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G6 海道 国 和名郡 和名抄訓 現在府県 郡名考郡 郡名考訓

1 畿内 山城 乙訓 をとくに 京都府 乙訓 おとくに
2 畿内 山城 葛野 かとの 京都府 葛野 かどの

3 畿内 山城 愛宕 をたき 京都府 愛宕 あたご

4 畿内 山城 紀伊 き 京都府 紀伊 きい

5 畿内 山城 宇治 うち 京都府 宇治 うじ

6 畿内 山城 久世 くせ 京都府 久世 くぜ

7 畿内 山城 綴喜 つつき 京都府 綴喜 つづき
8 畿内 山城 相楽 さからか 京都府 相楽 さがら

9 畿内 大和 添上 そふのかみ 奈良県 添上 そふのかみ

10 畿内 大和 添下 そふのしも 奈良県 添下 そふのしも

11 畿内 大和 平群 へくり 奈良県 平群 へぐり

12 畿内 大和 広瀬 ひろせ 奈良県 広瀬 ひろせ

13 畿内 大和 葛上 かつらのかみ 奈良県 葛上 かつらきかみ

14 畿内 大和 葛下 かつらのしも 奈良県 葛下 かつらきしも

15 畿内 大和 忍海 をしのみ 奈良県 忍海 おしうみ

16 畿内 大和 宇智 うち 奈良県 宇智 うじ

17 畿内 大和 吉野 よしの 奈良県 吉野 よしの

18 畿内 大和 宇陀 うだ 奈良県 宇陀 うだ

19 畿内 大和 城上 しきのかみ 奈良県 城上 しきのかみ

20 畿内 大和 城下 しきのしも 奈良県 城下 しきのしも
21 畿内 大和 高市 たけち 奈良県 高市 たかいち

22 畿内 大和 十市 とほち 奈良県 十市 といち

23 畿内 大和 山辺 やまのへ 奈良県 山辺 やまのべ

24 畿内 河内 錦部 にしこり 大阪府 錦部 にしごり

25 畿内 河内 石川 いしかは 大阪府 石川 いしかわ

26 畿内 河内 古市 ふるち 大阪府 古市 ふるち

27 畿内 河内 安宿 あすかへ 大阪府 安宿部 やすかべ

28 畿内 河内 大県 おほかた 大阪府 大県 おおあがた

29 畿内 河内 高安 たかやす 大阪府 高安 たかやす

30 畿内 河内 河内 かふち 大阪府 河内 かわち

31 畿内 河内 讃良 さらら 大阪府 讃良 さらら

32 畿内 河内 茨田 まむた 大阪府 茨田 うはらた

33 畿内 河内 交野 かたの 大阪府 交野 かたの

34 畿内 河内 若江 わかえ 大阪府 若江 わかえ

35 畿内 河内 渋川 しふかは 大阪府 渋川 しぶかは
36 畿内 河内 志紀 しき 大阪府 志紀 しき

37 畿内 河内 丹比 たちひ 大阪府 丹北 たんほく

38 畿内 河内 丹比 たちひ 大阪府 丹南 たんなみ

39 畿内 河内 大阪府 八上 やかみ

40 畿内 和泉 大鳥 をほとり 大阪府 大鳥 おおとり

41 畿内 和泉 日根 ひね 大阪府 日根 ひね
42 畿内 和泉 和泉 いつみ 大阪府 泉 いずみ
43 畿内 和泉 和泉 いつみ 大阪府 南 みなみ

44 畿内 摂津 住吉 すみよし 大阪府 住吉 すみよし

45 畿内 摂津 百済 くたら 大阪府 住吉 すみよし

46 畿内 摂津 東生 ひむかしなり 大阪府 東成 ひがしなり

47 畿内 摂津 西生 にしなり 大阪府 西成 にしなり

48 畿内 摂津 嶋上 しまのかみ 兵庫県 嶋上 しまのかみ
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49 畿内 摂津 嶋下 しまのしも 兵庫県 嶋下 しまのしも

50 畿内 摂津 豊嶋 てしま 大阪府 豊嶋 てしま

51 畿内 摂津 河辺 かはのへ 兵庫県 川辺 かわのべ

52 畿内 摂津 武庫 むこ 兵庫県 武庫 むこ

53 畿内 摂津 有馬 ありま 兵庫県 有馬 ありま

54 畿内 摂津 莵原 うはら 兵庫県 兎原 うはら

55 畿内 摂津 八部 やたへ 兵庫県 八部 やたべ

56 畿内 摂津 能勢 のせ 大阪府 能勢 のせ
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