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840231001 三等三角点 岩円 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840234501 三等三角点 台山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840235201 三等三角点 一之沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840237201 三等三角点 宮外沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840237501 三等三角点 蒲沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840239301 三等三角点 小清水 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840239601 三等三角点 松ケ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840320801 三等三角点 布袋沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840324701 三等三角点 西ノ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840324901 三等三角点 丸森 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840330101 三等三角点 長ノ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR35840331401 三等三角点 有屋 山形県金山町 新庄－羽前金山
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TR35840333201 三等三角点 戸屋沢山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840221401 四等三角点 持越 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840221801 四等三角点 甚十郎沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840222501 四等三角点 大又 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840222601 四等三角点 上台 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840222801 四等三角点 下野明 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840223701 四等三角点 楢台山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840223901 四等三角点 呂畑 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840224401 四等三角点 荒屋野 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840225601 四等三角点 赤箱 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840225701 四等三角点 前田表 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840225901 四等三角点 北ノ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840226701 四等三角点 三本松 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840227501 四等三角点 前山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840227801 四等三角点 弥蔵沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840228701 四等三角点 二子山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840229801 四等三角点 乳母沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840229901 四等三角点 外深沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840234001 四等三角点 焼山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840237101 四等三角点 太平山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840239201 四等三角点 入有屋 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840320401 四等三角点 下高堂 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840320501 四等三角点 小蝉 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840321601 四等三角点 高堂山 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840330001 四等三角点 滝ノ沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR45840332001 四等三角点 杉沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR65840236001 図根点 稲沢 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR65840239001 図根点 柳原 山形県金山町 新庄－羽前金山
TR25840036701 二等三角点 熊ノ返 山形県最上町 新庄－新庄 ○
TR25840045501 二等三角点 明神 山形県最上町 新庄－鳴子
TR25840142001 二等三角点 沢原山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR25840146701 二等三角点 小鏑 山形県最上町 新庄－鳴子
TR25840242401 二等三角点 東又山 山形県最上町 新庄－秋ノ宮
TR35840035901 三等三角点 午房根沢 山形県最上町 新庄－新庄 ○
TR35840038401 三等三角点 太田沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840039601 三等三角点 戸ケ沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840039801 三等三角点 筍沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840040901 三等三角点 東峠 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840041401 三等三角点 赤倉 山形県最上町 新庄－鳴子 ○
TR35840043201 三等三角点 鋸井戸 山形県最上町 新庄－鳴子 ○
TR35840045801 三等三角点 伝上 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840046101 三等三角点 市ノ沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840048501 三等三角点 裏山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840048801 三等三角点 柏木森 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840049101 三等三角点 向山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840130201 三等三角点 亀割山 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840132401 三等三角点 西山 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840132701 三等三角点 八森山 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840134701 三等三角点 高畑 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840136901 三等三角点 長処山 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840137901 三等三角点 権現山 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840138501 三等三角点 小以良川 山形県最上町 新庄－新庄
TR35840140401 三等三角点 芦ケ沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840140701 三等三角点 糠塚山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840143401 三等三角点 火ノ沢山 山形県最上町 新庄－鳴子
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TR35840144701 三等三角点 花立山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840147601 三等三角点 小枚森 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840148301 三等三角点 琴ノ沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840152001 三等三角点 中沢山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR35840233901 三等三角点 小又山 山形県最上町 新庄－羽前金山
TR35840240201 三等三角点 長峰 山形県最上町 新庄－秋ノ宮
TR35840241001 三等三角点 槍立 山形県最上町 新庄－秋ノ宮
TR35840243101 三等三角点 西又 山形県最上町 新庄－秋ノ宮
TR35840247201 三等三角点 神室 山形県最上町 新庄－秋ノ宮
TR45840036901 四等三角点 杉ノ入 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840038801 四等三角点 蔵ノ沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840039301 四等三角点 一の沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840044101 四等三角点 菅の沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840044801 四等三角点 末沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840045301 四等三角点 下一刎 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840046001 四等三角点 上満沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840046301 四等三角点 万騎 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840046701 四等三角点 常ケ沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840047001 四等三角点 満沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840047601 四等三角点 笹森 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840047801 四等三角点 堺田 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840048001 四等三角点 大平 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840048101 