
No. ため池の名称

1 新池 三豊市 仁尾町仁尾字家ﾉ浦庚24地先

2 天王上池 三豊市 仁尾町仁尾字曽保甲1443

3 馬々谷池 三豊市 高瀬町羽方西井手2753-8

4 大郷桜小池 三豊市 高瀬町下麻大郷楼3616-13外3筆

5 宝池 三豊市 高瀬町上麻梟谷乙643-1外3筆

6 ハス池 三豊市 高瀬町下勝間新田958-2

7 田尾池 三豊市 高瀬町上麻宗板2856

8 篠原池 三豊市 高瀬町羽方了宜原502-1

9 則友3号 三豊市 詫間町大浜甲1552

10 武士谷池上 三豊市 財田町財田中字松尾4962ｰ2

11 林ノ谷池 三豊市 高瀬町下麻林ﾉ谷2938

12 二ツ池上池 三豊市 高瀬町上麻椛ﾉ木2037

13 則友２号 三豊市 詫間町大浜甲1577-3

14 大正池 三豊市 財田町財田上字上ﾉ内563

15 和成池 三豊市 財田町財田上字上ﾉ内598ｰ2

16 武士谷池下 三豊市 財田町財田中字松尾1281ｰ1

17 唐戸池 三豊市 高瀬町下麻尾唐戸3767-106

18 新池 三豊市 高瀬町下麻林ﾉ谷2926

19 大吉新池 三豊市 高瀬町上麻大麻山乙1059-1

20 吉谷池 三豊市 高瀬町上麻吉谷2468

21 西の口下池 三豊市 高瀬町上麻下栂1433

22 家ノ上上池 三豊市 高瀬町上麻下栂乙511-10

23 家ノ上下池 三豊市 高瀬町上麻下栂乙511-8

24 忍池 三豊市 高瀬町上麻懐口1222-2

25 柘ノ岡下池 三豊市 高瀬町上麻樫谷1625-4

26 大谷池 三豊市 高瀬町下麻向山4052-1

27 奥池 三豊市 高瀬町佐股大苗代404

28 中尾上池 三豊市 高瀬町佐股皿池甲1599

29 前ノ上池 三豊市 高瀬町佐股黒島甲1380

30 浦ノ池 三豊市 高瀬町佐股黒島甲1494-2

31 山池 三豊市 高瀬町上高瀬原587-1

32 毛池 三豊市 高瀬町上高瀬河原谷4562

33 上池 三豊市 高瀬町上高瀬河原谷4608

34 長池 三豊市 高瀬町上高瀬山奥2455

35 ぜこ新池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4079-9

36 品八池 三豊市 高瀬町上麻中尾乙121-10

37 伊藤池 三豊市 山本町大野樋ﾉ本704

38 瓦峠池 三豊市 三野町吉津山越甲2022-1

39 水出奥池３号 三豊市 詫間町松崎2098

40 安藤池 三豊市 仁尾町仁尾字詫間越戌282
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41 逆瀬池 三豊市 山本町河内逆瀬2300

