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令和 2年 7月 28 日 

気 象 庁 予 報 部 

 

配信資料に関するお知らせ 

～流域雨量指数計算河川の追加等について～ 

（配信資料に関する技術情報  第 446 号、第 489 号関連） 

 

 配信資料に関する技術情報第 446 号における「流域雨量指数（BUFR4 形式）」及び同

第 489 号における「洪水警報の危険度分布（シェープファイル形式）」について、新

たに計算河川を追加するとともに、一部河川の流路データ及び河川名を修正しますの

で、下記のとおりお知らせします。 

 なお、流域雨量指数及び洪水警報の危険度分布のデータフォーマットに変更はあり

ません。 

 

  記 

 

 ○変更日時： 

   令和２年８月６日 13 時 00 分（日本時間）の配信データから 

 

 ○変更対象データ： 

 データ ファイル形式 

リアルタイム配信 

データ 

①流域雨量指数 BUFR4 

②洪水警報の危険度分布※1 シェープファイル 

あらかじめ提供する

データ 

③流域雨量指数計算河川及び洪水予報河川の 

 予報区間の流路データ 
シェープファイル 

④河川番号と河川名との対応一覧表※2 CSV 

   ※1 洪水危険度判定値が 0の流路部分は配信データには含まれません。この部分は、あら

  かじめ提供する③の流路データで表示可能です。 

   ※2 気象庁ホームページに掲載しているファイルも更新します。 

 

 これらのサンプルデータ等について気象業務支援センターに提供しています

ので、必要な場合は同センターにお問い合わせください。 
 

 



○新規計算河川の追加

＜流域雨量指数計算河川＞（①②③④のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81001402 新美深川

