
No. ため池の名称 所在地

1 新池 東かがわ市小海401

2 渡瀬下池 東かがわ市与田山森兼391

3 渡瀬上池 東かがわ市与田山定国389

4 篭池 東かがわ市坂元323

5 川股池 東かがわ市川股548-2地先

6 保田池 東かがわ市黒羽甲150

7 小路池 東かがわ市川股415-3

8 馬屋池 東かがわ市引田2979-3地先

9 中山池 東かがわ市引田1677-3地先

10 天王池 東かがわ市吉田628

11 石引池 東かがわ市吉田980

12 王池 東かがわ市引田1047-7地先

13 中池 東かがわ市引田1051-1地先

14 常楽池 東かがわ市小海539

15 南谷大池 東かがわ市小海554

16 松崎池 東かがわ市小海1983

17 別惣池 東かがわ市小海2271

18 東山谷奥池 東かがわ市小海3004

19 東山谷池 東かがわ市小海3006

20 大谷大池 東かがわ市松原与治山2108

21 宮池下池 東かがわ市帰来丁田280

22 久詰池 東かがわ市白鳥757-1地先

23 猪之谷下池 東かがわ市白鳥2675-1地先

24 原間池 東かがわ市白鳥1825-2地先

25 大柱池 東かがわ市東山955-1

26 藤九郎池 東かがわ市東山1092-2地先

27 宮奥池 東かがわ市西山宮奥950

28 武次郎上池 東かがわ市与田山定国1-10

29 下熊池 東かがわ市水主3747

30 三条谷池 東かがわ市水主3932

31 大社上池 東かがわ市水主4067

32 川田池 東かがわ市西村1120-1

33 松崎上池 東かがわ市松崎565-1

34 町田新池 東かがわ市町田212-1

35 才の池 東かがわ市三殿6-1

36 遠田池 東かがわ市三殿773

37 長谷新池 東かがわ市三殿563

38 南谷池 東かがわ市三殿533

39 飯山上池 東かがわ市三殿203

40 玉の池 東かがわ市小砂468-1
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41 新池 東かがわ市馬篠825

42 欅谷池 東かがわ市馬篠1382

43 不動池 東かがわ市小磯666

44 目切谷大池 東かがわ市引田3069-1地先

45 奥田池 東かがわ市引田3659地先

46 山下上池亀池 東かがわ市湊1236-1

47 芦尾池 東かがわ市三本松1959地先

48 天神池 東かがわ市三本松1663-1地先

49 奥の池 東かがわ市三本松1296-36地先

50 棒谷池 東かがわ市川東247

51 山の神池 東かがわ市水主1281

52 前の池 東かがわ市水主5210

53 北池 東かがわ市水主5299-1

54 惣助池 東かがわ市松崎406

55 猪の池 東かがわ市馬篠1492-1

56 弓池 東かがわ市小磯216

57 中池 東かがわ市小磯416

58 摺鉢池 東かがわ市小磯414

59 池の内池 東かがわ市小磯652

60 新池 東かがわ市土居705-1

61 大谷上池 東かがわ市坂元451

62 鎮神池 東かがわ市坂元931

63 池田池 東かがわ市南野691

64 下内池 東かがわ市黒羽238-1

65 橘谷池 東かがわ市黒羽乙104

66 沖代池 東かがわ市吉田771

67 早田上池 東かがわ市小海54

68 新平池 東かがわ市小海381-1

69 仁池 東かがわ市小海1733

70 赤沢池 東かがわ市伊座甚古谷630

71 久八谷池 東かがわ市伊座久八谷699

72 東池 東かがわ市伊座788-1

73 嶋池 東かがわ市伊座821-1

74 入道谷中池 東かがわ市伊座入道谷813-1

75 新池 東かがわ市伊座古屋地987

76 宮池 東かがわ市帰来奥晴1081-1

77 森通新池 東かがわ市帰来本村933

78 森通池 東かがわ市帰来奥晴970

79 大正池 東かがわ市帰来字奥帰来1191-1

80 田之口池 東かがわ市白鳥久詰3164
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81 山下下池 東かがわ市湊山下1224