42 吉池 三豊市 仁尾町仁尾字北草木丙1205

43 山吹池 三豊市 仁尾町仁尾字南草木乙2053-1

44 大池 三豊市 仁尾町仁尾字曽保甲814

45 大谷池 三豊市 仁尾町仁尾字南草木乙989

46 松兼池 三豊市 仁尾町仁尾字詫間越戊449-1

47 大正池 三豊市 仁尾町仁尾字仁尾ﾉ上己35

48 奥池 三豊市 仁尾町仁尾字家ﾉ浦己1210

49 草組池 三豊市 仁尾町仁尾字南草木乙2458

50 天王池 三豊市 仁尾町仁尾字曽保甲1020

51 新池 三豊市 財田町財田上字高租谷5391-4

52 密音谷下池 三豊市 財田町財田中字梶間2432

53 吉池 三豊市 財田町財田上字吉池1298

54 山田池 三豊市 財田町財田中字北ﾉ山3387

55 皇子池 三豊市 財田町財田中字大間1182

56 八重池 三豊市 財田町財田上字山分4554

57 西池 三豊市 財田町財田上字高倉4157

58 ナガ池 三豊市 財田町財田上字仙谷4319

59 大池 三豊市 財田町財田上字畑ﾉ谷3359

60 西池 三豊市 財田町財田上字畑ﾉ谷3360ｰ1

61 大坊池 三豊市 財田町財田上字京田3393ｰ1

62 ヒョウタン池 三豊市 財田町財田上字上ﾉ内596

63 リクサン池 三豊市 財田町財田上字上ﾉ内597

64 密音谷中池 三豊市 財田町財田中字梶間2432

65 橋ヶ谷池 三豊市 財田町財田中字黒谷5101ｰ26

66 戸川ダム 三豊市 財田町財田上字尾越谷1110-33外5筆

67 池ノ尾池 三豊市 財田町財田上字池ﾉ尾7677

68 吉池 三豊市 高瀬町下麻西吉谷3547

69 瀬丸池 三豊市 高瀬町羽方瀬丸池1588

70 大正池 三豊市 高瀬町羽方田ﾉ西1310-2

71 白坂池 三豊市 高瀬町羽方植松422

72 橘池 三豊市 高瀬町佐股深池甲2981-3

73 愛本池 三豊市 高瀬町下勝間六ﾂ松1362

74 中池 三豊市 高瀬町下勝間字道音寺1745

75 五丁池 三豊市 高瀬町比地中五丁池2986

76 国市池 三豊市 高瀬町下勝間道音字1862

77 橋之堂池 三豊市 高瀬町上高瀬昼原3569

78 田井新池 三豊市 高瀬町上高瀬向原2133

79 麻坂上池 三豊市 高瀬町下麻唐太谷2770-1

80 池ノ谷池 三豊市 高瀬町上麻池奥1472
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81 赤蓮池 三豊市 高瀬町羽方田ﾉ西1310-1

