
No. ため池の名称

1 北岡池 仲多度郡 まんのう町佐文

2 備中地池 仲多度郡 まんのう町造田犬ﾉ墓821ｰ33

3 亀越池 仲多度郡 まんのう町炭所東

4 満濃池 仲多度郡 まんのう町神野170

5 新池 仲多度郡 まんのう町福良見3961

6 木槲池 仲多度郡 まんのう町七箇春日4303ｰ2他

7 内池 仲多度郡 まんのう町小池2197

8 山谷上池 仲多度郡 まんのう町新目821-92

9 大柞池 仲多度郡 まんのう町炭所西997

10 蛭池 仲多度郡 まんのう町吉野3574

11 羽間池 仲多度郡 まんのう町羽間2386

12 源次池 仲多度郡 まんのう町炭所西字橋谷2844番6地先

13 奥佐古下池 仲多度郡 まんのう町炭所東114

14 奥池 仲多度郡 まんのう町炭所東523

15 鴨田池 仲多度郡 まんのう町炭所東

16 砂古谷池 仲多度郡 まんのう町炭所東1595

17 新池 仲多度郡 まんのう町炭所西2088

18 御花池 仲多度郡 まんのう町炭所西

19 上所池 仲多度郡 まんのう町炭所西3354

20 八反地池 仲多度郡 まんのう町吉野4095

21 深谷池 仲多度郡 まんのう町炭所東3253

22 開拓池 仲多度郡 まんのう町造田

23 枝折池 仲多度郡 まんのう町帆山466

24 奥谷上池 仲多度郡 まんのう町買田858地先

25 盲神池 仲多度郡 まんのう町炭所東51

26 奥佐古池 仲多度郡 まんのう町炭所東1814

27 中ﾉ僧下池 仲多度郡 まんのう町炭所西1743

28 上所池 仲多度郡 まんのう町炭所西

29 北山新池 仲多度郡 まんのう町長尾2169

30 北山中池 仲多度郡 まんのう町長尾2158

31 大谷池 仲多度郡 まんのう町吉野3357

32 菅池 仲多度郡 まんのう町岸上1527

33 古池 仲多度郡 まんのう町羽間2224

34 新田池 仲多度郡 まんのう町帆山651

35 大空池 仲多度郡 まんのう町七箇本目4486

36 尻谷池 仲多度郡 まんのう町七箇本目4454

37 豊後池 仲多度郡 まんのう町七箇4433

38 ワラビ池 仲多度郡 まんのう町山脇553

39 中谷池 仲多度郡 まんのう町佐文89地先

40 山神上池 仲多度郡 まんのう町佐文181-1地先
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41 奥谷下池 仲多度郡 まんのう町買田853-2地先

