
応募総数 2,315
有効 2,180
無効 135

有効件数の内訳

名称種類 701

応募方法 年代別

専用はがき 2054 １０代 90
官製はがき 29 ２０代 116
封書 33 ３０代 140
ＦＡＸ 8 ４０代 260
Ｅメール 56 ５０代 468

計 2180 ６０代 503
７０代以上 603

計 2180
町村別

田沢湖町 976
角館町 886
西木村 318

計 2180

新 市 名 称 案 応 募 結 果



（５０音順）

№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

あ 43 奥羽市 おうし

1 愛里市 あいざとし 44 奥羽市 おおうし

2 青空市 あおぞらし 45 奥羽玉川市 おううたまがわし

3 暁市 あかつきし 46 桜湖市 おううみし

4 あきこま市 あきこまし 47 桜湖市 おうこし

5 秋駒市 あきこまし 48 桜湖市 おうみし

6 秋仙市 あきせんし 49 桜湖市 おおこうし

7 秋田北東市 あきたうしとらし 50 桜湖市 おおこし

8 秋田観光市 あきたかんこうし 51 桜湖市 おおみし

9 秋田観都市 あきたかんとし 52 桜湖市 さくらいずみこし

10 秋田湖桜市 あきたこざくらし 53 桜湖市 さくらこし

11 秋田湖城市 あきたこじょうし 54 桜湖市 さくらみずし

12 秋田駒ガ岳市 あきたこまがたけし 55 桜湖市 ろうこし

13 秋田駒市 あきたこまし 56 櫻湖市 おうこし

14 秋田こまち市 あきたこまちし 57 桜浦市 おううらし

15 秋田桜田沢湖市 あきたさくらたざわこし 58 桜花市 おうかし

16 秋田さくらたざわレーク市 あきたさくらたざわれーくし 59 桜華市 おうかし

17 秋田第二市 あきただいにし 60 桜雅市 おうがし

18 秋田玉川市 あきたたまがわし 61 桜木市 おうきし

19 秋田内陸市 あきたないりくし 62 桜姫市 おうきし

20 秋田東観光市 あきたひがしかんこうし 63 桜栗湖市 おうくりこし

21 秋田東市 あきたひがしし 64 桜紅市 おうこうし

22 秋の都市 あきのみやこし 65 桜湖栗市 おうこくし

23 あけぼの市 あけぼのし 66 桜湖栗市 おうこくりし

24 曙市 あけぼのし 67 桜湖の里市 おうこのさとし

25 朝陽市 あさひし 68 桜駒市 おうこまし

26 芦名市 あしなし 69 桜沢市 おうさわし

27 あすなろ市 あすなろし 70 奥州きたうら市 おうしゅうきたうらし

28 天の市 あまのし 71 奥州市 おうしゅうし

い 72 桜水市 おうすいし

29 山泉湖市 いずみし 73 桜青市 おうせし

30 癒市 いやし 74 桜泉市 おうせんし

31 彩市 いろどりし 75 桜風湖市 おうふうこし

う 76 おうみさわ市 おうみさわし

32 羽後北浦市 うごきたうらし 77 桜美田市 おうみたし

33 羽城市 うじょうし 78 櫻都市 おうみやし

34 詩満市 うたみつし 79 桜深山市 おうみやまし

35 美市 うつくし 80 奥羽角館市 おおうかくのだてし

36 美四季市 うつくしきし 81 逢里市 おおさとし

37 うつくし市 うつくしし 82 大里市 おおさとし

38 浦郷市 うらさとし 83 桜田市 おおたし

39 麗市 うららし 84 桜美市 おおみし

40 うるわし市 うるわしし 85 おかえり市 おかえりし

お 86 奥北浦市 おくきたうらし

41 奥羽喜代郷市 おううきよさとし 87 奥小町市 おくこまちし

42 奥羽市 おううし 88 桜駒野市 おくのし

新 市 名 称 案 募 集 結 果 一 覧



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

89 雄玉市 おだまし 136 かたくり市 かたくりし

90 桜野水市 おのみずし 137 花田栗市 かたくりし

91 桜葉湖市 おばこし 138 角湖栄市 かっこえいし

92 おばこ市 おばこし 139 角湖王市 かっこおし

93 おぼこ市 おぼこし 140 桂城市 かつらぎし

94 生保内市 おぼないし 141 鼎市 かなえし

95 おやまばや市 おやまばやし 142 香音市 かのんし

96 生楽潟市 おらがたし 143 花風市 かふうし

か 144 花北市 かほくし

97 花湖寺市 かいこうじし 145 神湖栗館市 かみこくるだてし

98 鎰刀市 かぎのたちし 146 上仙北市 かみせんぼくし

99 角木沢市 かくきざわし 147 上都市 かみとし

100 角木田市 かくきたし 148 神代市 かみよし

101 岳湖桜市 がくこおうし 149 神代市 じんだいし

102 角栗湖市 かくこし 150 花葉市 かようし