82 水増池 三豊市 高瀬町下勝間道音寺1935

83 土井新池 三豊市 高瀬町上高瀬原676

84 程坂池 三豊市 高瀬町上高瀬東原5529

85 末池 三豊市 高瀬町上高瀬末2596

86 雁又新池 三豊市 高瀬町佐股寅尾甲3269-1

87 前池 三豊市 高瀬町下麻新出畑3049-1

88 深谷新池 三豊市 高瀬町下麻西大原3124

89 深谷池 三豊市 高瀬町下麻西大原3120

90 実池 三豊市 高瀬町下麻五反地2705外2筆

91 五郎池 三豊市 高瀬町下麻赤坂2194-1外2筆

92 昭和池 三豊市 高瀬町下麻地獄谷3619-5

93 宗板新池 三豊市 高瀬町上麻大麻山乙1041-1外8筆

94 赤坂池 三豊市 高瀬町上麻宗板2943

95 上栂上池 三豊市 高瀬町上麻上池2591

96 濁り池 三豊市 高瀬町佐股長畑甲1299

97 防奥下池 三豊市 高瀬町佐股防ﾉ奥甲1226外3筆

98 防奥上池 三豊市 高瀬町佐股防ﾉ奥甲1255

99 丸山池 三豊市 高瀬町下勝間六ﾂ松1337

100 千田林池 三豊市 高瀬町下勝間六ﾂ松1274

101 松葉崎池 三豊市 高瀬町下勝間六ﾂ松1396-1外1筆

102 桝池 三豊市 高瀬町上高瀬竹田1500

103 山池 三豊市 高瀬町比地片岡3692-1

104 平石池 三豊市 高瀬町比地法新2699

105 中池 三豊市 高瀬町比地長坂3147

106 長砂古池 三豊市 高瀬町上高瀬平見4693-1外4筆

107 長砂古新池 三豊市 高瀬町上高瀬平見4734-1

108 奥池 三豊市 高瀬町上勝間平池2136-1

109 芳池 三豊市 高瀬町上勝間平池2188-1

110 牛の首池 三豊市 高瀬町上勝間鴨谷2531-1

111 岩鍋池 三豊市 高瀬町上高瀬昼原3439-2

112 増保池 三豊市 高瀬町上勝間五歩田3768

113 神田池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4184

114 雁又中池 三豊市 高瀬町佐股山地3343-1

115 水政池 三豊市 高瀬町比地額918-1

116 唐頭池 三豊市 高瀬町比地唐頭683-1

117 岩瀬池 三豊市 高瀬町上麻岩瀬甲599

118 満水池 三豊市 高瀬町比地落池1787-1

119 水上池 三豊市 高瀬町羽方西ﾉ谷1535

120 大池 三豊市 高瀬町上勝間山王319
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121 加敷池 三豊市 三野町大見坂免下甲4211

122 古新池 三豊市 三野町大見深尾甲4996

123 沼池 三豊市 三野町下高瀬手石場2917

124 円道池 三豊市 三野町吉津上条甲2531

125 又ヶ谷池 三豊市 三野町吉津北村乙890

126 奥谷池 三豊市 三野町吉津上条甲2127

127 仁尾坂池 三豊市 三野町吉津正本乙23

128 林の内上池 三豊市 三野町大見原上甲611

129 瀬入池 三豊市 三野町吉津大原乙1298-1

130 奥池 三豊市 三野町吉津大原乙1369-46

131 林の内下池 三豊市 三野町大見丸山上甲607

132 かすがい池 三豊市 三野町大見丸山上甲645

133 影池 三豊市 三野町大見道免甲878

134 花立池 三豊市 三野町大見鳥坂上甲4431

135 八幡池 三豊市 三野町大見大門甲5068

136 大門池 三豊市 三野町大見菰池甲5904

137 菰池 三豊市 三野町大見菰池甲6063

138 新池 三豊市 三野町大見峠西原甲6319-2

139 宮谷上池 三豊市 三野町大見宮山谷甲6347

140 男谷池 三豊市 三野町下高瀬長坂3059

141 国川池 三豊市 三野町吉津宗吉甲78

142 刈屋池 三豊市 三野町吉津津ﾉ前甲828

143 中池 三豊市 三野町吉津津ﾉ前甲928

144 正面池 三豊市 三野町吉津山越甲2056

145 ドンドロ池 三豊市 三野町吉津上条甲2156

146 大石池 三豊市 三野町大見宮脇甲2762-2

147 峠池 三豊市 三野町大見峠西原甲6256-1

148 皿池 三豊市 山本町辻檻谷5225ｰ1

149 黒田池 三豊市 山本町神田黒田池奥3316

150 芋の池 三豊市 山本町神田芋ﾉ谷3873

151 明神池 三豊市 山本町河内樫ﾉ木1504

152 藤池 三豊市 山本町辻吹上2091ｰ1

153 松木池 三豊市 山本町辻松木4149

154 酔醒池 三豊市 山本町辻奥蓮花4818

155 新池 三豊市 山本町河内轟口2002

156 奥池 三豊市 山本町河内西地2937

157 反田池 三豊市 山本町神田直江谷104

158 伯母谷池 三豊市 山本町神田伯母谷233

159 瓦地池 三豊市 山本町神田休道276

160 狭戸池 三豊市 山本町神田奥内421
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161 孫池 三豊市 山本町神田横谷1616

