
No. ため池の名称

1 岡一号池 丸亀市 飯山町上法軍寺1819

2 宮池 丸亀市 土器町西2-1520

3 道池 丸亀市 川西町北2267

4 金丸池 丸亀市 川西町北10

5 八丈池 丸亀市 川西町南608

6 桝池 丸亀市 垂水町3430

7 上池 丸亀市 垂水町203

8 宝憧寺池 丸亀市 郡家町324

9 宝憧寺下池 丸亀市 郡家町325

10 大池 丸亀市 郡家町2173

11 庄之池 丸亀市 郡家町3202

12 馬池 丸亀市 柞原町1186

13 田村池 丸亀市 田村町107

14 先代池 丸亀市 金倉町944

15 雁又池 丸亀市 土器町東1-2641

16 柳池 丸亀市 飯野町東分2188

17 聖池 丸亀市 土器町西3-657

18 金丸上池 丸亀市 川西町北3

19 剱来新池 丸亀市 川西町南1677

20 天満池 丸亀市 金倉町1987

21 平池 丸亀市 金倉町885-1

22 堤池 丸亀市 綾歌町栗熊東3594

23 小津森池 丸亀市 綾歌町岡田東2294

24 打越下池 丸亀市 綾歌町岡田上730

25 打越上池 丸亀市 綾歌町岡田上711

26 岩池 丸亀市 綾歌町富熊3744

27 耕地整理池 丸亀市 綾歌町富熊3617

28 円光寺池 丸亀市 綾歌町富熊1674

29 権現谷池 丸亀市 綾歌町栗熊東1016

30 市ノ谷池 丸亀市 綾歌町栗熊東2713

31 前池 丸亀市 綾歌町栗熊東2784

32 津畑池 丸亀市 綾歌町栗熊西1776

33 池谷池 丸亀市 綾歌町栗熊西137

34 天神上池 丸亀市 綾歌町栗熊西2080

35 天神下池 丸亀市 綾歌町栗熊西2023

36 忠次郎池 丸亀市 綾歌町岡田東2076-1

37 円福寺池 丸亀市 綾歌町栗熊西2114

38 札谷池 丸亀市 綾歌町岡田上2306

39 菰池 丸亀市 綾歌町岡田上2661

40 椎尾池 丸亀市 綾歌町岡田東1860
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41 中池 丸亀市 綾歌町岡田上356