北海道 81007951 愛宕新川

北海道 81007952 永山新川

北海道 81007953 旧中の川

北海道 81007954 上富丘川

北海道 81007955 旧奈江豊平川

北海道 81007956 境川

北海道 81007957 清水の沢川

北海道 81007958 ポンウシベツ川

北海道 81007959 難波田川

北海道 81013501 柏林台川

北海道 81013502 第二柏林台川

北海道 81507301 クサンル川

北海道 81508301 福寿川

北海道 81509301 送毛川

北海道 81509302 本沢川

北海道 81509303 於札内川

北海道 81510301 ポンナイ川

秋田県 82021301 旧小猿部川

秋田県 82259201 小又川

山形県 82024502 貴船川

山形県 82024503 角間沢川

福島県 82020401 上泉川

福島県 82020402 新川放水路

福島県 82020403 新川

福島県 82020404 実沢川

福島県 82020405 南川放水路

福島県 82020406 大久保川

福島県 82020407 蛇沢川

福島県 82020408 牛縊川

福島県 82020409 賽ノ子川

福島県 82020410 第２竜田川

福島県 82020411 山ノ入川

福島県 82020412 烏帽子森川

福島県 82020413 温井川

福島県 82020414 菅田川

福島県 82020415 大北川

福島県 82020416 滝山川

福島県 82020417 朝日出川

福島県 82020418 横川

福島県 82255201 谷室沢川

福島県 82255202 原川

福島県 82255203 平沢川

福島県 82256201 大倉川



福島県 82256202 三夜川

福島県 82256203 宮川

福島県 82256204 高野川

福島県 82256205 常住川

福島県 82257201 深山口川

福島県 82257202 根小屋川

福島県 82537301 広野川

福島県 82537302 関根川

福島県 82537303 岩落川

福島県 82537304 六反田川

福島県 82537305 松迫川

福島県 82537306 走熊川

福島県 82537307 馬渡川

福島県 82537308 日渡川

福島県 82537309 弁天川

福島県 82537310 神下川

福島県 82537311 吉野谷川

福島県 83026201 中川

福島県 83026202 檜木川

福島県 83541301 障子川

福島県 84034951 下小檜沢川

福島県 84034952 高森川

福島県 84034953 境見川

福島県 84034954 磨上川

福島県 84034955 会津川

福島県 84034956 前の沢

福島県 84034957 入原川

福島県 84034958 打越川

福島県 84034959 大岐川

福島県 84034960 大滝川

福島県 84034961 大土川

福島県 84034962 旧湯川

福島県 84034963 田沢川

福島県 84034964 小塩沢川

福島県 84034965 田の口沢川

福島県 84034966 後田川

福島県 84034967 初瀬川

福島県 84034968 自源寺川

群馬県 83028952 滝川放水路

群馬県 83028953 滝川第二放水路

群馬県 83028954 一貫堀放水路

群馬県 83028955 八瀬川放水路

群馬県 83028956 新谷田川放水路

群馬県 83028957 笹川

埼玉県 83028958 新星川

埼玉県 83028959 新奈良川

埼玉県 83029402 谷治川



千葉県 83028960 二和川

千葉県 83028961 中沢川

新潟県 84034969 福島潟放水路

新潟県 84034970 新発田川放水路

新潟県 84034971 小鳥川

新潟県 84034972 七浦川

新潟県 84034973 新七浦川

新潟県 84034974 新発田川

新潟県 84035951 大通川放水路

新潟県 84035952 新矢川

新潟県 84035953 鳥屋野潟放水路

新潟県 84035954 荒巻川

新潟県 84035955 梅鉢川

新潟県 84035956 みだれ川

新潟県 84035957 貝喰川

新潟県 84035958 表沢川

新潟県 84035959 大平沢川

新潟県 84035960 松沢川

新潟県 84547301 中条川

新潟県 84547302 金山川

新潟県 84547303 下谷川

富山県 84040301

富山県 84040302

富山県 84040303

富山県 84040304

福井県 86068601 大蓮寺川

福井県 86068602 天谷川

長野県 84035961 西川

愛知県 85053601 半之木川

滋賀県 86061904 長浜新川

滋賀県 86061905 小増川

滋賀県 86061906 新川

滋賀県 86061910 西野放水路

京都府 86060201 弘法川放水路

京都府 86060202 室川

京都府 86060203 戸津川川

京都府 86060204 大谷川

京都府 86060205 安井谷川

京都府 86060206 神谷川

京都府 86061907

京都府 86061908 禅定寺川

京都府 86061909 地獄川

京都府 86061911 里川

京都府 86562801 神谷川

京都府 86562802

京都府 86562803 永留川

大阪府 86062201 狭間川



大阪府 86062202 光竜寺川

大阪府 86565301 槇尾川

大阪府 86565302 伊勢路川

大阪府 86565303 三光川

和歌山県 86066601 六箇井川

和歌山県 86066602 大谷川

和歌山県 86286201 高山川

和歌山県 86286202 お仙谷川

和歌山県 86286203 箕川

和歌山県 86288201 瀬田川

和歌山県 86566502 大坪川

和歌山県 86566503 柳畑川

和歌山県 86566504 七力谷

島根県 87074301 中川

島根県 87074302 城山西堀川

島根県 87074303 北堀川

島根県 87074304 四十間堀川

島根県 87291201 午頭川

島根県 87291202 塩冶赤川

島根県 87569301 喜阿弥川

島根県 87569302 東喜阿弥川

島根県 87571301 美田川

島根県 87571302 大橋川

島根県 87571303 三度川

島根県 87571304 境川

島根県 87571305 諏訪川

島根県 87571306 大川

島根県 87571307 多井川

島根県 87571308 横尾川

島根県 88088201 滝の宮川

島根県 88576601 宮前川放水路

山口県 87295201 井手ケ迫川

山口県 87301201 早栗川

徳島県 88084301 新池川

徳島県 88084302 中山谷川

徳島県 88578301 田宮川

徳島県 88578302 助任川

徳島県 88578303 助任川

徳島県 88578304 助任川

徳島県 88578305 沖ノ洲川

福岡県 89092204 白木川

福岡県 89092205 長者川

福岡県 89094302 奈良ケ谷川

福岡県 89094303 古川

福岡県 89094304 諸富川

福岡県 89094305

福岡県 89095201 大谷川



福岡県 89581301 江川

福岡県 89581302 相割川

福岡県 89581303 櫛毛川

福岡県 89582301 高尾川

佐賀県 89094306 六田川

佐賀県 89097201 別府川

佐賀県 89097202 新大納川

佐賀県 89097203 川添川

佐賀県 89098201 多布施川

長崎県 89583401 厳原本川

長崎県 89588401 西山川

宮崎県 89108201

鹿児島県 89594301

鹿児島県 89596401 大王川

＜洪水予報河川＞（②③のデータが対象）

予報区域名

妙正寺川

旭川水系旭川中流部

予報区域コード

830304004700

870712000103



○流路データの削除（②③のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81007051

北海道 81007120 中の川

北海道 81013321

北海道 81013322

福島県 82020070 釈迦堂川

福島県 82020219 駒寄川

福島県 82020240

福島県 82020248

埼玉県 83029154

新潟県 84271215

福井県 86068195 小川

滋賀県 86061484 南流野洲川

滋賀県 86061485 北流野洲川

愛媛県 88088120

佐賀県 89586047 中川上流

※シェープファイルからレコードそのものが削除されます。



○流路データの修正（②③のデータが対象）

＜流域雨量指数計算河川＞

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81001001 天塩川

北海道 81001013 サロベツ川

北海道 81001024

北海道 81001027 雄信内川

北海道 81001028 問寒別川

北海道 81001029 アイカップ川

北海道 81001030 コクネップ川

北海道 81001031 宇戸内川

北海道 81001033 田村川

北海道 81001043 安平志内川

北海道 81001060 ペンケニウプ川

北海道 81001079 中士別十線川

北海道 81001080 川西五線川

北海道 81001111 パンケオンネベツ川

北海道 81001115 下エベコロベツ川

北海道 81001124

北海道 81001135 幌加川

北海道 81001144 丸山赤川

北海道 81001145 東雄信内川

北海道 81001173 ルベシベ川

北海道 81001401 豊栄川

北海道 81003001 湧別川

北海道 81003011 中土場川

北海道 81003111 ヌッポコマナイ川

北海道 81003112

北海道 81003113

北海道 81004013 福山川

北海道 81004021 小幡川

北海道 81004026 小町川

北海道 81004027 無加川

北海道 81004134 パンケビバウシ川

北海道 81004135

北海道 81004136 ペンケビバウシ川

北海道 81005011 車止内川

北海道 81006001 留萌川

北海道 81006002 マサリベツ川

北海道 81006015 林の川

北海道 81006018 チバベリ川

北海道 81007001 石狩川

北海道 81007007 清川

北海道 81007015 中の川

北海道 81007018 当別川

北海道 81007022 篠津川



北海道 81007038 晩生内川

北海道 81007039 北一線川

北海道 81007044 豊沼奈江川

北海道 81007048 奈江豊平川

北海道 81007052 パンケウタシナイ川

北海道 81007053 ペンケウタシナイ川

北海道 81007060 尾白利加川

北海道 81007061 雨竜川

北海道 81007066 オキリカップ川

北海道 81007080 牛朱別川

北海道 81007086 パンケメムナイ川

北海道 81007111 伏籠川

北海道 81007113 篠路新川

北海道 81007115 旧琴似川

北海道 81007119 三樽別川

北海道 81007126 第一茂平沢川

北海道 81007153 嶮淵川

北海道 81007300 支札比内川

北海道 81007308 北光一の沢川

北海道 81007391 十線川

北海道 81007392 十四線川

北海道 81007393

北海道 81007440 ワッカウエンベツ川

北海道 81007457 面白内川

北海道 81007458 大鳳川

北海道 81007459 秩父別桜川

北海道 81007470 美葉牛川

北海道 81007504 幌加内川

北海道 81007629 ポンウシベツ川

北海道 81007630 永山二号川

北海道 81007631 難波田川

北海道 81007643 神水川

北海道 81007661 狩布川

北海道 81007763 当別川

北海道 81009001 後志利別川

北海道 81009022 メップ川

北海道 81009023 下ハカイマップ川

北海道 81009025 上ハカイマップ川

北海道 81009113 オチャラッペ川

北海道 81009114 濁川

北海道 81009116 オチャラッペ川

北海道 81012001 釧路川

北海道 81012015 別保川

北海道 81012036 鐺別川

北海道 81012143 武佐川

北海道 81013023 士幌川



北海道 81013037 芽室川

北海道 81013151 本別川

北海道 81013152 モップ川

北海道 81013280 相生沢川

北海道 81013281 長流枝内川

北海道 81013289 士幌川

北海道 81013419 渋山川

北海道 81013420 パンケホロナイ川

北海道 81201002 声問川

北海道 81201013 タツニウシナイ川

北海道 81202001 猿払川

北海道 81202011 狩別川

北海道 81202012 ポロ川

北海道 81202013 宗谷濁川

北海道 81203001 頓別川

北海道 81203011 豊寒別川

北海道 81203019 宇津内川

北海道 81204001 北見幌別川

北海道 81204015 パンケナイ川

北海道 81204016 ペンケナイ川

北海道 81204017 四線川

北海道 81208001 藻興部川

北海道 81208002 瑠橡川

北海道 81213001 羽幌川

北海道 81213011 大沢川

北海道 81218001 厚沢部川

北海道 81218014 安野呂川