四等三角点 細の原 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840048701 四等三角点 狐塚 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840049301 四等三角点 立小路 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840049501 四等三角点 米入 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840049601 四等三角点 高森 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840049701 四等三角点 鬼田 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840130501 四等三角点 大沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840130701 四等三角点 白山神社 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840130901 四等三角点 二本杉 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840131401 四等三角点 笈の沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840131801 四等三角点 山王神社 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840132901 四等三角点 田園 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840133601 四等三角点 戦沢 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840134601 四等三角点 薬師原 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840134901 四等三角点 五本松 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840136701 四等三角点 親倉見 山形県最上町 新庄－新庄
TR45840140001 四等三角点 豊田 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840140201 四等三角点 本城 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840140601 四等三角点 仏沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840140901 四等三角点 松根 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840141101 四等三角点 向佐原 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840141102 四等三角点 村尻 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840141201 四等三角点 黒沢橋 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840141601 四等三角点 鉄砲入 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840142301 四等三角点 片野 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840142501 四等三角点 黒沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840143101 四等三角点 恵山 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840144001 四等三角点 大在家 山形県最上町 新庄－鳴子
TR45840144301 四等三角点 赤沢 山形県最上町 新庄－鳴子
TR25840214601 二等三角点 日山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR25840312701 二等三角点 下小又山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR25840316401 二等三角点 尻無沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR25840421501 二等三角点 母子鬼山 山形県真室川町 新庄－湯沢
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TR35840205901 三等三角点 西郡 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840212901 三等三角点 上ノ野 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840213201 三等三角点 大木平 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840214901 三等三角点 新林 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840216201 三等三角点 小国 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840216401 三等三角点 赤沼山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840217801 三等三角点 滝ノ沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840218701 三等三角点 大鼓胴 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840219201 三等三角点 三本杉 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840221301 三等三角点 神ケ沢山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840224201 三等三角点 長野 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840226201 三等三角点 大石川 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840228301 三等三角点 八森 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840229001 三等三角点 水上山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840310401 三等三角点 長里林 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840312101 三等三角点 鉢森 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840313301 三等三角点 大平山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840313501 三等三角点 東内山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840315201 三等三角点 青沢境山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840316601 三等三角点 鉛沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840316801 三等三角点 根並森 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840318301 三等三角点 一本倉 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840319701 三等三角点 有沢山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR35840321201 三等三角点 春木山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840323101 三等三角点 上小又山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840325301 三等三角点 鰍沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840326101 三等三角点 黒森 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840326501 三等三角点 小足沢山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840327301 三等三角点 立倉 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840328801 三等三角点 中山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840335501 三等三角点 金倉山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840337501 三等三角点 中ノ又山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840338101 三等三角点 中小屋山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR35840410101 三等三角点 蕗沢森 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840411501 三等三角点 石蓋狩 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840411801 三等三角点 雁唐 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840413001 三等三角点 二ツ山 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840413401 三等三角点 明神山 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840415301 三等三角点 三滝 山形県真室川町 新庄－鳥海山
TR35840420101 三等三角点 加無 山形県真室川町 新庄－湯沢
TR35840420701 三等三角点 東又 山形県真室川町 新庄－湯沢
TR35840423101 三等三角点 大森 山形県真室川町 新庄－湯沢
TR45840213701 四等三角点 中ノ瀬 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840214501 四等三角点 西郡 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840215201 四等三角点 夫婦 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840216402 四等三角点 栃坂 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840216601 四等三角点 谷地 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840216801 四等三角点 野崎 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840216901 四等三角点 安楽城 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840217601 四等三角点 広倉 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840218501 四等三角点 田郎 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840218901 四等三角点 高長根 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840219701 四等三角点 中村 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840219801 四等三角点 矢ノ沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840219901 四等三角点 悪次郎 山形県真室川町 新庄－大沢