162 砂池 三豊市 山本町神田上山才1658

163 北池 三豊市 山本町神田玉田3013

164 吉池 三豊市 山本町神田吉池3771

165 鹿ノ谷池 三豊市 山本町大野鹿ﾉ谷1484

166 山辺池 三豊市 山本町河内宮ﾉ浦2672

167 岡池 三豊市 山本町大野樋ﾉ本707

168 山池 三豊市 山本町河内向原1021

169 新池 三豊市 山本町河内乱橋996

170 南池 三豊市 豊中町下高野高津2743

171 深谷池 三豊市 豊中町上高野七尾2940

172 平池 三豊市 豊中町上高野福岡3379

173 河原池 三豊市 豊中町上高野七尾2961

174 普入池 三豊市 豊中町上高野普入3179

175 鴻の池 三豊市 豊中町上高野中尾3521

176 鷹の子池 三豊市 豊中町笠田笠岡五右衛門1786-1

177 大津池 三豊市 豊中町笠田笠岡宮脇687

178 長池 三豊市 豊中町笠田笠岡道音寺3307-1

179 新池 三豊市 豊中町笠田笠岡五右衛門1898

180 新池 三豊市 豊中町笠田笠岡中尾1161

181 泉池 三豊市 豊中町笠田笠岡三ﾂ足277

182 裏新池 三豊市 豊中町下高野双石2468-1

183 奥池 三豊市 豊中町岡本滝下3383

184 司宝池 三豊市 豊中町本山原下甲2219

185 天皇池 三豊市 豊中町上高野高沢512

186 浄溜池 三豊市 豊中町上高野後藤2508

187 脇池 三豊市 豊中町上高野七尾3029

188 中池 三豊市 豊中町上高野中尾3642

189 山池 三豊市 豊中町笠田笠岡中尾1116-1

190 釘貫池 三豊市 豊中町笠田笠岡稗田1756

191 新池 三豊市 豊中町笠田笠岡丸山1055-1

192 砂池 三豊市 豊中町笠田笠岡丸山1053

193 堂の池 三豊市 豊中町笠田笠岡三ﾂ石361

194 万田池 三豊市 豊中町笠田笠岡天神3572

195 荒神池 三豊市 豊中町岡本大池456

196 勝田池 三豊市 豊中町比地大郷戸360

197 宮池 三豊市 豊中町比地大神ﾉ木3035

198 緑池 三豊市 詫間町詫間1038

199 とびのす池 三豊市 詫間町詫間69-5

200 中郷新池 三豊市 詫間町詫間732-60
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201 本村新池 三豊市 詫間町詫間2748

202 北浦上池 三豊市 詫間町松崎1899

203 北浦下池 三豊市 詫間町松崎1808-1

204 松崎奥池 三豊市 詫間町松崎1193

205 大腕池 三豊市 詫間町松崎160

206 普入池 三豊市 詫間町松崎107

207 加徳池 三豊市 詫間町詫間1303-1

208 宝城池 三豊市 詫間町詫間1568-1

209 神田中池 三豊市 詫間町詫間1425

210 田井新池 三豊市 詫間町詫間2436

211 平池 三豊市 詫間町詫間2261

212 狩場池 三豊市 詫間町詫間2547

213 犬尾池 三豊市 詫間町詫間2673

214 又池１号 三豊市 詫間町詫間2687

215 篠谷池 三豊市 詫間町詫間2738

216 ハス池 三豊市 詫間町詫間2848-1

217 権現免池 三豊市 詫間町詫間4582-1

218 東香田新池 三豊市 詫間町香田259-1

219 野田池 三豊市 詫間町大浜甲456-1

220 村池 三豊市 詫間町大浜甲1991-1

221 三畝町池 三豊市 詫間町積64-1

222 清神池 三豊市 詫間町積429

223 山田池 三豊市 詫間町積1102-1

224 箱中池 三豊市 詫間町箱542

225 仁呂浜南池 三豊市 詫間町生里810-1

226 菰池 三豊市 高瀬町上麻中岡286

227 津々地池 三豊市 高瀬町下麻西河内2270-1外1筆

228 大門池 三豊市 高瀬町下麻上荘田515

229 大平池 三豊市 高瀬町羽方赤芝2467外2筆

230 羽砂子池 三豊市 高瀬町佐股岡甲1122-1

231 山池 三豊市 高瀬町下勝間道音寺1777

232 上ノ池 三豊市 高瀬町比地中井ﾉ口3117

233 かやの下池 三豊市 高瀬町比地中井ﾉ口3072

234 蓮池 三豊市 高瀬町下勝間六ﾂ松1260

235 加茂池 三豊市 高瀬町下勝間加茂2642

236 楠池 三豊市 高瀬町上高瀬原579

237 裏池 三豊市 高瀬町上勝間平池2065

238 草池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4181

239 宮池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4218

240 中池 三豊市 山本町辻岡之上4604ｰ1
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所在地