北海道 81218017 館川

北海道 81218018 幌内川

北海道 81218020 糠野川

北海道 81218021 泥川

北海道 81218025 須賀川

北海道 81218111 意養川

北海道 81218115 上濁川

北海道 81230002 浦幌川

北海道 81230024 オベトン川

北海道 81231011 尺別川

北海道 81234016 舌辛川

北海道 81234112 チロッペ川

北海道 81501007 鬼志別川

北海道 81501008 猿骨川

北海道 81504006 藻琴川

北海道 81507002 増幌川

北海道 81507003 ウエンナイ川

北海道 81507004 エノシコマナイ川

北海道 81508020



北海道 81509006 永寿川

北海道 81509007 暑寒別川

北海道 81509015 浜益川

北海道 81510001 谷地川

北海道 81510002 星置川

北海道 81510008 勝納川

北海道 81510019 美国川

北海道 81510031 キライチ川

北海道 81510032 滝の沢川

北海道 81513001 太櫓川

北海道 81513009 見市川

北海道 81513014 来拝川

北海道 81513015 小茂内川

北海道 81513016 姫川

北海道 81513020 青苗川

北海道 81513033 二俣川

北海道 81513203 太櫓川

北海道 81514001 田沢川

北海道 81514003 豊部内川

北海道 81514015 大鴨津川

北海道 81514018 赤神川

北海道 81514020 戸長川

北海道 81514022 大松前川

北海道 81514023 及部川

北海道 81515007 木古内川

北海道 81515009 中の川

北海道 81515010 森越川

北海道 81515013 外記川

北海道 81515015 白符川

北海道 81515016 澗内川

北海道 81515048 福島川

北海道 81515204 ノソベ川

北海道 81515205 茂山川

北海道 81516004 尻岸内川

北海道 81516013 常盤川

北海道 81516015 大野川

北海道 81516018 流渓川

北海道 81516019 茂辺地川

北海道 81516021 大当別川

北海道 81516034 温川

北海道 81516043 石川

北海道 81516054 万太郎沢川

北海道 81517002 折戸川

北海道 81517003 鹿部川

北海道 81517009 川汲川

北海道 81517010 尾札部川



北海道 81517011 八木川

北海道 81517031 折戸沢川

北海道 81517033 苅澗川

北海道 81517034 軍川

北海道 81518005 遊楽部川

北海道 81518011 野田追川

北海道 81518012 落部川

北海道 81518035 鉛川

北海道 81518048

北海道 81519022 国縫川

北海道 81519026 静狩川

北海道 81519046 ナイベコシナイ川

北海道 81520002 苫小牧川

青森県 82014001 岩木川

青森県 82014020 後長根川

青森県 82014021 平川

青森県 82014029 山田川

青森県 82014121 新河

青森県 82014176 稲刈沢川

青森県 82014177 牛沢

青森県 82014204 矢津部川

青森県 82014205 新山田川

青森県 82014206 山田川

青森県 82015130 道地川

青森県 82242013

青森県 82242029 小幌内川

青森県 82244012 松舘川

青森県 82527021 内真部川

青森県 82527023 奥内川

青森県 82527025 飛鳥沢

青森県 82527026 浜田川

青森県 82527029 入内川

青森県 82527032 沼川

青森県 82527055 沖館川

青森県 82528018 清水川

青森県 82529009 新田名部川

青森県 82532003

岩手県 82017033 大平川

岩手県 82017037 興田川

岩手県 82017225 黄海川

岩手県 82017235 砂鉄川

宮城県 82536004 勿来川

宮城県 82536039 砂押川

秋田県 82021024 小猿部川

秋田県 82021178

秋田県 82022002 旧雄物川



秋田県 82242001 奥入瀬川

秋田県 82259001 西部承水路・東部承水路

秋田県 82259012

秋田県 82259022 三種川

秋田県 82259024 中央幹線排水路

秋田県 82259129 大荒沢川

秋田県 82259130 西又川

秋田県 82259135 黒森川

秋田県 82539009 新城川

山形県 82024001 最上川

山形県 82024002 新井田川

山形県 82024012 相沢川

山形県 82024030 野尻川

山形県 82024033 下ノ川

山形県 82024040 大旦川

山形県 82024041 田村川

山形県 82024045 古佐川

山形県 82024046 村山野川

山形県 82024047 乱川

山形県 82024048 倉津川

山形県 82024050 沼川

山形県 82024055 須川

山形県 82024064 中の沢川

山形県 82024069 森ヶ沢川

山形県 82024070 置賜野川

山形県 82024071 福田川

山形県 82024072 置賜白川

山形県 82024073 逆川

山形県 82024074 沼田川

山形県 82024079 吉野川

山形県 82024080 和田川

山形県 82024084 砂川

山形県 82024085 天王川

山形県 82024087 堀立川

山形県 82024089 槇川

山形県 82024115 寺川

山形県 82024124 金谷沢川

山形県 82024303 押切川

山形県 82024333 馬見ヶ崎川

山形県 82024334 馬見ヶ崎川

山形県 82024341 村山高瀬川

山形県 82024346 野呂川

山形県 82024347 逆川

山形県 82024357 犬川

山形県 82024360 龍山川

山形県 82024369 前川



山形県 82024370 思川

山形県 82024371 満開川

山形県 82024395 絹市川

山形県 82024401 尻無沢川

山形県 82024402 荻生川

山形県 82024408 立沼排水路

山形県 82024429 小白川

山形県 82024432 宇津川

山形県 82024459 土会川

山形県 82025001 赤川

山形県 82260001 日向川

山形県 82260011 荒瀬川

山形県 82540009 月光川

山形県 82540010 三瀬川

山形県 82540011 五十川

山形県 82540012 温海川

山形県 82540014 出口沢川

山形県 82540015 早田川

山形県 82540016 巌沢川

山形県 82540017 鼠ヶ関川

山形県 82540047 温海川

山形県 84033025 横川

山形県 84033127 大沢川

福島県 82020022 高根川

福島県 82020023 滝川

福島県 82020032 荒川

福島県 82020041 木幡川

福島県 82020042 若宮川

福島県 82020043 移川

福島県 82020054 仲川

福島県 82020055 白岩川

福島県 82020059 逢瀬川

福島県 82020060 大滝根川

福島県 82020083 堀川

福島県 82020169 塩野川

福島県 82020171 小国川

福島県 82020174 大石川

福島県 82020176 石田川

福島県 82020177 布川

福島県 82020178 糠田川

福島県 82020179 三百川

福島県 82020180 田代川

福島県 82020181 広瀬川

福島県 82020182 小谷沢川

福島県 82020220 口太川

福島県 82020223 移川



福島県 82020267 岩根川

福島県 82020269

福島県 82020270 稲川

福島県 82020271 磐瀬川

福島県 82020272 釈迦堂川

福島県 82020273 竜田川

福島県 82020274 後藤川

福島県 82020275 細野川

福島県 82020276 隈戸川

福島県 82020280 須賀川

福島県 82020285 社川

福島県 82020312 江花川

福島県 82020314 払川

福島県 82251001 玉野川

福島県 82251011 横川

福島県 82251012 宇多川

福島県 82255001 木戸川

福島県 82256001 右支夏井川

福島県 82256002 仁井田川

福島県 82256011 横川

福島県 82256012 新川

福島県 82256013 好間川

福島県 82256014 茨原川

福島県 82256015 真似井川

福島県 82256016 小玉川

福島県 82256017 加路川

福島県 82256018 江田川

福島県 82256019 中川

福島県 82256021 三坂川

福島県 82256022

福島県 82256023 九竜滝川

福島県 82256024 夏井川

福島県 82256025 黒森川

福島県 82256026 車川

福島県 82256027 白岩川

福島県 82256030 相川

福島県 82256111 赤沼川

福島県 82256115 十石川

福島県 82256116 梵天川

福島県 82257001 鮫川

福島県 82257013 天神川

福島県 82257016 四時川

福島県 82257121 鮫川

福島県 82257122

福島県 82537004 宮田川

福島県 82537005 前田川



福島県 82537009 富岡川

福島県 82537010 紅葉川

福島県 82537015 折木川

福島県 82537018 滑津川

福島県 82537021 藤原川

福島県 82537052 山口川

福島県 82537055 矢田川

福島県 83026032 田川

福島県 83026037 小山田川

福島県 83026038 大草川

福島県 83026148 滑川

福島県 83026149 宮川

福島県 83026150 近津川

福島県 83026151 根子屋川

福島県 83541019 蛭田川

福島県 84034058 日橋川

福島県 84034059 宮川（鶴沼川）

福島県 84034193 沼沢川

福島県 84034204 山入川

福島県 84034215 伊南川

福島県 84034314 大塩川

福島県 84034315 姥堂川

福島県 84034318 北口沢

福島県 84034319 一ノ沢

福島県 84034324 大谷川

福島県 84034326 溷川

福島県 84034327 湯川

福島県 84034328 大工川

福島県 84034331 古川

福島県 84034332

福島県 84034333

福島県 84034336 小屋川・大谷川

福島県 84034361 酸川

福島県 84034367 硫黄川

福島県 84034368 梵天川

福島県 84034378 宮川

福島県 84034383 博士川

福島県 84034424 番屋川

福島県 84034999 阿賀川

茨城県 83026001 久慈川

茨城県 83026011 茂宮川

茨城県 83027001 那珂川

茨城県 83027103 大谷川

茨城県 83028001 利根川

茨城県 83028002 江戸川

茨城県 83028028 小貝川



茨城県 83028032 鬼怒川

茨城県 83028109 堀割川

茨城県 83541001 里根川

茨城県 83541002 江戸上川

茨城県 83541009 折笠川

茨城県 83541010 東連津川

茨城県 83541018 新川

栃木県 83027001 那珂川

栃木県 83027035 城間川

栃木県 83027037 権津川

栃木県 83027044 余笹川

栃木県 83027156 坂井川

栃木県 83027157 菅又川

栃木県 83027207 蛇尾川

栃木県 83027208 町井川

栃木県 83027238 黒川

栃木県 83027254 オオバイ沢

栃木県 83028028 小貝川

栃木県 83028032 鬼怒川

栃木県 83028235 五行川

栃木県 83028241 市堀用水

栃木県 83028242 野元川

栃木県 83028244 井沼川

栃木県 83028246 市ノ堀用水路

栃木県 83028248 赤堀川

栃木県 83028249 西田井第一幹線排水路

栃木県 83028269 田川

栃木県 83028275 山田川

栃木県 83028276 前川

栃木県 83028277 逆川

栃木県 83028278 寅己川

栃木県 83028280 江川

栃木県 83028281 山下川

栃木県 83028282 越戸川

栃木県 83028284 西鬼怒川

栃木県 83028285 松川

栃木県 83028293 大谷川

栃木県 83028294 志渡淵川

栃木県 83028328 湯西川

栃木県 83028386 松葉川

栃木県 83028455

栃木県 83028482 旗川

栃木県 83028484 出流川

群馬県 83028001 利根川

群馬県 83028032 鬼怒川

群馬県 83028045 早川



群馬県 83028053 法華沢川

群馬県 83028367 新谷田川

群馬県 83028371 鶴生田川

群馬県 83028372 近藤沼・近藤川

群馬県 83028373 新堀川

群馬県 83028374 谷田川

群馬県 83028480 休泊川

群馬県 83028537 八瀬川

群馬県 83028538 蛇川

群馬県 83028539 聖川

群馬県 83028540 高寺川

群馬県 83028541 大川

群馬県 83028569 大川

