
Ｘ Ｙ Ｈ 緯度（北緯） 経度（東経） 備考
C' 久良岐郡神奈川縣廰内舊旗檣點 横浜市中区日本大通
K 久良岐郡根岸村 横浜市中区根岸台
M 久良岐郡大田村 横浜市南区清水ヶ丘
R 橘樹郡保土ヶ谷驛 横浜市保土ヶ谷区宮田町
1 橘樹郡保土ヶ谷驛 横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘 撤去されて国土地理院に保管
2 久良岐郡永田村 横浜市南区永田山王台 標石は撤去、蓋石のみ残存確認
3 久良岐郡岡村 横浜市磯子区岡村二丁目
4 都築郡今井村 横浜市保土ヶ谷区今井町
5 鎌倉郡上柏尾村 横浜市戸塚区上柏尾町
6 鎌倉郡永谷村 横浜市港南区上永谷
7 鎌倉郡岡津村 横浜市泉区中田北三丁目 測点敷地の四隅に境界杭あり
8 鎌倉郡汲澤村 横浜市戸塚区汲沢二丁目
9 鎌倉郡上倉田村 横浜市戸塚区上倉田町
10 鎌倉郡飯田村 横浜市泉区上飯田町
11 高座郡西俣野村 藤沢市西俣野
12 鎌倉郡小雀村 横浜市戸塚区小雀字山谷 残存 -69756.431 -29329.351 82.035 35°22′14.89649″ 139°30′38.00068″ H27.5.13　間接測定
13 高座郡圓行村 藤沢市円行
14 高座郡石川村 藤沢市鍛冶山 撤去されて藤沢市教育委員会に保管
15 高座郡藤澤驛 藤沢市立石三丁目 残存 -70545.886 -31947.114 53.008 35°21′48.98892″ 139°28′54.40030″ H27.5.13　間接測定
16 高座郡遠藤村 藤沢市遠藤
17 高座郡堤村 茅ヶ崎市堤 移設
18 高座郡大庭村 藤沢市大庭
19 高座郡獺郷村 藤沢市獺郷字大六天521番ロ 移設
20 高座郡寺尾村 茅ヶ崎市下寺尾 撤去されて国土地理院に保管
21 高座郡赤羽根村 茅ヶ崎市赤羽根 撤去されて国土地理院に保管
22 高座郡宮山村 高座郡寒川町宮山字植松
23 高座郡一之宮村 高座郡寒川町一之宮
24 高座郡濱之郷村 茅ヶ崎市浜之郷 残存 -72733.558 -40248.052 5.550 35°20′36.91771″ 139°23′25.95019″ H27.5.13　間接測定
25 大住郡田村 平塚市横内字樋口 残存 -68627.669 -43590.212 8.975 35°22′49.64868″ 139°21′12.79773″ H27.5.19　直接測定
26 大住郡小峯村 平塚市東豊田
27 大住郡馬入村 平塚市馬入
28 大住郡城所村 平塚市城所
29 大住郡纏村 平塚市纒
30 大住郡平塚驛 平塚市平塚五丁目
31 大住郡北金目村 平塚市北金目
32 大住郡上吉澤村 平塚市上吉沢 本体は祠の基礎の可能性あり。蓋石のみ残存確認

33 淘綾郡萬田村 平塚市万田 蓋石のみ残存確認
34 大住郡土屋村 平塚市土屋 残存 -71680.948 -52644.672 105.978 35°21′08.99904″ 139°15′14.75005″ H27.5.19　直接測定
35 足柄上郡井之口村 足柄上郡中井町井之口
36 淘綾郡黒岩村 中郡大磯町黒岩字黒岩 移設
37 淘綾郡国府本郷村 中郡大磯町国府本郷
38 足柄上郡藤澤村 足柄上郡中井町藤沢
39 足柄下郡小竹村 小田原市小竹字大台 残存・横倒しになっていた記録あり
40 淘綾郡山西村 中郡二宮町山西字吾妻山
41 足柄上郡田中村 足柄上郡中井町田中字堀米 残存 -75194.051 -56464.233 102.265 35°19′14.24987″ 139°12′44.33763″ H27.5.19　間接測定
42 足柄下郡小竹村 小田原市小竹字長作 残存 -76593.317 -55426.405 72.347 35°18′29.05346″ 139°13′25.76831″ H27.5.19　間接測定
43 淘綾郡川匂村 中郡二宮町川匂
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44 足柄下郡曽我原村 小田原市曽我谷津字大山久保 残存 上空視界が確保できず観測断念

45 足柄下郡曽我別所村 小田原市曽我別所 残存 -77430.827 -57153.209 245.389 35°18′01.52682″ 139°12′17.62102″ H27.5.19　間接測定
46 足柄下郡前川村 小田原市前川字大塚 残存
47 足柄下郡千代村 小田原市千代字仲之町 移設
48 足柄下郡高田村 小田原市高田
49 足柄下郡田島村 小田原市田島
50 足柄下郡曽我谷津村 小田原市曽我岸
51 足柄下郡鴨之宮村 小田原市鴨宮字一ノ坪
52 足柄下郡小八幡村 小田原市小八幡三丁目 移設
53 足柄下郡中曽根村 小田原市中曽根 残存、移設の可能性あり
54 足柄下郡多古村 小田原市扇町五丁目 移設
55 足柄下郡酒匂村 小田原市西酒匂
56 足柄下郡府川村 小田原市府川字諏訪ノ原 残存
57 足柄下郡久野村 小田原市久野 残存、移設の可能性あり
58 足柄下郡小田原驛 小田原市浜町一丁目
59 足柄下郡早川村 小田原市早川
60 足柄下郡酒匂村外國人遊歩規程標札跡 小田原市酒匂三丁目
M1 淘綾郡中里村 中郡二宮町中里
M2 淘綾郡二之宮村 中郡二宮町二宮
M3 淘綾郡山西村 中郡二宮町二宮字首塚
M4 淘綾郡山西村 中郡二宮町山西
M5 淘綾郡山西村 中郡二宮町山西
M6 足柄下郡小田原驛 小田原市城山四丁目
M7 足柄下郡板橋村 小田原市板橋
M8 足柄下郡早川村 小田原市早川一丁目
P 淘綾郡山西村從神奈川縣廰直徑十里 中郡二宮町山西

（注１）緯度、経度については、ＧＮＳＳ（ＧＰＳ）測量で求めた平面直角座標を変換しています。