42 為久池 丸亀市 綾歌町岡田東1626

43 楠見池 丸亀市 飯山町東坂元4115

44 仁池 丸亀市 飯山町上法軍寺2654-14地先

45 大窪池 丸亀市 飯山町上法軍寺2032-2地先

46 水橋池 丸亀市 綾歌町栗熊東2131

47 下池 丸亀市 飯山町東小川215

48 奥谷池 丸亀市 綾歌町富熊245

49 江郷池 丸亀市 綾歌町栗熊東2543

50 西の谷池 丸亀市 綾歌町栗熊東3069

51 新池 丸亀市 綾歌町栗熊西2132-1

52 奥谷中池 丸亀市 綾歌町岡田上1922

53 鳥打谷池 丸亀市 綾歌町岡田上699

54 蓮池 丸亀市 飯野町東分703

55 仁池 丸亀市 郡家町326

56 山根1号池 丸亀市 本島町泊32

57 輪工池 丸亀市 綾歌町富熊3030

58 川池 丸亀市 綾歌町栗熊東2499

59 定蓮下池 丸亀市 綾歌町栗熊西314

60 土路池 丸亀市 綾歌町栗熊西2029

61 射場池 丸亀市 綾歌町岡田上2716

62 新開池 丸亀市 綾歌町岡田東785

63 西山下池 丸亀市 綾歌町岡田上183

64 今滝池 丸亀市 綾歌町岡田上410

65 仲池 丸亀市 飯山町東坂元2956,2638

66 道池 丸亀市 飯野町東二8

67 長太夫池 丸亀市 飯野町東分2209

68 藤高池 丸亀市 飯野町東分2626

69 山崎新池 丸亀市 飯野町東分2759

70 神谷池 丸亀市 飯野町東分2704

71 神谷池 丸亀市 飯野町東分2688

72 菱池 丸亀市 土器町西1-401

73 中原池 丸亀市 土器町西2-1519

74 竜社池 丸亀市 垂水町2810

75 伊予勢池 丸亀市 三条町206

76 新池 丸亀市 三条町1035

77 矢野池 丸亀市 郡家町2165

78 宮池 丸亀市 郡家町2211

79 小林池 丸亀市 郡家町3481

80 太井池 丸亀市 田村町43
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81 山北新池 丸亀市 山北町276

82 蓮池 丸亀市 中府町1-1

83 辺池 丸亀市 金倉町24-1

84 瓢池 丸亀市 金倉町1625-1、-4

85 籠池 丸亀市 三条町494

86 新池 丸亀市 綾歌町富熊3830

87 宮池 丸亀市 綾歌町富熊3404

88 皿北池 丸亀市 綾歌町富熊3442

89 足尾上池 丸亀市 綾歌町富熊1392

90 足尾下池 丸亀市 綾歌町富熊1496

91 新池 丸亀市 綾歌町富熊2997-4

92 上池 丸亀市 綾歌町富熊3316

93 平池 丸亀市 綾歌町富熊2883

94 アミガサ池 丸亀市 綾歌町富熊1431

95 山の神池 丸亀市 綾歌町富熊1295

96 前砂子池 丸亀市 綾歌町富熊3287

97 向谷池 丸亀市 綾歌町富熊3274

98 油山池 丸亀市 綾歌町富熊2535

99 原池 丸亀市 綾歌町栗熊東3302

100 中池 丸亀市 綾歌町栗熊東3249

101 薬池 丸亀市 綾歌町栗熊東2529

102 葛神池 丸亀市 綾歌町栗熊東2845

103 末釜池 丸亀市 綾歌町栗熊東3123

104 西の谷上池 丸亀市 綾歌町栗熊東3055

105 源次郎池 丸亀市 綾歌町栗熊西671

106 新池 丸亀市 綾歌町栗熊西677

107 定蓮上池 丸亀市 綾歌町栗熊西207

108 高地池 丸亀市 綾歌町栗熊西417

109 新池 丸亀市 綾歌町栗熊西440

110 宮池下池 丸亀市 綾歌町岡田上2440

111 蛇谷池 丸亀市 綾歌町岡田上2320

112 ブル池 丸亀市 綾歌町栗熊西2110

113 鍵池 丸亀市 綾歌町栗熊西2133

114 北原池 丸亀市 綾歌町岡田東1523

115 猫谷池 丸亀市 綾歌町岡田上2496

116 皿池 丸亀市 綾歌町岡田上1569

117 奥泉下池 丸亀市 綾歌町岡田下711

118 奥泉上池 丸亀市 綾歌町岡田下715-1地先

119 天神池（回池） 丸亀市 綾歌町岡田上1852

120 西池 丸亀市 綾歌町岡田上1195
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121 よ紋四郎池 丸亀市 綾歌町岡田上2084