82 田高頭池 東かがわ市東山558-1

83 西の谷池 東かがわ市東山狩居川1233

84 内田池 東かがわ市東山1288

85 正行寺池 東かがわ市東山塩田1439

86 清房池 東かがわ市西山清房599-3地先

87 武次郎下池 東かがわ市与田山定国1-15

88 星越大池 東かがわ市入野山宗心1932

89 口舟上池 東かがわ市五名1464-5

90 口舟下池 東かがわ市五名大楢1462

91 原間上池 東かがわ市川東1502

92 原間新池 東かがわ市川東1435

93 新池 東かがわ市水主781-2

94 寺池 東かがわ市水主868

95 大長谷池 東かがわ市水主936

96 宮内大池 東かがわ市水主1103

97 国安池 東かがわ市水主3063

98 大社下池 東かがわ市水主4068

99 池ノ内池 東かがわ市水主4887-1

100 保田池 東かがわ市西村1273-1

101 松崎新池 東かがわ市松崎566-1

102 矢野池 東かがわ市町田494

103 牛ヶ谷上池 東かがわ市松崎390

104 牛ヶ谷下池 東かがわ市松崎391

105 谷峰池 東かがわ市町田385

106 長法池 東かがわ市町田299

107 飯山池 東かがわ市三殿130-1

108 中山大池 東かがわ市中山683-1

109 玉の池新池 東かがわ市小砂84

110 森下池 東かがわ市馬篠203-1

111 坂下池 東かがわ市馬篠866

112 坂下上池 東かがわ市馬篠896-1

113 仏谷池 東かがわ市馬篠1044

114 宮池 東かがわ市大谷706-1

115 大原池 東かがわ市町田1136-1

116 王子池 東かがわ市土居564-1

117 天神池 東かがわ市土居512

118 前山池 東かがわ市引田4142-2地先

119 奥晴下池篭池 東かがわ市帰来奥晴1124

120 奥晴西上池 東かがわ市帰来奥晴1125
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121 奥の池 東かがわ市白鳥北池1702

122 裏池 東かがわ市五名長野大家下2165

123 角上池 東かがわ市五名長野2333

124 政本池 東かがわ市伊座政本169

125 鷲ヶ山池 東かがわ市水主5366-1

126 神元池 東かがわ市中山417

127 竹谷池 東かがわ市土居346

128 夏木裏池 東かがわ市馬篠231番1

129 夏木新池 東かがわ市馬篠243-2

130 神下池 東かがわ市馬篠285-1

131 銀ェ門池 東かがわ市町田1185

132 前池 東かがわ市引田4320地先

133 義池 東かがわ市小海2918-1

134 明神池 東かがわ市松原経ｹ島1396

135 久八谷補助池 東かがわ市伊座久八谷698

136 巽池 東かがわ市伊座中山749

137 水任奥上池 東かがわ市伊座水任958

138 うらんたん池 東かがわ市帰来奥帰来773

139 薬師池 東かがわ市白鳥久詰3136

140 田中新池 東かがわ市白鳥3201-1地先

141 風呂の谷下池 東かがわ市西山道下842-3地先

142 柳谷池 東かがわ市五名1264-1

143 蔵本奥池 東かがわ市五名大楢蔵本1726

144 善門池 東かがわ市白鳥1056-2地先

145 柿之木谷池 東かがわ市中山687

146 原池 東かがわ市大谷360

147 平和池 東かがわ市小海161

148 行成池 東かがわ市与田山655

149 幸殿上池 東かがわ市西山兼弘627-7

150 欅谷上池 東かがわ市馬篠1383

151 堀池谷池 東かがわ市入野山下山1738

152 滝の上峠池 東かがわ市五名大楢滝ﾉ上1762

153 大畠池 東かがわ市五名2302-2

154 宗極池 東かがわ市南野228

155 西の谷池 東かがわ市川東1506-4