241 蓮花池 三豊市 山本町辻奥蓮花4785

242 五反地池 三豊市 山本町神田五反地14

243 瓦地新池 三豊市 山本町神田休道265ｰ1

244 長池 三豊市 山本町神田堂免2776

245 宮池 三豊市 山本町神田知蔵坊4177

246 塚谷池 三豊市 三野町大見道免甲763

247 鴨坂池 三豊市 三野町大見深尾甲5054

248 荷池 三豊市 三野町大見甲6344-1

249 五郎池 三豊市 三野町大見天道乙91-6

250 王子谷池 三豊市 三野町下高瀬日裏2859

251 山神池 三豊市 三野町吉津津ﾉ前甲861-2

252 四郎池 三豊市 豊中町比地大池ﾉ内3398

253 則定池 三豊市 豊中町比地大池ﾉ内3438

254 山池 三豊市 豊中町笠田笠岡原谷23

255 松崎新池 三豊市 詫間町松崎1335

256 守屋池 三豊市 詫間町松崎903

257 神田神池 三豊市 詫間町詫間1746

258 積奥池1号 三豊市 詫間町積367

259 箱大池 三豊市 詫間町箱180-1

260 粟島大池1号 三豊市 詫間町粟島1291-1

261 新池 三豊市 仁尾町仁尾字詫間越戊340

262 中池 三豊市 仁尾町家ﾉ浦字家ﾉ浦444

263 原小池 三豊市 仁尾町仁尾字北草木丙1868

264 稲々池 三豊市 仁尾町仁尾字北草木丙1411-1

265 女池 三豊市 仁尾町仁尾字曽保甲428-1

266 西縁池 三豊市 財田町財田上字霜夜5096

267 弥重上池 三豊市 財田町財田上字弥重5008

268 いば池 三豊市 財田町財田上字阿須波6439

269 私池 三豊市 財田町財田上字船江7245

270 ブイチ池 三豊市 財田町財田上字雨ﾉ宮4038ｰ1

271 東池 三豊市 財田町財田上字日ﾉ浦4351

272 カマン池 三豊市 財田町財田上字猿児田3169ｰ1

273 滝の宮池 三豊市 財田町財田上字滝ﾉ宮3280

274 イケンサコ池 三豊市 財田町財田上字山際3202

275 岩辺池 三豊市 財田町財田上字岩辺3289ｰ1

276 チキン谷池 三豊市 財田町財田上字庄佐谷654

277 前田池 三豊市 財田町財田中字野津後879

278 大原池 三豊市 高瀬町上麻大原3157

279 地蔵池 三豊市 高瀬町上麻下栂2122

280 鶴川池 三豊市 高瀬町下麻中大原3316



No. ため池の名称

防災重点農業用ため池一覧表（三豊市）
所在地

281 中池 三豊市 高瀬町比地中宮ﾉ谷408