群馬県 83028571 神沢川

群馬県 83028580 桃ノ木川

群馬県 83028583 藤沢川

群馬県 83028584 竜の口川

群馬県 83028588 細ヶ沢川

群馬県 83028589 不入沢

群馬県 83028592 八幡川・滝川

群馬県 83028617 中川

群馬県 83028618 井野川

群馬県 83028619 一貫堀川

埼玉県 83028001 利根川

埼玉県 83028002 江戸川

埼玉県 83028042 福川

埼玉県 83028415 星川

埼玉県 83028535

埼玉県 83028536 さすなべ落

埼玉県 83029151 飯盛川

千葉県 83028001 利根川

千葉県 83028002 江戸川

千葉県 83028008 境川

千葉県 83028032 鬼怒川

千葉県 83028093 新坂川

千葉県 83028104 大柏川

千葉県 83028199 高崎川

千葉県 83028202 高崎川

千葉県 83028407 坂川

千葉県 83262014 豊田川

千葉県 83263001 夷隅川

千葉県 83263011 三軒屋川

千葉県 83263012 江場土川

千葉県 83263013 椎木川

千葉県 83263014 神置川

千葉県 83263015 桑田川



千葉県 83263016 松丸川

千葉県 83263017 落合川

千葉県 83263018 大野川

千葉県 83263019 西畑川

千葉県 83263020 市野川

千葉県 83263021 新戸川

千葉県 83263022 古新田川

千葉県 83263111 山田川

千葉県 83542006 真亀川

千葉県 83542007 堀川

千葉県 83544001 畑沢川

千葉県 83544005 蔵波川

千葉県 83544008

千葉県 83544009 新田川

千葉県 83544011 浜野川

東京都 83028002 江戸川

東京都 83030012 丸子川

神奈川県 83544024 新田間川

神奈川県 83544025 大岡川

神奈川県 83544026 中村川

神奈川県 83544047 帷子川

神奈川県 83544307 堀割川

新潟県 83028001 利根川

新潟県 84034013 新発田川

新潟県 84034020 荒川川

新潟県 84034022 大通川

新潟県 84034024 安野川

新潟県 84034026 早出川

新潟県 84034116

新潟県 84034117

新潟県 84034118 塚田川

新潟県 84034122 大荒川

新潟県 84034123 大日川

新潟県 84034125 太田川

新潟県 84034126 新江川

新潟県 84035001 信濃川

新潟県 84035004 大河津分水路

新潟県 84035005 郷本川

新潟県 84035031 飛落川

新潟県 84035033 N.D

新潟県 84035061 田川

新潟県 84035115 能代川

新潟県 84035116 荻曽根川

新潟県 84035117 後田川

新潟県 84035118 宮古川

新潟県 84035119 辻川



新潟県 84035184 矢川

新潟県 84035185

新潟県 84035191 新島崎川

新潟県 84035192 小島谷川

新潟県 84036001 関川

新潟県 84036018 矢代川

新潟県 84272001 鯖石川

新潟県 84547042 柴橋川

新潟県 84547044 見透川

新潟県 84547204 貝屋川

新潟県 84547205 新金山川

新潟県 84549001 鵜川

富山県 84038001 入川

富山県 84038002 黒部川

富山県 84038004 高橋川

富山県 84039001 常願寺川

富山県 84040012 井田川

富山県 84040013 熊野川

富山県 84040113 古川

富山県 84040114 祖母川

富山県 84040116 田島川

富山県 84040117 宮島川

富山県 84040118 土川

富山県 84040120 樋橋川

富山県 84040122

富山県 84040138 磯川

富山県 84041001 庄川

富山県 84042001 小矢部川

富山県 84042011 地久子川

富山県 84042012 千保川

富山県 84042014 祖父川

富山県 84042015 広谷川

富山県 84042016 中川

富山県 84042102 荒又川

富山県 84042103 亀川

富山県 84042113 西大谷川

富山県 84042115 大井川

富山県 84550007 黒瀬川

富山県 84550013 上市川

富山県 84550014 白岩川

富山県 84550016 新堀川

富山県 84550052 川原田川

富山県 84550053 石割川

富山県 84550060 鍛冶川

富山県 84550066 大谷川

富山県 84550067 神谷川



富山県 84551052 堀田川

富山県 84551322 万尾川

富山県 84551323 仏生寺川

石川県 84551025 小又川

石川県 84551029 熊木川

石川県 84551301 日用川

石川県 84551310 御祓川

石川県 84551311 大谷川

福井県 86068012 片川

福井県 86068016 日野川

福井県 86068024 皿川

福井県 86068025 滝波川

福井県 86068026 暮見川

福井県 86068029 赤根川

福井県 86068122 底喰川

福井県 86068152 日詰川

福井県 86068154 日谷川

福井県 86068156 温川

福井県 86068160 浄土寺川

福井県 86068170 桝谷川

福井県 86068183 狐川

福井県 86068188 江端川

福井県 86068189 朝六川

福井県 86068190 高橋川

福井県 86068191 天王川

福井県 86068192 和田川

福井県 86068193 神通川

福井県 86068194 越知川

福井県 86068199 浅水川

福井県 86068201 穴田川

福井県 86068202 鞍谷川

福井県 86068203 河和田川

福井県 86068212 春日野川

福井県 86068219 阿久和川

福井県 86069112 安賀里川

福井県 86561001 高須川

福井県 86561005 河野川

福井県 86561009 馬背川

福井県 86561011 耳川

福井県 86561042

山梨県 83046053 笛吹川

山梨県 83046201 荒川

山梨県 83046208

山梨県 83046209 間門川

山梨県 83046211

山梨県 83046212 濁川



山梨県 83953001 西川

山梨県 83953002

山梨県 83953013 奥川

山梨県 83953014 馬場川

長野県 84035716 金原川

長野県 84035717 成沢川

長野県 85050001 天竜川

長野県 85054001 木曽川

長野県 85054056 笹川

長野県 85054066 木曽川

岐阜県 85054001 木曽川

岐阜県 85055001 揖斐川

静岡県 85045114

静岡県 85045116

静岡県 85045118 佐野川

静岡県 85045128 柿沢川

静岡県 85045135 年川

静岡県 85045166 いどがわ

静岡県 85047017 安倍中河内川

静岡県 85047112 飯間谷川

静岡県 85047122 崩野川

静岡県 85048128 柴沢

静岡県 85049001 菊川

静岡県 85049013 牛淵川

静岡県 85049014 下小笠川

静岡県 85049016 佐束川

静岡県 85049114 小笠高橋川

静岡県 85050001 天竜川

静岡県 85050014 阿多古川

静岡県 85050016 天竜河内川

静岡県 85050017 横山川

静岡県 85050020 河内川

静岡県 85050113 二俣川

静岡県 85276012 前川

静岡県 85276016 三倉川

静岡県 85276128 伏間川

静岡県 85277014 都田川

静岡県 85277018 笠子川

静岡県 85553196 初川

静岡県 85554020 栃山川

静岡県 85554021 坂口谷川

静岡県 85554067 三栗川

静岡県 85554225 野田沢川

静岡県 85555004 東大谷川

静岡県 85555005 弁財天川

静岡県 85555035 芳川



静岡県 85555201 筬川

愛知県 85050001 天竜川

愛知県 85052003 矢作川

愛知県 85053001 庄内川

愛知県 85053002 新川

愛知県 85053014 五条川

愛知県 85053122 薬師川

愛知県 85054001 木曽川

愛知県 85054600 新郷瀬川

愛知県 85557017 大田川

三重県 85054001 木曽川

三重県 85057001 雲出川

三重県 85057003 碧川

三重県 85057010 垣内川

三重県 85057011 中村川

三重県 85057018 山田野川

三重県 85057114 飯福田川

三重県 85057117 榊原川

三重県 85057118 かよう川

三重県 85057119 安子谷川

三重県 85058001 櫛田川

三重県 85058002 祓川

三重県 85058017 風呂屋川

三重県 85058020 西谷川

三重県 85058030 中谷川

三重県 85058032 唐谷川

三重県 85059001 宮川

三重県 85059003 五十鈴川派川

三重県 85059011 汁谷川

三重県 85280001 員弁川

三重県 85280012 弁天川

三重県 85558002 海蔵川

三重県 85558003 三滝川

三重県 85558009 志登茂川

三重県 85558011 岩田川

三重県 85558013 三渡川

三重県 85558018 大堀川

三重県 85558039 横川

三重県 85559004 加茂川

三重県 85559010 桧山路川

三重県 85559011 南張川

三重県 85559013 泉川

三重県 85559014 五ヶ所川

三重県 85559017 東宮川

三重県 85560001 奥川

三重県 85560007 中川



三重県 85560009 八十川

三重県 85560010 古川

三重県 85560021 神内川

三重県 86061176 木津川

三重県 86061368 西出川

三重県 86061390 倉部川

三重県 86067012 相野谷川

三重県 86067112 那智川

滋賀県 86061410 柳川

滋賀県 86061411 際川

滋賀県 86061417 雄琴川

滋賀県 86061430 大谷川

滋賀県 86061432 比良川

滋賀県 86061442 安曇川

滋賀県 86061443 安曇川北流

滋賀県 86061462 百瀬川

滋賀県 86061463 生来川

滋賀県 86061469 狼川

滋賀県 86061490 家棟川

滋賀県 86061523 日野川

滋賀県 86061525 祖父川

滋賀県 86061526 中津井川

滋賀県 86061559 大同川

滋賀県 86061588 文録川

滋賀県 86061589 額戸川

滋賀県 86061590 宇曽川

滋賀県 86061591 南川

滋賀県 86061592 岩倉川

滋賀県 86061598 安食川

滋賀県 86061599 江面川

滋賀県 86061604 野瀬川

滋賀県 86061606 平田川

滋賀県 86061610 水谷川

滋賀県 86061617 天野川

滋賀県 86061660 余呉川

滋賀県 86061805 安壺川

京都府 86060001 由良川

京都府 86060011 八戸地川

京都府 86060012 真壁川

京都府 86060013 久田美川

京都府 86060014 富室川

京都府 86060015 岡田川

京都府 86060016 宇谷川

京都府 86060017 桧川

京都府 86060018 田中川

京都府 86060019 宮川



京都府 86060020 蓼原川

京都府 86060021 尾藤川

京都府 86060026 大呂川

京都府 86060028 和久川

京都府 86060030 土師川

京都府 86060031 大谷川

京都府 86060034 犀川

京都府 86060036 八田川

京都府 86060038 上林川

京都府 86060039 乙味川

京都府 86060043 棚野川

京都府 86060044 原川

京都府 86060045 深見川

京都府 86060047 河内谷川

京都府 86060048 佐々里川

京都府 86060111 池田川

京都府 86060112 平川

京都府 86060113 下見谷川

京都府 86060114 長谷川

京都府 86060115 滝川

京都府 86060116 雲原川

京都府 86060117 北原川

京都府 86060119 宮垣川

京都府 86060122 千原川

京都府 86060123 直見川

京都府 86060124 鴫谷川

京都府 86060125 弘法川

京都府 86060126 竹田川

京都府 86060127 大内川

京都府 86060138 平石川

京都府 86060140 川合川

京都府 86060141 細見川

京都府 86060142 西松川

京都府 86060143 台頭川

京都府 86060144 川合川

京都府 86060146 友淵川

京都府 86060149 猪鼻川

京都府 86060150 井尻川

京都府 86060152 伊路屋川

京都府 86060154 向田川

京都府 86060155 西方川

京都府 86060156 小呂川

京都府 86060157 上八田川

京都府 86060158 井根川

京都府 86060159 浅原川

京都府 86060160 畑口川



京都府 86060161 木住川