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TR45840220101 四等三角点 野々村山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840223001 四等三角点 木ノ下 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840223101 四等三角点 悪土 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840223301 四等三角点 平岡 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840226001 四等三角点 川ノ内 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840227301 四等三角点 板山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840228201 四等三角点 沢ノ内 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840310501 四等三角点 西川 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840310801 四等三角点 大谷地 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840311601 四等三角点 差首鍋 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840311801 四等三角点 川舟沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840312401 四等三角点 平枝 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840313701 四等三角点 万助川 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840313801 四等三角点 下小又 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840314701 四等三角点 兜沢 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840314901 四等三角点 上小又 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840316501 四等三角点 高坂 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840318401 四等三角点 大川入 山形県真室川町 新庄－大沢
TR45840321001 四等三角点 釜渕 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840321202 四等三角点 焼杉 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840323301 四等三角点 越滝沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840324301 四等三角点 八敷代 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840325401 四等三角点 大滝 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840325601 四等三角点 田代沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840325801 四等三角点 寅ノ木沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840326601 四等三角点 鏡沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840326901 四等三角点 赤沢山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840327801 四等三角点 楯山 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840328901 四等三角点 小六郎沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840329201 四等三角点 高鼻沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840329301 四等三角点 高滝 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840335201 四等三角点 問屋沢 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR45840336301 四等三角点 中ノ股 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR65840213901 図根点 秋山 山形県真室川町 新庄－大沢
TR65840226101 図根点 荒所 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR65840320301 図根点 下春木 山形県真室川町 新庄－羽前金山
TR15840129401 一等三角点 基線西端 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR35840112901 三等三角点 前山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840114601 三等三角点 向居山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840115401 三等三角点 楯野 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840118301 三等三角点 堂ケ峰 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840118801 三等三角点 岩下 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840119601 三等三角点 曲川山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR35840126001 三等三角点 堤沢 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR35840127301 三等三角点 牛潜山 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR35840203901 三等三角点 曲川 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR35840210101 三等三角点 大芦沢 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR35840212401 三等三角点 木ノ根坂 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR35840220001 三等三角点 中台 山形県鮭川村 新庄－羽前金山
TR45840111701 四等三角点 左道 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840113601 四等三角点 向居 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840114801 四等三角点 日下 山形県鮭川村 新庄－清川 ○
TR45840115601 四等三角点 八石 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840115901 四等三角点 太平山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840116301 四等三角点 小和田 山形県鮭川村 新庄－清川
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TR45840116501 四等三角点 楢山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840116702 四等三角点 松沢 山形県鮭川村 新庄－清川 ○
TR45840117801 四等三角点 月立 山形県鮭川村 新庄－清川 ○
TR45840118101 四等三角点 松防 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840118401 四等三角点 三吉山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840118601 四等三角点 日山 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840118701 四等三角点 三ノ平 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840118901 四等三角点 小反 山形県鮭川村 新庄－清川 ○
TR45840119201 四等三角点 土倉 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840119401 四等三角点 岡田 山形県鮭川村 新庄－清川
TR45840125001 四等三角点 下絵馬河 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840125101 四等三角点 上絵馬河 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840127101 四等三角点 ニタ又 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840128101 四等三角点 荒沢 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840128201 四等三角点 京塚 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840129101 四等三角点 塩野 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840129301 四等三角点 小舟山 山形県鮭川村 新庄－新庄
TR45840210301 四等三角点 大平 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840210801 四等三角点 宇津森 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840210802 四等三角点 岩木 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840211501 四等三角点 丸森 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840212101 四等三角点 大芋 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840212301 四等三角点 滝の沢 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840212601 四等三角点 大森 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840213301 四等三角点 深沢 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR45840213501 四等三角点 所平 山形県鮭川村 新庄－大沢
TR65840114901 図根点 叶口 山形県鮭川村 新庄－清川

※平成21年3月2日、当初公表したリストのうち、山形県金山町、最上町、真室川町及び鮭川村の県
名が誤っていたため、修正しました。
※平成21年3月10日に三等三角点「祭森」（宮城県大崎市）を削除し、三等三角点「小黒崎」（宮城県
大崎市）を追加しました。
※平成21年8月28日、一部の三角点の標高成果に誤りがあり、備考欄に○で表示した点について、成
果を修正し公表しました。
※平成21年8月28日、四等三角点「荻袋」（秋田県横手市）及び四等三角点「川原毛山」（秋田県横手
市）は、緯度、経度、X座標、Y座標について訂正漏れがあったため、これらの成果を修正し公表しまし
た。
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