282 陽水池 三豊市 高瀬町比地龍章2393

283 丸山池 三豊市 高瀬町比地法新2826

284 宮池 三豊市 高瀬町比地宮ﾉ谷302-1

285 片上池 三豊市 高瀬町新名川東1530

286 内間池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4297-1

287 南池 三豊市 山本町辻池ﾉ内2167

288 山池 三豊市 山本町辻岡松4463

289 清水池 三豊市 山本町辻岡松4475

290 岡の上下池 三豊市 山本町辻岡ﾉ上4685

291 濁池 三豊市 山本町神田濁池2250ｰ3

292 黒田新池 三豊市 山本町神田大岩谷3385

293 宮池 三豊市 山本町大野弥口859

294 西奥池 三豊市 三野町大見大上甲2481

295 辻堂池 三豊市 三野町大見大門甲5127

296 仁池 三豊市 三野町下高瀬日裏2831

297 皿池 三豊市 三野町吉津宗吉甲145

298 上池 三豊市 三野町吉津宗吉甲886

299 郡池 三豊市 三野町吉津山越甲1715

300 大池 三豊市 豊中町岡本大池484

301 二の池 三豊市 豊中町岡本大池478

302 湊池 三豊市 仁尾町仁尾字北草木丙176-1

303 丸山池 三豊市 仁尾町仁尾字南草木乙924

304 大池 三豊市 財田町財田上字山口7417

305 安ノ谷池 三豊市 財田町財田中字大間1258ｰ1

306 たわ谷池 三豊市 財田町財田中字鴫山4917ｰ3

307 松木谷池 三豊市 財田町財田中字西地1364

308 麻坂下池 三豊市 高瀬町下麻唐太谷2757-1

309 万座池 三豊市 高瀬町下麻宮ﾉ浦2953-1

310 菰池 三豊市 高瀬町上麻大原3154-1

311 柳池 三豊市 高瀬町上麻宗板2843

312 タタラ谷池 三豊市 高瀬町上麻城谷1562外1筆

313 穀川池 三豊市 高瀬町上麻善能寺甲1844

314 岩神池 三豊市 高瀬町上麻岩神1922

315 九頭神池 三豊市 高瀬町下麻九頭神1750-1

316 緒子付池 三豊市 高瀬町下麻中緒子付60

317 浦谷池 三豊市 高瀬町羽方浦池谷2157

318 藤前池 三豊市 高瀬町羽方藤前2069

319 新池 三豊市 高瀬町羽方田ﾉ西1268-1

320 弓明池 三豊市 高瀬町佐股前山甲2964
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防災重点農業用ため池一覧表（三豊市）
所在地