京都府 86060163 草壁川

京都府 86060164 古和木川

京都府 86060165 稲早谷川

京都府 86060166 質美川

京都府 86060167 畑川

京都府 86060169 須知川

京都府 86060170 曽根川

京都府 86060172 水呑川

京都府 86060173 西河内川

京都府 86060174 奈良井谷川

京都府 86060176 西川

京都府 86060177 下谷川

京都府 86060178 山森川

京都府 86060182 佐々里川

京都府 86060183 榎原川

京都府 86060191 末川

京都府 86060193 大油子川

京都府 86061145 東掛川

京都府 86061176 木津川

京都府 86061177 大谷川

京都府 86061180 小畑川

京都府 86061181 善峰川

京都府 86061185 西高瀬川

京都府 86061187 東高瀬川

京都府 86061189 東高瀬川

京都府 86061200 貴船川

京都府 86061202 天神川

京都府 86061203 御室川

京都府 86061206 清滝川

京都府 86061208 桂川

京都府 86061211 鵜の川

京都府 86061212 西川

京都府 86061214 雑水川

京都府 86061215 曽我谷川

京都府 86061216 愛宕谷川

京都府 86061217 七谷川

京都府 86061218 古川

京都府 86061219 犬飼川

京都府 86061220 山内川

京都府 86061221 法貴谷川

京都府 86061222 千々川

京都府 86061223 東所川

京都府 86061224 三俣川

京都府 86061225 官山川

京都府 86061228 半田川



京都府 86061229 本梅川

京都府 86061230 八田川

京都府 86061231 音羽川

京都府 86061233 田原川

京都府 86061234 胡麻川

京都府 86061236 木住川

京都府 86061237 中世木川

京都府 86061240 細野川

京都府 86061241 芦見谷川

京都府 86061242 細野川

京都府 86061243 田尻谷川

京都府 86061249 寺谷川

京都府 86061255 井川

京都府 86061256 名木川

京都府 86061262 弥陀次郎川

京都府 86061263 戦川

京都府 86061264 志津川

京都府 86061267 田原川

京都府 86061268 犬打川

京都府 86061269 田原川

京都府 86061275 大福川

京都府 86061276 奥山田川

京都府 86061296 手原川

京都府 86061299 長谷川

京都府 86061300 青谷川

京都府 86061303 玉川

京都府 86061304 遠藤川

京都府 86061314 新川

京都府 86061315 和束川

京都府 86061316 南川

京都府 86061317 中村川

京都府 86061318 小合谷川

京都府 86562001 大雲川

京都府 86562002 神子川

京都府 86562003 大手川

京都府 86562004 野田川

京都府 86562005 男山川

京都府 86562006 三田川

京都府 86562007 畑川

京都府 86562008 世屋川

京都府 86562009 波見川

京都府 86562010 犀川

京都府 86562011 朝妻川

京都府 86562012 筒川

京都府 86562013 吉野川

京都府 86562014 宇川



京都府 86562016 大橋川

京都府 86562017 福田川

京都府 86562020 川上谷川

京都府 86562022 久美谷川

京都府 86562031 天清川

京都府 86562032 池内川

京都府 86562033 今福川

京都府 86562034 香河川

京都府 86562035 岩屋川

京都府 86562036 加悦奥川

京都府 86562037 温江川

京都府 86562038 桜内川

京都府 86562039 滝川

京都府 86562040 長延川

京都府 86562041 奥田川

京都府 86562042 田原川

京都府 86562043 吉野川

京都府 86562044 須川

京都府 86562045 吉永川

京都府 86562046 徳良川

京都府 86562047 鳥取川

京都府 86562048 溝谷川

京都府 86562093 芦原川

京都府 86562095 馬地川

京都府 86562096 河梨川

京都府 86562201 青谷川

京都府 86562202 池ノ内下川

京都府 86562203 寺田川

京都府 86562204 奥山川

京都府 86562500 大谷川

京都府 86562601 大丹生川

京都府 86562603 河辺川

京都府 86562604 朝来川

京都府 86562607 与保呂川

京都府 86562608 伊佐津川

京都府 86562609 高野川

大阪府 86061001 淀川（新淀川）

大阪府 86061005 旧淀川（安治川）

大阪府 86061006 木津川

大阪府 86061008 正蓮寺川

大阪府 86061020 安威川

大阪府 86061118 余野川

大阪府 86061127 番田水路

大阪府 86061156 権現川

大阪府 86061165 芥川

大阪府 86061169 戎川



大阪府 86061573 今川

大阪府 86061579 長門川

大阪府 86061583 箕後川

大阪府 86061586 音川

大阪府 86062001 大和川

大阪府 86062011 西除川

大阪府 86062118 千早川

大阪府 86565002 石津川

大阪府 86565003 芦田川

大阪府 86565004 王子川

大阪府 86565005 大津川

大阪府 86565006 春木川

大阪府 86565007 津田川

大阪府 86565009 見出川

大阪府 86565010 佐野川

大阪府 86565012 男里川

大阪府 86565014 田山川

大阪府 86565015 番川

大阪府 86565016 大川

大阪府 86565017 東川

大阪府 86565036 牛滝川

大阪府 86565046 西川

大阪府 86565203 父鬼川

大阪府 86565205 堀河谷

兵庫県 86061004 庄下川

兵庫県 86061125 槻並川

兵庫県 86063026 大屋川

兵庫県 86064001 加古川

兵庫県 86064002 別府川

兵庫県 86065001 揖保川

兵庫県 86065002 中川

兵庫県 86065024 引原川

兵庫県 86065123 赤西川

兵庫県 86282001 武庫川

兵庫県 86283003 野田川

兵庫県 86284001 夢前川

兵庫県 86284011 水尾川

兵庫県 86285001 千種川

兵庫県 86285117 大日山川

兵庫県 86285119 須安川

兵庫県 86285123 淀川

兵庫県 86285133 大地川

兵庫県 86562029 長谷川

兵庫県 86562107 二又川

兵庫県 86562108 小又川

兵庫県 86562501 西川



兵庫県 86562502 岸田川

兵庫県 86562503 大栃川

兵庫県 86562504 結川

兵庫県 86563001 新川

兵庫県 86563002 東川

兵庫県 86563003 夙川

兵庫県 86563004 宮川

兵庫県 86563005 芦屋川

兵庫県 86563006 天上川

兵庫県 86563008 石屋川

兵庫県 86563009 都賀川

兵庫県 86563010 西郷川

兵庫県 86563013 新湊川

兵庫県 86563016 福田川

兵庫県 86563018 朝霧川

兵庫県 86563023 喜瀬川

兵庫県 86563024 法華山谷川

兵庫県 86563041 苧谷川

兵庫県 86563042 鮎帰川

兵庫県 86563502 大川

兵庫県 86563503 亀の尾川

兵庫県 86563505 普光沢川

兵庫県 86563506 佐方川

兵庫県 86563509 蓬川

兵庫県 86563700 生田川

兵庫県 86564013 塩屋川

兵庫県 86564014 本庄川

奈良県 86061320 白砂川

奈良県 86061323 打滝川

奈良県 86062001 大和川

奈良県 86062123 竹田川

奈良県 86062126 井文字川

奈良県 86062132 高田川

奈良県 86062133 太田川

奈良県 86062134 柿本川

奈良県 86062135 甘田川

奈良県 86062160 地蔵院川

和歌山県 86066001 紀の川

和歌山県 86066011 土入川

和歌山県 86066013 千手川

和歌山県 86066014 七瀬川

和歌山県 86066015 住吉川

和歌山県 86066016 根来川

和歌山県 86066035 中谷川

和歌山県 86066112 高川

和歌山県 86066113 山田川



和歌山県 86066500 春日川

和歌山県 86286001 有田川

和歌山県 86286012 鳥尾川

和歌山県 86286013 天満川

和歌山県 86288001 富田川

和歌山県 86289001 日置川

和歌山県 86289011 安宅川

和歌山県 86290001 古座川

和歌山県 86565018 阿振川

和歌山県 86565019 堤川

和歌山県 86566002 市堀川

和歌山県 86566003 日方川

和歌山県 86566004 加茂川

和歌山県 86566006 広川

和歌山県 86566013 印南川

和歌山県 86566015 切目川

和歌山県 86566020 左会津川

和歌山県 86566024 和深川

和歌山県 86566031 亀の川

和歌山県 86566033 四箇井川

和歌山県 86566036 宮川

和歌山県 86566048 大又川

和歌山県 86566079 太田川

和歌山県 86566308 太田川

和歌山県 86566311 那智川

和歌山県 86566401 水軒川

鳥取県 87071001 千代川

鳥取県 87071022 安蔵川

鳥取県 87071023 土師川

鳥取県 87071026 白坪川

鳥取県 87071139 来見野川

鳥取県 87071145 吉川川

鳥取県 87071147 加地川

鳥取県 87071152 西ケ谷川

鳥取県 87071153 新見川

鳥取県 87071157 真鹿野川

鳥取県 87071159 北股川

鳥取県 87072015 加谷川

鳥取県 87072016 大谷川

鳥取県 87072128 清水川

鳥取県 87072129 福原川

鳥取県 87072130 小泉川

鳥取県 87072138 田代川

鳥取県 87073022 板井原川

鳥取県 87073031 若松川

鳥取県 87073032 野組川



鳥取県 87073113 北方川

鳥取県 87073114 絹屋川

鳥取県 87073126 横路川

鳥取県 87073127 門谷川

鳥取県 87073128 秋原川

鳥取県 87073133 奥粟谷川

鳥取県 87073134 砥波川

鳥取県 87073135 阿毘縁川

鳥取県 87073147 深山口川

鳥取県 87074012 旧加茂川

鳥取県 87074013 加茂川

鳥取県 87567004 細川

鳥取県 87567010 園川

鳥取県 87567032 長谷川

島根県 87074015 伯太川

島根県 87074027 京橋川

島根県 87074028 比津川

島根県 87074029 講武川

島根県 87074144 北田川

島根県 87074145 朝酌川

島根県 87075015 八戸川

島根県 87076023 津和野川

島根県 87291011 赤川

島根県 87292011 牛谷川

島根県 87568011 堀川

島根県 87568032 高浜川

島根県 87568033 古内藤川

島根県 87568042 静間川

島根県 87569004 敬川

島根県 87569008 浜田川

岡山県 87071001 千代川

岡山県 87077047 湯の谷川

岡山県 87077049 赤和瀬川

岡山県 87077050 遠藤川

岡山県 87077051 中津河川

岡山県 87077117 鵜飼川

岡山県 87077123 八塔寺川

岡山県 87077199 加茂川

岡山県 87077216 宮部川

岡山県 87077223 羽出川

岡山県 87078047 山田川

岡山県 87078048 下和川

岡山県 87078049 高松川

岡山県 87079001 高梁川

岡山県 87079035 井原川

岡山県 87572001 石谷川



広島県 87075040 天神川

広島県 87075043 砂井谷川

広島県 87075047 生田川

広島県 87075059 戸島川

広島県 87075061 砂田川

広島県 87075064 出原川

広島県 87075180 二重谷川

広島県 87075184 吸谷川

広島県 87075187 木地山川

広島県 87075192 尻無川

広島県 87075193 俵原川

広島県 87075213 久泉原川

広島県 87075225 天樋川

広島県 87075237 吉原川

広島県 87075238 冠川

広島県 87075239 見田川

広島県 87075245 野谷川

広島県 87075253 耳高川

広島県 87075282 小谷川

広島県 87075289 冠川

広島県 87075292 岩戸川

広島県 87079161 仁吾川

広島県 87079162 天田川

広島県 87079171 未渡川

広島県 87079172 白石川

広島県 87079181 小串川

広島県 87079187 道後川

広島県 87079188 持丸川

広島県 87080021 阿字川

広島県 87080022 永野川