122 河内谷下池 丸亀市 綾歌町岡田上2133-4

123 本谷上池 丸亀市 綾歌町岡田上2183

124 源田池 丸亀市 綾歌町岡田西605

125 宮池 丸亀市 綾歌町岡田上11

126 成願寺池 丸亀市 綾歌町岡田西1304

127 森近池 丸亀市 綾歌町岡田上209

128 室塚上池 丸亀市 綾歌町岡田上323

129 奥池 丸亀市 綾歌町岡田上357

130 藤谷池 丸亀市 飯山町東坂元3893

131 藤谷下池 丸亀市 飯山町東坂元3829

132 新池 丸亀市 飯山町東坂元3223

133 にごり池 丸亀市 飯山町東坂元3758

134 西谷池下 丸亀市 飯山町東坂元2786

135 西谷池上 丸亀市 飯山町東坂元3286

136 仁王池 丸亀市 飯山町東坂元3466

137 寺池 丸亀市 飯山町東坂元3191-1地先

138 足利池 丸亀市 飯山町東坂元3019

139 奥ノ池 丸亀市 飯山町東坂元3032

140 新池 丸亀市 飯山町東坂元3142-88地先

141 前池 丸亀市 飯山町東坂元3123-33地先

142 下池 丸亀市 飯山町東坂元2616

143 深谷池 丸亀市 飯山町東坂元2998

144 すず池 丸亀市 飯山町東坂元1073

145 北谷池 丸亀市 飯山町東坂元1182

146 仲池 丸亀市 飯山町東坂元924

147 タカン坊 丸亀市 飯山町東坂元1290

148 宮池 丸亀市 飯山町東坂元1373

149 出所池 丸亀市 飯山町東坂元2915-1地先

150 国池 丸亀市 飯山町東坂元2739

151 上池 丸亀市 飯山町東坂元464

152 山ノ口池 丸亀市 飯山町東坂元425

153 峠池 丸亀市 飯山町川原1638

154 山田池 丸亀市 飯山町川原1640-4地先

155 浦池 丸亀市 飯山町東小川300

156 新池 丸亀市 綾歌町岡田西127

157 地獄谷池 丸亀市 飯山町東坂元3822-2

158 奥池 丸亀市 綾歌町富熊3767-17

159 上池 丸亀市 綾歌町富熊1343

160 丸尾池 丸亀市 綾歌町富熊1334
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161 奥池 丸亀市 綾歌町富熊3294

162 新池 丸亀市 綾歌町栗熊東3638

163 前場池 丸亀市 綾歌町栗熊東2639-1地先

164 眠谷下池 丸亀市 綾歌町岡田上2326

165 平尾池 丸亀市 綾歌町岡田上39

166 蓮池 丸亀市 綾歌町岡田下786地先

167 下籠池 丸亀市 綾歌町岡田下785

168 皿池 丸亀市 飯山町東坂元3196

169 長池 丸亀市 飯山町東坂元3975

170 どうじょう池 丸亀市 飯山町東坂元3668

171 上池 丸亀市 飯山町東坂元3122

172 小池 丸亀市 飯山町東坂元1076

173 野合池 丸亀市 飯山町東坂元465

174 真珠池 丸亀市 飯山町川原1521

175 下中尾池 丸亀市 飯山町上法軍寺2349

176 瓦山上池 丸亀市 飯山町東坂元3574

177 奥谷下池 丸亀市 綾歌町岡田上1920

178 山之池 丸亀市 広島町立石1032

179 江ノ浦池 丸亀市 広島町江ノ浦2015-17

180 新池 丸亀市 綾歌町栗熊東1818

181 北どろ池 丸亀市 綾歌町富熊4847-2地先

182 弥五池 丸亀市 綾歌町富熊3604

183 奥池 丸亀市 綾歌町富熊1373

184 七池 丸亀市 飯山町東坂元536

185 下池 丸亀市 飯山町東坂元412

186 内間池 丸亀市 土器町東五丁目959

187 櫟原上池 丸亀市 綾歌町富熊3986

188 浦谷池 丸亀市 綾歌町富熊3578

189 宮浦池 丸亀市 綾歌町富熊3565

190 奥北南池 丸亀市 綾歌町富熊4358

191 杉村下池 丸亀市 綾歌町富熊336

192 裏谷上池 丸亀市 綾歌町富熊1634

193 下池 丸亀市 綾歌町富熊2368

194 奥池 丸亀市 綾歌町富熊2335

195 新池 丸亀市 綾歌町富熊2316

196 上池 丸亀市 綾歌町栗熊東3430

197 三井池 丸亀市 綾歌町富熊343