321 皿池 三豊市 高瀬町佐股皿池甲1581

322 新池 三豊市 高瀬町下勝間西山1240

323 菖蒲池 三豊市 高瀬町下勝間西山1241

324 常水池 三豊市 高瀬町比地南郷2123

325 新之池 三豊市 高瀬町比地長坂3153-1

326 小原池 三豊市 高瀬町新名城山1941

327 惣田池 三豊市 高瀬町上高瀬原754

328 溜り池 三豊市 高瀬町上高瀬昼原3658

329 門之池 三豊市 高瀬町上高瀬向原2331

330 猫坂池 三豊市 高瀬町上高瀬北原4274-1

331 羽根池 三豊市 高瀬町上高瀬北原4467外1筆

332 狩ヶ谷池 三豊市 高瀬町上高瀬平見4766-1

333 大谷上池 三豊市 高瀬町上高瀬南原3105

334 空ノ池 三豊市 高瀬町上勝間鴨谷2542

335 薄池 三豊市 高瀬町上麻砂谷721

336 船江池 三豊市 財田町財田上字船江7166ｰ1

337 坂の浦池 三豊市 財田町財田上字平地6806

338 鍋屋池 三豊市 山本町辻高額2319

339 国吉池 三豊市 山本町辻中西2799

340 浦谷新池 三豊市 山本町辻新目3629ｰ1

341 袋池 三豊市 山本町辻松木4077

342 下池 三豊市 山本町辻岡之上4613

343 岡松池 三豊市 山本町辻坂下4883

344 鑢鞴池 三豊市 山本町辻坂下4886

345 黒川池 三豊市 山本町辻坂下4951

346 江谷池 三豊市 山本町河内三条坊479

347 桐谷池 三豊市 山本町神田中桐谷560

348 菖蒲池 三豊市 山本町神田上山才1653

349 ケラン谷池 三豊市 山本町神田川北3683ｰ1

350 安藤池 三豊市 山本町神田山洞蛇乙68ｰ14

351 佐良池 三豊市 三野町大見原上甲149

352 念仏田池 三豊市 三野町大見出井上甲512

353 鏡池 三豊市 三野町大見道免甲816

354 新池 三豊市 三野町大見西大見甲2462

355 百々池 三豊市 三野町大見大上甲2464

356 宮池 三豊市 三野町大見宮脇甲2876

357 豆塚下池 三豊市 三野町大見鳥坂上甲4452

358 新池 三豊市 三野町大見鳥坂甲4951

359 丸山池 三豊市 三野町大見大門甲5236

360 寺池 三豊市 三野町大見菰池甲5894



No. ため池の名称

防災重点農業用ため池一覧表（三豊市）
所在地

361 権左エ門中池 三豊市 三野町大見菰池甲5899

362 権左エ門下池 三豊市 三野町大見菰池甲5900-1

363 皿池 三豊市 三野町大見西原甲6345-1

364 黒岩奥池 三豊市 三野町大見黒岩甲7179

365 中池 三豊市 三野町吉津山越甲1896

366 蓮池 三豊市 豊中町比地大平池2342

367 大谷新池 三豊市 豊中町下高野龍峰2230

368 血の池 三豊市 豊中町下高野札場340

369 中の池 三豊市 豊中町下高野札場469

370 新池 三豊市 豊中町岡本大池522

371 庄屋池 三豊市 豊中町上高野福岡3336

372 玉池 三豊市 豊中町笠田笠岡野津午9071-1

373 清見池 三豊市 豊中町笠田笠岡原谷193

374 有田池 三豊市 豊中町笠田笠岡原谷110

375 菖蒲池 三豊市 豊中町笠田笠岡松山3133

376 水出新池 三豊市 詫間町松崎2582

377 サオミ池 三豊市 詫間町詫間2895-1

378 天満池 三豊市 詫間町詫間4525-1

379 中尾瀬池 三豊市 詫間町詫間5170-1

380 西香田上池 三豊市 詫間町香田528

381 船越大池 三豊市 詫間町大浜甲1405-1

382 上川池 三豊市 詫間町大浜甲1949

383 乳薬師２号 三豊市 詫間町大浜甲928

384 積奥池２号 三豊市 詫間町積361-2

385 生里山桃１号 三豊市 詫間町生里547

386 仁呂浜北池 三豊市 詫間町生里977-1

387 上梅花池 三豊市 仁尾町仁尾字仁尾ﾉ上己116-1

388 原池 三豊市 仁尾町仁尾字詫間越戊840-1

389 とびのこ上池 三豊市 財田町財田上字浦ﾉ谷5628

390 新池 三豊市 財田町財田上字立石4636

391 キリ池 三豊市 財田町財田上字石船4165

392 尾賀瀬３号 三豊市 財田町財田上字尾賀瀬4231

393 長池 三豊市 財田町財田上字梟谷2929

394 戸川池 三豊市 財田町財田上字戸川70ｰ1

395 溝口池 三豊市 財田町財田上字溝口7514ｰ2

396 池の谷池 三豊市 財田町財田上字石ﾉ塔7478

397 平間池下 三豊市 財田町財田上字大滝1181

398 平間池上 三豊市 財田町財田上字大滝1182

399 新池 三豊市 財田町財田上字塔重7697

400 尾池 三豊市 財田町財田上字尾池1234
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401 金場池 三豊市 財田町財田中字宮尾3652ｰ1