広島県 87080028 神崎川

広島県 87080141 矢熊川

広島県 87080142 矢野川

広島県 87080143 宇根川

広島県 87081003 天満川

広島県 87081005 猿猴川

広島県 87081029 滝山川

広島県 87081116 根谷川

広島県 87081123 湯坂川

広島県 87081125 関川

広島県 87081129 見坂川

広島県 87081141 大佐川

広島県 87081153 田代川

広島県 87081155 中津谷川

広島県 87297112 イラスケ川

広島県 87297114 神洗川



広島県 87297115 竹保川

広島県 87572021 手城川

広島県 87573009 西野川

広島県 87573011 本川

広島県 87573014 三津大川

広島県 87573025 矢野川

広島県 87573028 御幸川

広島県 87573045 唐谷川

広島県 87573047 熊野川

広島県 87573202 木門田川

広島県 87573300 岡ノ下川

広島県 87573305 大膳川

山口県 87295001 阿武川

山口県 87295002 橋本川

山口県 87295011 玉江川

山口県 87295012 大屋川

山口県 87295019 麦谷川

山口県 87295026 朴川

山口県 87295027 熊ヶ瀬川

山口県 87295111 小松江川

山口県 87299016 鳴川川

山口県 87299113 長野川

山口県 87301126 泉水川

山口県 87301127 湯の上川

山口県 87570009 厚母川

山口県 87570035 黒井川

山口県 87574012 柳井川

山口県 87574013 土穂石川

山口県 87574014 大井川

山口県 87574015 大内川

山口県 87574016 田布施川

山口県 87574028 柳川

山口県 87574029 馬刀川

山口県 87574301 長沢川

山口県 87574309 沢波川

徳島県 88084004 大代谷川

徳島県 88084012 撫養川

徳島県 88084013 大谷川

徳島県 88084025 ほたる川

徳島県 88084031 大谷川

徳島県 88084032 井口谷川

徳島県 88084033 野村谷川

徳島県 88084036 中野谷川

徳島県 88084040 河内谷川

徳島県 88084046 鮎苦谷川

徳島県 88084051 白川谷川



徳島県 88084052 藤川谷川

徳島県 88084053 紺屋谷川

徳島県 88084054 牛首谷川

徳島県 88084115 広石谷川

徳島県 88084122 黒谷川

徳島県 88084123 大山谷川

徳島県 88084124 泉谷川

徳島県 88084127 仁賀木谷川

徳島県 88084150

徳島県 88084152 谷道川

徳島県 88084158 第三西山谷川

徳島県 88084159 久保谷川

徳島県 88084160 菅生谷川

徳島県 88085001 那賀川

徳島県 88085003 桑野川

徳島県 88085022 南川

徳島県 88085026 千本谷

徳島県 88085121 湯桶谷

徳島県 88308021 大木屋谷

徳島県 88578002 福井川

徳島県 88578003 椿川

徳島県 88578011 野根川

徳島県 88578039 冷谷

徳島県 88578045 新町川

香川県 88086001 土器川

香川県 88305014 椛川

香川県 88575002 馬宿川

香川県 88575004 湊川

香川県 88575005 与田川

香川県 88575007 津田川

香川県 88575009 御坊川

香川県 88575013 大束川

香川県 88575014 西汐入川

香川県 88575017 高瀬川

香川県 88575031 古川

香川県 88575036 新川

香川県 88575037 富川

香川県 88575202 春日川

香川県 88575206 大谷川

香川県 88575301 桜川

香川県 88576001 一の谷川

香川県 88576002 柞田川

愛媛県 88088001 肱川

愛媛県 88088020 久米川

愛媛県 88088119 沼田川

愛媛県 88088121 野田本川



愛媛県 88307001 加茂川

愛媛県 88576005 金生川

愛媛県 88576006 契川

愛媛県 88576007 赤之井川

愛媛県 88576008 宮川

愛媛県 88576010 大谷川

愛媛県 88576011 長谷川

愛媛県 88576015 面白川

愛媛県 88576018 荷内川

愛媛県 88576019 阿島川

愛媛県 88576020 国領川

愛媛県 88576021 尻無川

愛媛県 88576022 東川

愛媛県 88576024 前神寺谷川

愛媛県 88576025 中山川

愛媛県 88576026 崩口川

愛媛県 88576027 大曲川

愛媛県 88576028 新川

愛媛県 88576030 北川

愛媛県 88576036 山田井川

愛媛県 88576038 下川川

愛媛県 88576071 鴨川

愛媛県 88576201 柴生北川

愛媛県 88576300 猿子川

愛媛県 88576301 大川

愛媛県 88576304 蒼社川

愛媛県 88576305 浅川

愛媛県 88576306 樋之口川

愛媛県 88576307 品部川

愛媛県 88576308 山之内川

愛媛県 88576312 菊間川

愛媛県 88576319 大川

愛媛県 88576320 久万川

愛媛県 88576321 宮前川

愛媛県 88576324 大川

愛媛県 88576500 樋ノ尾谷川

愛媛県 88577027 辰野川

愛媛県 88577028 来村川

愛媛県 88577029 岩松川

愛媛県 88577046 神田川

愛媛県 88577049 内平川

愛媛県 88577300 菊川

愛媛県 88577301 長洲川

愛媛県 88577302 僧都川

愛媛県 88577303 蓮乗寺川

愛媛県 88577304 惣川



高知県 88084055 赤根川

高知県 88084058 奥大田川

高知県 88089116 安野尾川

高知県 88089124 杉熊川

高知県 88089125 物部川

高知県 88090001 仁淀川

高知県 88309017 中川

高知県 88309018 東川

高知県 88579010 十市川

高知県 88579019 御手洗川

高知県 88579023 萩谷川

高知県 88580002 後川

高知県 88580007 湊川

高知県 88580008 加持川

高知県 88580012 市野瀬川

高知県 88580017 加久見川

高知県 88580028 伊与野川

福岡県 89092011 曲川

福岡県 89092015 犬鳴川

福岡県 89092016 尺岳川

福岡県 89092017 近津川

福岡県 89092018 藤野川

福岡県 89092023 明星寺川

福岡県 89092025 山田川

福岡県 89092111 江川

福岡県 89092112 曲川

福岡県 89092124 山口川

福岡県 89092126 黒丸川

福岡県 89092149 馬敷川

福岡県 89092150 大分川

福岡県 89094001 筑後川

福岡県 89094017 宇田貫川

福岡県 89094026 新宝満川

福岡県 89094032 陣屋川

福岡県 89094034 小石原川

福岡県 89094035 佐田川

福岡県 89094036 美津留川

福岡県 89094037 桂川

福岡県 89094149 口無川

福岡県 89094154 曽根田川

福岡県 89094155 三並川

福岡県 89094160 池田川

福岡県 89094167 二又川

福岡県 89094174 新立川

福岡県 89094175 妙見川

福岡県 89094181 思案橋川



福岡県 89095003 塩塚川

福岡県 89095013 二ツ川

福岡県 89095016 星野川

福岡県 89095019 笠原川

福岡県 89095118

福岡県 89581001 坂井川

福岡県 89581002 新々堀川

福岡県 89581009 奥畑川

福岡県 89581011 貫川

福岡県 89581014 城井川

福岡県 89581015 岩丸川

福岡県 89581016 真如寺川

福岡県 89581018 角田川

福岡県 89581020 中川

福岡県 89581022 佐井川

福岡県 89581032 金山川

福岡県 89581036 志井川

福岡県 89581041 小波瀬川

福岡県 89581201 小波瀬川

福岡県 89582003 釣川

福岡県 89582008 湊川

福岡県 89582010 御笠川

福岡県 89582012 樋井川

福岡県 89582017 七寺川

福岡県 89582018 周船寺川

福岡県 89582019 瑞梅寺川

福岡県 89582024 加茂川

福岡県 89582032 篠間川

福岡県 89582034 大井川

福岡県 89582035 八並川

福岡県 89582036 山田川

福岡県 89582037 高瀬川

福岡県 89582038 朝町川

福岡県 89582040 大根川

福岡県 89582043 猪野川

福岡県 89582044 諸岡川

福岡県 89582046 大佐野川

福岡県 89582047 鷺田川

福岡県 89582053 油山川

福岡県 89582060 雷山川

福岡県 89582202 米多比川

福岡県 89582203 谷山川

福岡県 89582204 薬王寺川

福岡県 89582206 綿打川

福岡県 89582212

福岡県 89586013 大牟田川



福岡県 89586014 堂面川

福岡県 89586037 長溝川

佐賀県 89094001 筑後川

佐賀県 89094011 新川

佐賀県 89094013 城原川

佐賀県 89094014 田手川

佐賀県 89094016 井柳川

佐賀県 89094019 切通川

佐賀県 89094023 沼川

佐賀県 89094111 巨勢川

佐賀県 89094115 佐賀江川

佐賀県 89094116 中池江川

佐賀県 89094125 勘太郎川

佐賀県 89094126 山ノ内川

佐賀県 89094128 寒水川

佐賀県 89094136 安良川

佐賀県 89094137 河内川

佐賀県 89096001 松浦川

佐賀県 89096022 永野川

佐賀県 89096118 志気川

佐賀県 89096125 平之川

佐賀県 89096126 浦川内川

佐賀県 89096130 川古川

佐賀県 89097001 六角川

佐賀県 89097011 牛津川

佐賀県 89097013 蔵堂入江

佐賀県 89097014 馬神川

佐賀県 89097015 六角川

佐賀県 89097016 武雄川

佐賀県 89097113 西郷川

佐賀県 89097114 仁位所川

佐賀県 89097120 高木川内川

佐賀県 89097122 中通川

佐賀県 89097123 山犬原川

佐賀県 89097131 高橋川

佐賀県 89097134 甘久川

佐賀県 89097135 中野川

佐賀県 89098002 八田江

佐賀県 89584014 白川川

佐賀県 89584044 有田川

佐賀県 89586017 福富川

佐賀県 89586019 廻里江川

佐賀県 89586021 中川

佐賀県 89586046 黒川

佐賀県 89586048 木庭川

佐賀県 89586049 早の瀬川



佐賀県 89586056 小谷川

佐賀県 89586057 糸岐川

佐賀県 89586209 鹿島川

佐賀県 89586305 横川

長崎県 89583008 曽川

長崎県 89583009 仁位川

長崎県 89583016 佐護川

長崎県 89583022 瀬川

長崎県 89583025 椎根川

長崎県 89583026 佐須川

長崎県 89584025 里川

長崎県 89585004 木場川

長崎県 89585011 大川原川

長崎県 89585021 中津良川

長崎県 89586064 土黒川

長崎県 89586310 境川

長崎県 89586311 湯江川

長崎県 89586312 田島川

長崎県 89586313 小江川

長崎県 89586314 深海川

長崎県 89586315 段堂川

長崎県 89586316 仁反田川

長崎県 89586329 土黒西川

長崎県 89587007 金田川

長崎県 89588003 伊佐ノ浦川

長崎県 89588006 雪浦川

長崎県 89588011 多以良川

長崎県 89588015 中島川

熊本県 89094001 筑後川

熊本県 89094056 杖立川

熊本県 89094057 手水野川

熊本県 89100001 菊池川

熊本県 89100023 岩原川

熊本県 89100130 日向川

熊本県 89101115 湯浦川

熊本県 89589009 大野川

熊本県 89589018 水無川

熊本県 89589032 浅川

熊本県 89589034 河俣川

大分県 89094001 筑後川

大分県 89094057 手水野川

大分県 89094058 津江川

大分県 89094202 太田川

大分県 89094203 山下川

大分県 89094204 太田川

大分県 89094215 町田川



大分県 89094217 入道川

大分県 89104002 裏川

大分県 89104011 七歩川

大分県 89104014 七瀬川

大分県 89104018 山王川

大分県 89104024 花合野川

大分県 89104135 倉本川

大分県 89105030 三重川

大分県 89105129 三重川

大分県 89105130 秋葉川

大分県 89105151 神原川

大分県 89105152 波木合川

大分県 89105153 緒方川

大分県 89105154 綾木川

大分県 89105164 神馬川