42 奥ノ谷上池 仲多度郡 まんのう町造田字奥の谷92

43 奥ノ谷下池 仲多度郡 まんのう町造田字奥の谷130

44 西川池 仲多度郡 まんのう町造田字西川2936

45 池の谷池 仲多度郡 まんのう町造田字上井2258

46 平山奥池 仲多度郡 まんのう町炭所東2275

47 奥佐古上池 仲多度郡 まんのう町炭所東108

48 澱佛池 仲多度郡 まんのう町炭所東2920

49 茂一池 仲多度郡 まんのう町炭所西532

50 西ノ岡下池 仲多度郡 まんのう町炭所西2418

51 大坪谷池 仲多度郡 まんのう町長尾2649

52 山神池 仲多度郡 まんのう町長尾2095

53 千龍池 仲多度郡 まんのう町吉野3556

54 寺池 仲多度郡 まんのう町岸上1130

55 築池 仲多度郡 まんのう町岸上1334

56 鳶巣谷池 仲多度郡 まんのう町炭所東872-5､872-7

57 馬谷池 仲多度郡 まんのう町福良見3716

58 葛神池 仲多度郡 まんのう町福良見3498

59 宮西池 仲多度郡 まんのう町福良見3454

60 直垂池 仲多度郡 まんのう町帆山741

61 天皇池 仲多度郡 まんのう町帆山640

62 下池 仲多度郡 まんのう町七箇小池2201

63 中池 仲多度郡 まんのう町七箇小池2193

64 新池 仲多度郡 まんのう町七箇小池4322

65 株藪池 仲多度郡 まんのう町七箇春日2008

66 枠池 仲多度郡 まんのう町七箇春日4276

67 弥久谷池 仲多度郡 まんのう町七箇春日4310

68 道池 仲多度郡 まんのう町七箇本目4402

69 畑池 仲多度郡 まんのう町七箇本目4418

70 下所池 仲多度郡 まんのう町帆山676-4地先

71 辷土池 仲多度郡 まんのう町十郷大口1009

72 山口下池 仲多度郡 まんのう町新目989

73 前山池 仲多度郡 まんのう町新目823-170

74 馬背池 仲多度郡 まんのう町生間414

75 粂池 仲多度郡 まんのう町宮田870

76 泉谷池 仲多度郡 まんのう町佐文44地先

77 山神下池 仲多度郡 まんのう町佐文184地先

78 井倉池 仲多度郡 まんのう町佐文1056地先

79 夏目池 仲多度郡 まんのう町十郷252-1

80 東谷池 仲多度郡 まんのう町買田696地先
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81 蘭東下池 仲多度郡 まんのう町長尾1689

82 山口上池 仲多度郡 まんのう町新目986

83 高台池 仲多度郡 まんのう町造田宇味噌樋谷1143

84 地獄谷池 仲多度郡 まんのう町川東字地獄谷304

85 西山池 仲多度郡 まんのう町川東字本村下191

86 沢田池 仲多度郡 まんのう町川東字明神1503

87 菰敷池乙 仲多度郡 まんのう町造田字菰敷81

88 長者浪差池 仲多度郡 まんのう町炭所東3003-6

89 柳佐古池 仲多度郡 まんのう町炭所東3145

90 大沢池 仲多度郡 まんのう町炭所東1146

91 峠南下池 仲多度郡 まんのう町炭所東1170

92 峠南上池 仲多度郡 まんのう町炭所東1873

93 山池 仲多度郡 まんのう町炭所東2241

94 遠森1号池 仲多度郡 まんのう町炭所東33

95 定乗下池 仲多度郡 まんのう町炭所東223-5

96 定乗上池 仲多度郡 まんのう町炭所東224

97 雀屋敷池 仲多度郡 まんのう町炭所東281

98 本田久保池 仲多度郡 まんのう町炭所東298

99 向荒池 仲多度郡 まんのう町炭所東308-2

100 伊地池 仲多度郡 まんのう町炭所東357

101 からと池 仲多度郡 まんのう町炭所東636-4

102 やなぎ池 仲多度郡 まんのう町炭所東646

103 大牟礼第３池 仲多度郡 まんのう町炭所東2154

104 大牟礼第４池 仲多度郡 まんのう町炭所東2155

105 馬河池 仲多度郡 まんのう町炭所東2180

106 宮前池 仲多度郡 まんのう町炭所東3412

107 樫林池 仲多度郡 まんのう町炭所東1139

108 中尾池 仲多度郡 まんのう町炭所東

109 上エ山池 仲多度郡 まんのう町炭所東2160

110 藤尾谷池 仲多度郡 まんのう町炭所東2131

111 平田池 仲多度郡 まんのう町炭所東2133

112 山ﾉ神池 仲多度郡 まんのう町炭所東1644

113 池ﾉ浦池 仲多度郡 まんのう町炭所西1035

114 三宅上池 仲多度郡 まんのう町炭所西

115 三宅中池 仲多度郡 まんのう町炭所西字志福寺1105

116 三宅下池 仲多度郡 まんのう町炭所西

117 瓢箪池 仲多度郡 まんのう町炭所西538

118 中池 仲多度郡 まんのう町炭所西606

119 奥上池 仲多度郡 まんのう町炭所西2481

120 奥下池 仲多度郡 まんのう町炭所西2481
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121 的場上池 仲多度郡 まんのう町炭所西2588-3