402 助造池 三豊市 財田町財田中字北ﾉ山3419

403 皿谷上池 三豊市 財田町財田中字大谷3204

404 小原下池 三豊市 財田町財田中字堀2330

405 桜池 三豊市 財田町財田中字川西731

406 吉田青池 三豊市 財田町財田中字吉田西244

407 平屋敷池 三豊市 財田町財田中字北原4336

408 方面池 三豊市 財田町財田中字北原4399

409 長幸池 三豊市 高瀬町下麻西増原1921

410 小池 三豊市 高瀬町上麻大原3107

411 小谷下池 三豊市 高瀬町上麻城谷1578-3

412 蝮谷池 三豊市 高瀬町下麻下荘田583

413 奥池 三豊市 高瀬町下勝間西山1182

414 裏池 三豊市 高瀬町上勝間首山3330

415 裏ノ池 三豊市 高瀬町上勝間五歩田3880

416 下瓦池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4194外2筆

417 上瓦池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4197

418 大林下池 三豊市 高瀬町上勝間西ﾉ脇4249

419 伊藤池 三豊市 山本町神田奥内413

420 大西池 三豊市 山本町神田奥内417

421 安藤池 三豊市 山本町神田川西岩瀬1001

422 三宅池 三豊市 山本町神田南桐谷乙205ｰ8

423 小山池 三豊市 山本町神田時雨乙506ｰ23

424 弥治郎池 三豊市 三野町大見道免甲764

425 道池 三豊市 三野町大見道免甲774-1

426 おろち池 三豊市 三野町大見道免甲812

427 東池 三豊市 三野町大見深尾甲4993

428 影池 三豊市 三野町大見天道甲6097

429 三角池 三豊市 三野町大見天道甲6126

430 多聞寺池 三豊市 三野町大見天道甲6156

431 過広下池 三豊市 三野町大見天道甲6166

432 過広上池 三豊市 三野町大見天道甲6168

433 山中上池 三豊市 三野町大見峠西原甲6312

434 山中下池 三豊市 三野町大見峠西原甲6314

435 黒岩下池 三豊市 三野町大見黒岩甲7139

436 鴨池 三豊市 三野町吉津津ﾉ前甲1652

437 金鳥池 三豊市 豊中町上高野片山2127

438 燕池 三豊市 豊中町比地大井ﾉ口137

439 豊稔池 三豊市 詫間町松崎2205

440 水出下池 三豊市 詫間町松崎2091
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441 水出奥池 三豊市 詫間町松崎2281

442 箱北池 三豊市 詫間町箱728

443 地蔵池下 三豊市 財田町財田上字別所尻5926

444 芋尾池 三豊市 財田町財田上字芋尾6773ｰ5

445 奥の宮２ 三豊市 財田町財田上字榎木谷3639

446 うんと池 三豊市 財田町財田上字鵯ﾉ原2817

447 三宝池 三豊市 財田町財田上字宮坂1379

448 新池 三豊市 山本町神田小太郎4204

449 小太郎池 三豊市 山本町神田小太郎4224

450 島の池 三豊市 豊中町笠田竹田川向867

451 菅池 三豊市 豊中町笠田笠岡中尾1234

452 神田上池 三豊市 詫間町詫間1707

453 上山田池 三豊市 仁尾町仁尾字南草木乙2346

454 水倉池 三豊市 三野町大見岡崎甲2184

455 五右衛門池 三豊市 豊中町笠田笠岡中尾1277-1

456 奥池 三豊市 高瀬町羽方下北谷922

457 西原池 三豊市 豊中町岡本原下1282

458 奥池 三豊市 財田町財田上字畑ﾉ谷3361ｰ5

459 源宗寺池 三豊市 高瀬町上麻重谷寺3324-3外7筆

460 新池 三豊市 豊中町本山原下甲2230

461 中郷中池 三豊市 詫間町詫間1530

462 多度津池 三豊市 高瀬町上麻樫谷1508-3

463 地蔵池 三豊市 高瀬町羽方西ﾉ谷2850-43

464 霧池 三豊市 高瀬町羽方向井1309-4

465 下池 三豊市 高瀬町下麻天狗谷3595-2

466 菰池 三豊市 高瀬町羽方幸ﾉ神1163-1

467 私池 三豊市 高瀬町上高瀬原600

468 かがつ池 三豊市 高瀬町上高瀬東原5362-1

469 江谷池 三豊市 山本町財田西前山谷1397

470 伊藤池 三豊市 山本町財田西鹿ﾉ谷1448

471 太郎池 三豊市 財田町財田上字高租谷5398ｰ2

472 豊田池 三豊市 山本町河内亀田296-1

473 山池 三豊市 三野町吉津真平山丙200-311

474 寺池 三豊市 高瀬町下勝間新田1058-1外1筆

475 鍋尻２号 三豊市 詫間町大浜甲121

476 西岡池 三豊市 財田町財田中字西岡345

477 蓮池 三豊市 高瀬町上麻岡ﾉ坊3296-21

478 輝池 三豊市 高瀬町下麻古荒神3902-2