大分県 89105165 尾谷川

大分県 89106013 堤内川

大分県 89106014 井崎川

大分県 89106124 赤木川

大分県 89106125 道の内川

大分県 89107132 西山川

大分県 89107133 傾川

大分県 89581027 伊呂波川

大分県 89581050 五十石川

大分県 89581056 伊呂波川

大分県 89581202 五十石川

大分県 89591004 広瀬川

大分県 89591018 富来川

大分県 89591027 安岐川

大分県 89591041 広瀬川

大分県 89591043 瀬和田川

大分県 89591048 武蔵川

大分県 89591050 吉松川

大分県 89591051 前谷川

大分県 89591061 久木野尾川

大分県 89591204 挾間川

大分県 89591301 八坂川

大分県 89592001 丹生川

大分県 89592002 金道川

大分県 89592003 本田川

大分県 89592031 尾田川

大分県 89592033 久土川

大分県 89592034 佐野川

宮崎県 89107014 行縢川

宮崎県 89108001 小丸川

宮崎県 89108011 鴫野川



宮崎県 89108012 宮田川

宮崎県 89109001 大淀川

宮崎県 89109012 新別府川

宮崎県 89109019 江川

宮崎県 89109020 瓜田川

宮崎県 89109021 飯田川

宮崎県 89109030 炭床川

宮崎県 89109031 有水川

宮崎県 89109032 高崎川

宮崎県 89109033 東岳川

宮崎県 89109034 花木川

宮崎県 89109039 姫城川

宮崎県 89109040 萩原川

宮崎県 89109041 梅北川

宮崎県 89109168 丸谷川

宮崎県 89109170 山田川

宮崎県 89109171 木之川内川

宮崎県 89109199 柳河原川

宮崎県 89110001 川内川

宮崎県 89110052 白川

宮崎県 89110053 稲荷川

宮崎県 89110056 関川

宮崎県 89110057 川北川

宮崎県 89110058 長江川

宮崎県 89110059 二十里川

宮崎県 89110060 池島川

宮崎県 89110065 門川

宮崎県 89110164 池島川

宮崎県 89317031 椎谷川

宮崎県 89318120 吉田川

宮崎県 89318123 八双田川

宮崎県 89319016 猪八重川

宮崎県 89593004 庄手川

宮崎県 89593007 赤岩川

宮崎県 89593014 石崎川

宮崎県 89593025 風田川

鹿児島県 89109037 横市川

鹿児島県 89109043 湯之尻川

鹿児島県 89109044 村山川

鹿児島県 89109180 溝之口川

鹿児島県 89109181 倉掛川

鹿児島県 89109182 瓶でん川

鹿児島県 89109183 粟谷川

鹿児島県 89109193 後川

鹿児島県 89109194 谷川内川

鹿児島県 89109195 今別府川



鹿児島県 89109196 横市川

鹿児島県 89109197 荒川内川

鹿児島県 89109198 炭山谷川

鹿児島県 89110001 川内川

鹿児島県 89110011 原田川

鹿児島県 89110013 八間川

鹿児島県 89110014 小倉川

鹿児島県 89110015 高城川

鹿児島県 89110016 平良川

鹿児島県 89110017 銀杏木川

鹿児島県 89110018 隈之城川

鹿児島県 89110019 田海川

鹿児島県 89110020 樋渡川

鹿児島県 89110021 岩切川

鹿児島県 89110022 樋脇川

鹿児島県 89110023 山田川

鹿児島県 89110024 荒瀬川

鹿児島県 89110025 大山口川

鹿児島県 89110026 久富木川

鹿児島県 89110027 五反田川

鹿児島県 89110028 泊野川

鹿児島県 89110029 海老川

鹿児島県 89110030 穴川

鹿児島県 89110031 夜星川

鹿児島県 89110032 柳野川

鹿児島県 89110033 前川

鹿児島県 89110034 浦川内川

鹿児島県 89110035 辺母木川

鹿児島県 89110036 西ノ山川

鹿児島県 89110037 宮人川

鹿児島県 89110038 針持川

鹿児島県 89110039 羽月川

鹿児島県 89110040 川間川

鹿児島県 89110041 芋田川

鹿児島県 89110042 白川川

鹿児島県 89110043 境川

鹿児島県 89110044 天神川

鹿児島県 89110045 幸田川

鹿児島県 89110046 田尾原川

鹿児島県 89110047 綿打川

鹿児島県 89110048 湯谷川

鹿児島県 89110049 竹下川

鹿児島県 89110050 桶寄川

鹿児島県 89110066 新川

鹿児島県 89110111 網津川

鹿児島県 89110112 草道川



鹿児島県 89110113 八間川

鹿児島県 89110114 牟田川

鹿児島県 89110115 麦之浦川

鹿児島県 89110116 長尾川

鹿児島県 89110118 中間川

鹿児島県 89110119 平佐川

鹿児島県 89110120 百次川

鹿児島県 89110121 勝目川

鹿児島県 89110122 都川

鹿児島県 89110123 木場谷川

鹿児島県 89110124 飛川

鹿児島県 89110125 田代川

鹿児島県 89110126 市比野川

鹿児島県 89110127 武田川

鹿児島県 89110128 戸板野川

鹿児島県 89110129 城後川

鹿児島県 89110130 びわ川

鹿児島県 89110131 菊地田川

鹿児島県 89110132 枯木野川

鹿児島県 89110133 瀬早川

鹿児島県 89110134 秋上川

鹿児島県 89110135 南方川

鹿児島県 89110136 大王川

鹿児島県 89110140 南川

鹿児島県 89110141 荒田川

鹿児島県 89110142 大薄川

鹿児島県 89110143 紫尾川

鹿児島県 89110144

鹿児島県 89110145 求名川

鹿児島県 89110146 馬渡川

鹿児島県 89110147 白木川

鹿児島県 89110148 市山川

鹿児島県 89110150 山ノ口川

鹿児島県 89110151 青木川

鹿児島県 89110152 重留川

鹿児島県 89110153 田中川

鹿児島県 89110155 新川

鹿児島県 89110156 山田川

鹿児島県 89110157 平出水川

鹿児島県 89110158 牛尾川

鹿児島県 89110159 十曽川

鹿児島県 89110160 井立田川

鹿児島県 89110162 平川川

鹿児島県 89110163 小川内川

鹿児島県 89110168 樋脇川

鹿児島県 89110169 釣尾川



鹿児島県 89110170 後川内川

鹿児島県 89110171 樋脇川

鹿児島県 89110172 松尾川

鹿児島県 89111001 肝属川

鹿児島県 89111011 汐入川

鹿児島県 89111012 荒瀬川

鹿児島県 89111013 串良川

鹿児島県 89111014 甫木川

鹿児島県 89111015 高山川

鹿児島県 89111016 柳谷川

鹿児島県 89111017 中山川

鹿児島県 89111018 境川

鹿児島県 89111019 姶良川

鹿児島県 89111020 大姶良川

鹿児島県 89111021

鹿児島県 89111022 下谷川

鹿児島県 89111024 小代崎川

鹿児島県 89111111

鹿児島県 89111112 立小野川

鹿児島県 89111113 河原田川

鹿児島県 89111115 本城川

鹿児島県 89111116 的場川

鹿児島県 89111117 岩屋川

鹿児島県 89111118 二股川

鹿児島県 89111119 苫野川

鹿児島県 89111120 名貫川

鹿児島県 89111121 西迫川

鹿児島県 89111122 清水川

鹿児島県 89320001 菱田川

鹿児島県 89320011 大鳥川

鹿児島県 89320012 松尾川

鹿児島県 89320013 山角川

鹿児島県 89320014 前川

鹿児島県 89320015 獅子込川

鹿児島県 89320016 菱田川

鹿児島県 89320017 狩谷川

鹿児島県 89320111 月野川

鹿児島県 89320112 二瀬元川

鹿児島県 89320113 梅ヶ渡川

鹿児島県 89320114 大鳥川

鹿児島県 89320115 堂篭川

鹿児島県 89320116 大鳥川

鹿児島県 89320117 浦谷川

鹿児島県 89320118 高田川

鹿児島県 89320119 前川内川

鹿児島県 89320120 大谷川



鹿児島県 89321001 天降川

鹿児島県 89321012 西光寺川

鹿児島県 89321014 嘉例川

鹿児島県 89321015 中津川

鹿児島県 89321016 石坂川

鹿児島県 89321017 久留味川

鹿児島県 89321018 馬渡川

鹿児島県 89321019 万膳川

鹿児島県 89321020 天降川

鹿児島県 89321021 清水川

鹿児島県 89321111 郡田川

鹿児島県 89321112 永谷川

鹿児島県 89321113 真田川

鹿児島県 89321114 狩川

鹿児島県 89321115 小谷川

鹿児島県 89321116 三体川

鹿児島県 89321117 佃川

鹿児島県 89321118 竹田川

鹿児島県 89321119 紫尾田川

鹿児島県 89321120 錆河川

鹿児島県 89322001 万之瀬川

鹿児島県 89322011 堀川

鹿児島県 89322012 加世田川

鹿児島県 89322013 大谷川

鹿児島県 89322014 長谷川

鹿児島県 89322015 永里川

鹿児島県 89322016 麓川

鹿児島県 89322017 神殿川

鹿児島県 89322018 野崎川

鹿児島県 89322111 境川

鹿児島県 89322112 武田川

鹿児島県 89322113 内布川

鹿児島県 89322114 立神川

鹿児島県 89322115 田之野川

鹿児島県 89322116 松園川

鹿児島県 89322117 大久保川

鹿児島県 89322118 厚地川

鹿児島県 89322119

鹿児島県 89589309 浦底川

鹿児島県 89589310 汐見川

鹿児島県 89589311 指江川

鹿児島県 89589312 小浜川

鹿児島県 89590015 米ノ津川

鹿児島県 89590016 野田川

鹿児島県 89590017 江内川

鹿児島県 89590018 新田川



鹿児島県 89590019 折口川

鹿児島県 89590020 高松川

鹿児島県 89590021 大橋川

鹿児島県 89590022 大川

鹿児島県 89590023 尻無川

鹿児島県 89590024 西方川

鹿児島県 89590025 湯田川

鹿児島県 89590039 高柳川

鹿児島県 89590040 平良川

鹿児島県 89590041 米ノ津川

鹿児島県 89590042 岩下川

鹿児島県 89590043 高尾野川

鹿児島県 89590044 御手洗川

鹿児島県 89590045 内田川

鹿児島県 89590046 山下川

鹿児島県 89590207 神戸川

鹿児島県 89590208 軸谷川

鹿児島県 89590209 鍋野川

鹿児島県 89590210 樋之谷川

鹿児島県 89590211 高川

鹿児島県 89590212 高牟礼川

鹿児島県 89590213 宇津良川

鹿児島県 89590214 坂元川

鹿児島県 89590215 茶園ヶ段川

鹿児島県 89590216 御手洗川

鹿児島県 89594013 前川

鹿児島県 89594015 田原川

鹿児島県 89594016 津房川

鹿児島県 89594017 久保田川

鹿児島県 89594018 馬口川

鹿児島県 89594019 一ノ谷川

鹿児島県 89594020 辺塚川

鹿児島県 89594021 郡川

鹿児島県 89594040

鹿児島県 89594041 高下谷川

鹿児島県 89594042 尾野見川

鹿児島県 89594043 森山川

鹿児島県 89594045 持留川

鹿児島県 89594046 小田川

鹿児島県 89594047 広瀬川

鹿児島県 89594048 小森川

鹿児島県 89594049 石踊川

鹿児島県 89594050 姫門川

鹿児島県 89594051

鹿児島県 89594206 本村川

鹿児島県 89595001 清水川



鹿児島県 89595002 日木山川

鹿児島県 89595003 網掛川

鹿児島県 89595005 思川

鹿児島県 89595006 稲荷川

鹿児島県 89595007 甲突川

鹿児島県 89595008 新川

鹿児島県 89595009 脇田川

鹿児島県 89595010 永田川

鹿児島県 89595011 木之下川

鹿児島県 89595012 愛宕川

鹿児島県 89595013 八幡川

鹿児島県 89595015 田貫川

鹿児島県 89595016 湊川

鹿児島県 89595017 二反田川

鹿児島県 89595018 新川

鹿児島県 89595020 大川

鹿児島県 89595021 雄川

鹿児島県 89595022 堂之元川

鹿児島県 89595023 神ノ川

鹿児島県 89595024 高須川

鹿児島県 89595025 小谷川

鹿児島県 89595026 本城川

鹿児島県 89595027 河崎川

鹿児島県 89595028 中俣川

鹿児島県 89595029 持木川

鹿児島県 89595031 湯之谷川

鹿児島県 89595032 宇曽ノ木川

鹿児島県 89595033 崎森川

鹿児島県 89595034 蒲生川

鹿児島県 89595035 山田川

鹿児島県 89595037 塩杣川