122 的場下池 仲多度郡 まんのう町炭所西2487

123 項田池 仲多度郡 まんのう町炭所西

124 渕谷池 仲多度郡 まんのう町炭所西

125 宮本上池 仲多度郡 まんのう町炭所西2464

126 宮本中池 仲多度郡 まんのう町炭所西2465

127 めくら池 仲多度郡 まんのう町炭所西字中須3296番1地先

128 垣ガ内池 仲多度郡 まんのう町長尾2324

129 笹ﾉ尾池 仲多度郡 まんのう町長尾2286

130 大東浦池 仲多度郡 まんのう町長尾2148

131 赤谷池 仲多度郡 まんのう町長尾1783

132 蘭東上池 仲多度郡 まんのう町長尾1687

133 宮谷池 仲多度郡 まんのう町長尾1633

134 大原下池 仲多度郡 まんのう町長尾1477

135 深田新池 仲多度郡 まんのう町吉野3523

136 長谷池 仲多度郡 まんのう町岸上1590

137 長谷池 仲多度郡 まんのう町岸上1438

138 新池 仲多度郡 まんのう町真野1654

139 道上池 仲多度郡 まんのう町真野1677

140 金山小池 仲多度郡 まんのう町羽間2373

141 経ｹ谷池 仲多度郡 まんのう町吉野

142 宮川池 仲多度郡 まんのう町炭所西960-23

143 茶園場池 仲多度郡 まんのう町炭所西2828-7

144 宮川下池 仲多度郡 まんのう町炭所西字蛇谷960-2地先

145 宇井渕堰 仲多度郡 まんのう町炭所西3455-2､3456-1

146 宇井渕上堰 仲多度郡 まんのう町炭所西3465-2

147 亀越上池 仲多度郡 まんのう町炭所東2733-2､2734-3

148 芋谷池 仲多度郡 まんのう町炭所東665-8､760-2

149 大谷下池 仲多度郡 まんのう町帆山475

150 大谷上池 仲多度郡 まんのう町帆山490

151 氏社池 仲多度郡 まんのう町七箇春日1325

152 新池(北山上池) 仲多度郡 まんのう町塩入790-358

153 池谷池 仲多度郡 まんのう町本目4394

154 柳祖池 仲多度郡 まんのう町七箇本目4417-8

155 新堂谷下池 仲多度郡 まんのう町後山242

156 谷ﾉ池 仲多度郡 まんのう町後山194

157 宮谷池 仲多度郡 まんのう町後山426

158 茶屋池 仲多度郡 まんのう町後山402

159 ツガノ谷池 仲多度郡 まんのう町後山386

160 砂池 仲多度郡 まんのう町後山355
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161 堂谷ダム 仲多度郡 まんのう町大口663

162 池谷池 仲多度郡 まんのう町大口327

163 入道中池 仲多度郡 まんのう町大口401

164 行谷池 仲多度郡 まんのう町大口111

165 行谷下池 仲多度郡 まんのう町大口106

166 ヒョウ谷池 仲多度郡 まんのう町山脇527

167 天皇池 仲多度郡 まんのう町追上81

168 奥谷池 仲多度郡 まんのう町追上446-5

169 ゴンド上池 仲多度郡 まんのう町追上307

170 本漠西池 仲多度郡 まんのう町生間5

171 佛ヶ原池 仲多度郡 まんのう町生間118

172 カイマハリ池 仲多度郡 まんのう町生間201

173 ホウジ池 仲多度郡 まんのう町宮田724-4

174 池奥池 仲多度郡 まんのう町宮田991-1地先

175 池奥上池 仲多度郡 まんのう町宮田986地先

176 長池 仲多度郡 まんのう町宮田115-7

177 宮田北西上池 仲多度郡 まんのう町宮田643-4地先

178 尾郷池 仲多度郡 まんのう町佐文587-2他

179 カゴ池 仲多度郡 まんのう町佐文2-2地先

180 上池 仲多度郡 まんのう町佐文1142-4地先

181 石ノ塔池 仲多度郡 まんのう町佐文166地先

182 新池 仲多度郡 まんのう町佐文430地先

183 カラト池 仲多度郡 まんのう町佐文285-1地先

184 善九郎池 仲多度郡 まんのう町佐文1109地先

185 西谷西下池 仲多度郡 まんのう町佐文949－1

186 猟師谷西下池 仲多度郡 まんのう町佐文819-1

187 寺池 仲多度郡 まんのう町買田80-2地先

188 リキサン池 仲多度郡 まんのう町買田685-1地先

189 峠止池 仲多度郡 まんのう町買田685-7地先

190 西谷西上池 仲多度郡 まんのう町佐文949-1地先

191 山ノ神池 仲多度郡 まんのう町造田宇味噌樋谷1145

192 地下清池 仲多度郡 まんのう町中通字地下清111

193 西木戸下池 仲多度郡 まんのう町中通字西木戸253

194 林池 仲多度郡 まんのう町川東字本村下205ｰ3

195 山の神下池 仲多度郡 まんのう町岸上1499

196 馬河北池 仲多度郡 まんのう町炭所東2185

197 カラト上池 仲多度郡 まんのう町炭所東648－1

198 ヒョウ谷上池 仲多度郡 まんのう町山脇740-18

199 西雁股上池 仲多度郡 まんのう町生間211ｰ26

200 新池 仲多度郡 まんのう町山脇740-50
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201 山崎池 仲多度郡 まんのう町新目641-2

202 長尾池 仲多度郡 まんのう町岸上1474

203 新池 仲多度郡 まんのう町久保878