鹿児島県 89595038 あべ木川

鹿児島県 89595040 幸加木川

鹿児島県 89595041 山崎川

鹿児島県 89595043 大迫川

鹿児島県 89595044 花野川

鹿児島県 89595045 比志島川

鹿児島県 89595046 川田川

鹿児島県 89595047 油須木川

鹿児島県 89595048 新川

鹿児島県 89595049 滝之下川

鹿児島県 89595050 山之田川

鹿児島県 89595051 和田川

鹿児島県 89595052 宮田川

鹿児島県 89595053 馬場川

鹿児島県 89595054 赤瀬川



鹿児島県 89595055 麓川

鹿児島県 89595056 雄川

鹿児島県 89595057 水流川

鹿児島県 89595058 高牧川

鹿児島県 89595059 井川

鹿児島県 89595060 鎮守尾川

鹿児島県 89595061 前田川

鹿児島県 89595201 後郷川

鹿児島県 89595202

鹿児島県 89595203 別府川

鹿児島県 89595204 前郷川

鹿児島県 89595205 田平川

鹿児島県 89595206 西浦川

鹿児島県 89595207

鹿児島県 89595208

鹿児島県 89595209 宮脇川

鹿児島県 89595210 田上川

鹿児島県 89595211 赤瀬川

鹿児島県 89595212 長谷川

鹿児島県 89595213 大藤川

鹿児島県 89595214 長谷川

鹿児島県 89595300 松崎川

鹿児島県 89595301 高橋川

鹿児島県 89595302 検校川

鹿児島県 89596001 轟川

鹿児島県 89596002 土川川

鹿児島県 89596003 平身川

鹿児島県 89596004 荒川

鹿児島県 89596005 五反田川

鹿児島県 89596006 八房川

鹿児島県 89596007 江口川

鹿児島県 89596008 神之川

鹿児島県 89596009 大川

鹿児島県 89596010 永吉川

鹿児島県 89596011 伊作川

鹿児島県 89596012 相星川

鹿児島県 89596013 大浦川

鹿児島県 89596014 笠石川

鹿児島県 89596015 祓川

鹿児島県 89596016 泊川

鹿児島県 89596017 馬追川

鹿児島県 89596018 花渡川

鹿児島県 89596019 尻無川

鹿児島県 89596020 永沢川

鹿児島県 89596021 竹迫川

鹿児島県 89596022 加治佐川



鹿児島県 89596023 水成川

鹿児島県 89596024 石垣川

鹿児島県 89596025 馬渡川

鹿児島県 89596026 高取川

鹿児島県 89596027 集川

鹿児島県 89596029 浜田川

鹿児島県 89596030 小野川

鹿児島県 89596031 オコン川

鹿児島県 89596032 金山川

鹿児島県 89596033 大里川

鹿児島県 89596034 野田川

鹿児島県 89596035 長松川

鹿児島県 89596036 下谷口川

鹿児島県 89596037 太田川

鹿児島県 89596038 二俣川

鹿児島県 89596039 永田川

鹿児島県 89596040 湯之浦川

鹿児島県 89596041 中洲川

鹿児島県 89596042 金山川

鹿児島県 89596201 重信川

鹿児島県 89596202 山田川

鹿児島県 89596203 石谷川

鹿児島県 89596204 福山川

鹿児島県 89596205 上谷口川

鹿児島県 89596206 鳶巣川

鹿児島県 89596300 長川

鹿児島県 89597001 湊川

鹿児島県 89597002 西京川

鹿児島県 89597004 湊川

鹿児島県 89597006 川脇川

鹿児島県 89597007 大川田川

鹿児島県 89597008 早稲田川

鹿児島県 89597009 向井川

鹿児島県 89597010 阿嶽川

鹿児島県 89597011 大浦川

鹿児島県 89597012 宮瀬川

鹿児島県 89597013 郡川

鹿児島県 89597014 鹿鳴川

鹿児島県 89597015 島間川

鹿児島県 89597016 苦浜川

鹿児島県 89597017 阿高磯川

鹿児島県 89597018 大渡瀬川

鹿児島県 89597019

鹿児島県 89597020 甲女川

鹿児島県 89598001 一湊川

鹿児島県 89598002 永田川



鹿児島県 89598004 瀬切川

鹿児島県 89598005 大川

鹿児島県 89598006 栗生川

鹿児島県 89598007 中間川

鹿児島県 89598008 湯川

鹿児島県 89598009 鈴川

鹿児島県 89598010 鯛ノ川

鹿児島県 89598012 中瀬川

鹿児島県 89598013 安房川

鹿児島県 89598014 落ノ川

鹿児島県 89598015 女川

鹿児島県 89598016 たぶ川

鹿児島県 89598017 城之川

鹿児島県 89598018 宮之浦川

鹿児島県 89598019 土面川

鹿児島県 89598031 小楊子川

鹿児島県 89598033 黒味川

鹿児島県 89598034 荒川

鹿児島県 89598035 北沢

鹿児島県 89598036 南沢

鹿児島県 89598037 白谷川

鹿児島県 89598038 クエ川

鹿児島県 89598201 ザンモク川

鹿児島県 89599001 屋仁川

鹿児島県 89599002 前田川

鹿児島県 89599003 秋名川

鹿児島県 89599004 芦花部川

鹿児島県 89599005 浦上川

鹿児島県 89599006 有屋川

鹿児島県 89599007 新川

鹿児島県 89599008 知名瀬川

鹿児島県 89599009 大和川

鹿児島県 89599010 名音川

鹿児島県 89599011 大良川

鹿児島県 89599012 河内川

鹿児島県 89599013 阿木名川

鹿児島県 89599014 嘉徳川

鹿児島県 89599015 役勝川

鹿児島県 89599016 住用川

鹿児島県 89599017 川内川

鹿児島県 89599018 金久田川

鹿児島県 89599019 大川

鹿児島県 89599020 大美川

鹿児島県 89599021 戸口川

鹿児島県 89599031 松ノ木川

鹿児島県 89599032 中勝川



鹿児島県 89600001 港川

鹿児島県 89600002 万田川

鹿児島県 89600003 下田川

鹿児島県 89600004 亀徳川

鹿児島県 89600005 大瀬川

鹿児島県 89600006 本川

鹿児島県 89600007 鹿浦川

鹿児島県 89600008 阿権川

鹿児島県 89600009 上成川

鹿児島県 89600010 秋利神川

鹿児島県 89600011 真瀬名川

沖縄県 90601001 奥川

沖縄県 90601002 辺野喜川

沖縄県 90601003 佐手川

沖縄県 90601004 与那川

沖縄県 90601005 比地川

沖縄県 90601006 田嘉里川

沖縄県 90601007 大保川

沖縄県 90601008 平南川

沖縄県 90601009 源河川

沖縄県 90601010 羽地大川

沖縄県 90601011 我部祖河川

沖縄県 90601012 大井川

沖縄県 90601013 満名川

沖縄県 90601014 屋部川

沖縄県 90601015 轟川

沖縄県 90601016 真謝川

沖縄県 90601017 新川

沖縄県 90601018 比謝川

沖縄県 90601019 大道川

沖縄県 90601020 白比川

沖縄県 90601021 普天間川

沖縄県 90601023 小湾川

沖縄県 90601025 国場川

沖縄県 90601026 報得川

沖縄県 90601028 天願川

沖縄県 90601029 石川川

沖縄県 90601031 奥間川

沖縄県 90601032 西屋部川

沖縄県 90601033 長田川

沖縄県 90601034 与那原川

沖縄県 90601038 長堂川

沖縄県 90601039 ハラマタ川

沖縄県 90601040 サンヌマタ川

沖縄県 90601041 普久川

沖縄県 90601042 大川



沖縄県 90601043 川崎川

沖縄県 90601301 億首川

沖縄県 90601302 宜野座福地川

沖縄県 90601303 辺野古美謝川

沖縄県 90601304 大浦川

沖縄県 90601305 汀間川

沖縄県 90601306 有銘川

沖縄県 90601307 慶佐次川

沖縄県 90601308 福地川

沖縄県 90601309 新川川

沖縄県 90601310 安波川

沖縄県 90601311 大小堀川

沖縄県 90601312 安里川

沖縄県 90603001 宮良川

沖縄県 90603002 磯部川

沖縄県 90603003 名蔵川

沖縄県 90603004 仲間川

沖縄県 90603005 クイラ川

沖縄県 90603006 仲良川

沖縄県 90603007 浦内川

※複数の県をまたがって流れる河川はそれぞれの県で記載されている場合があります。

＜洪水予報河川の予報区間＞

予報区域名

十勝川

神通川

大野川水系

予報区域コード

810108000100

840408000102

890918000100



○河川名の修正（④のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名（修正前） 河川名（修正後）

北海道 81509202  サンショ沢川

宮城県 82536004  砂押川  勿来川

福島県 82020022  広瀬川  高根川

福島県 82251001  宇多川  玉野川

福島県 82256001  夏井川  右支夏井川

福島県 83026037  近津川  小山田川

福島県 83026150  鬼ヶ煩沢  近津川

茨城県 83026113  行石沢

群馬県 83028480  休泊川・神明川  休泊川

千葉県 83028093  坂川  新坂川

千葉県 83263022  夷隅川  古新田川

東京都 83029015  堅川  竪川

新潟県 84035033  郷本川

新潟県 84547205  金山川  新金山川

富山県 84550066  黒瀬川  大谷川

石川県 84044103  館谷川  舘谷川

福井県 86068151  木爪川  木瓜川

静岡県 85554019  東光寺谷川  木屋川

京都府 86060144  中津戸川  川合川

京都府 86060157  八田川  上八田川

京都府 86061233  胡麻川  田原川

京都府 86061234  田原川  胡麻川

京都府 86562022  馬地川  久美谷川

京都府 86562034  奥山川  香河川

京都府 86562095  久美谷川  馬地川

京都府 86562204  香河川  奥山川

奈良県 86062031  纏向川  纒向川

奈良県 86062134  高田川  柿本川

和歌山県 86287118  小薮川  小藪川

岡山県 87079014  槙谷川  槇谷川

山口県 87295002  阿武川  橋本川

香川県 88575034  燗川  爛川

香川県 88575206  大谷川

福岡県 89092124  畑川  山口川

福岡県 89092125  山口川  畑川

福岡県 89092149  大分川  馬敷川

福岡県 89092150  馬敷川  大分川

福岡県 89094026  新宝満川

福岡県 89094154  三並川  曽根田川

福岡県 89094155  曽根田川上流  三並川

福岡県 89095118  星野川

福岡県 89581002  金山川  新々堀川

福岡県 89581032  新々堀川  金山川

福岡県 89581041  白川  小波瀬川



福岡県 89582040  米多比川  大根川

福岡県 89582202  大根川  米多比川

福岡県 89582203  薬王寺川  谷山川

福岡県 89582204  谷山川  薬王寺川

福岡県 89586014  長溝川  堂面川

福岡県 89586037  堂面川  長溝川

佐賀県 89094126  山ノ内川

佐賀県 89094136  安良川

佐賀県 89094137  安良川  河内川

佐賀県 89096118  志気川

佐賀県 89097113  西郷川

佐賀県 89097114  仁位所川

佐賀県 89097120  高木川内川

佐賀県 89584014  有田川  白川川

佐賀県 89586305  横川

熊本県 89101115  花原川  湯浦川

大分県 89094215  町田川

大分県 89094217  町田川  入道川

大分県 89104024  倉本川  花合野川

大分県 89104135  花合野川  倉本川

大分県 89105151  神原川

大分県 89105152  神原川  波木合川

大分県 89105153  緩木川  緒方川

大分県 89105154  緒方川  綾木川

大分県 89105164  神馬川

大分県 89105165  神馬川  尾谷川

大分県 89106124  道ノ内川  赤木川

大分県 89106125  赤木川  道の内川

大分県 89107132  西山川

大分県 89107133  西山川  傾川

大分県 89581027  伊呂波川

大分県 89581050  五十石川

大分県 89591004  近広川  広瀬川

大分県 89591048  挾間川  武蔵川

大分県 89591061  八坂川  久木野尾川

大分県 89591204  武蔵川  挾間川

宮崎県 89109011  古城川  八重川

鹿児島県 89110018  隈之城川

鹿児島県 89110120  勝目川  百次川

鹿児島県 89110121  隈之城川  勝目川

鹿児島県 89111118  高山川  二股川

鹿児島県 89320112  月野川  二瀬元川

鹿児島県 89595038  あべ木川

鹿児島県 89595207  牟礼谷川