103 角西寶仙市 かくさいほうせんし 151 桜皮湖市 かわみし

104 角西湖市 かくせいこし 152 かんこう市 かんこうし

105 角田木市 かくたきし 153 観光市 かんこうし

106 角田木市 かくたぎし 154 観湖市 かんこうし

107 角田栗市 かくたぐりし 155 観桜市 かんのうし

108 角田栗市 かたくりし き

109 角田湖市 かくたこし 156 木湖館市 きこうだてし

110 角館田沢湖市 かくだてたざわこし 157 木湖館市 きこだてし

111 角館田沢湖市 かくのだてたざわこし 158 北浦おばこ市 きたうらおばこし

112 角館田沢湖西木村市 かくだてたざわこにしきむらし 159 北浦角館市 きたうらかくのだてし

113 かくだてたざわ市 かくだてたざわし 160 北浦こまち市 きたうらこまちし

114 角館西木田沢湖市 かくだてにしきたざわこし 161 北浦佐竹市 きたうらさたけし

115 角田西市 かくたにし 162 北浦三市 きたうらさんし

116 角田西市 かくたにしし 163 きたうら市 きたうらし

117 角田西市 かくだにしし 164 北うら市 きたうらし

118 角田西市 すみたにし 165 北浦市 きたうらし

119 角西田市 かくにしたし 166 北湖桜市 きたうらし

120 角の湖館市 かくのこだてし 167 北浦三合市 きたうらみつあいし

121 角館湖西市 かくのだてこにしし 168 北奥羽市 きたおううし

122 かくのたて市 かくのたてし 169 北奥羽市 きたおおうし

123 かくのだて市 かくのだてし 170 北扇市 きたおうぎし

124 角館田沢市 かくのだてたざわし 171 北佳境市 きたかきょうし

125 角桧田市 かくひたし 172 木田角館市 きたかくだてし

126 角木田湖市 かくぼくたっこし 173 北観光市 きたかんこうし

127 角湖市 かくみし 174 北京都市 きたきょうとし

128 角湖市 すみこし 175 北湖桜市 きたこざくらし

129 角湖市 つのこし 176 北駒市 きたこまし

130 花湖市 かこうし 177 北小町市 きたこまちし

131 花湖市 かこし 178 北さくら市 きたさくらし

132 花湖脈市 かこみし 179 北咲くら市 きたさくらし

133 風花湖市 かざはなこし 180 北桜市 きたさくらし

134 角西湖市 かさみし 181 北桜市 きたざくらし

135 かたぎ市 かたぎし 182 北桜市 ほくおうし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

183 喜多郷市 きたさとし 231 銀河虹市 ぎんがにじし

184 北郷市 きたざとし く

185 北里市 きたざとし 232 国鱒市 くにますし

186 北三合市 きたさんごうし 233 栗湖桜市 くりこさくらし

187 北市 きたし 234 栗駒櫻市 くりこまざくらし

188 北水郷市 きたすいごうし け

189 北住市 きたすみし 235 京市 けいし

190 北仙境市 きたせんきょうし 236 景都市 けいとし

191 北仙市 きたせんし こ

192 北仙市 ほくせんし 237 広域市 こういきし

193 北仙北角田西市 きたせんぼくかくたにしし 238 幸城市 こうじょうし

194 北せんぼく市 きたせんぼくし 239 幸生市 こうせいし

195 北仙北市 きたせんぼくし 240 光北市 こうほくし

196 北館市 きただてし 241 紅葉市 こうようし

197 木田館市 きただてし 242 湖桜市 こおうし

198 北東北市 きたとうほくし 243 湖桜市 こおおし

199 北日本市 きたにほんし 244 湖桜市 こさくらし

200 北京市 きたのきょうし 245 湖桜市 こざくらし

201 北の京市 きたのきょうし 246 湖桜市 こはるし

202 北の郷市 きたのさとし 247 湖桜市 ころうし

203 北の小京都市 きたのしょうきょうとし 248 湖桜栗市 こおうりつし

204 北の虹市 きたのにじし 249 湖桜栗市 こざくらくりし

205 北乃都市 きたのみやこし 250 湖桜栗市 こざくりし

206 木田の都市 きたのみやこし 251 湖桜美市 こおみし

207 北の都湖市 きたのみやこし 252 湖開花市 こかいかし

208 きたのみやこ市 きたのみやこし 253 故郷市 こきょうし

209 北のみやこ市 きたのみやこし 254 湖京市 こきょうし

210 北ノ都市 きたのみやこし 255 湖都市 こきょうし

211 北の都市 きたのみやこし 256 湖栗城市 こぐりじょうし

212 北都湖市 きたのみやこし 257 湖栗城市 こりつじょうし

213 北都市 きたのみやこし 258 湖光市 ここうし

214 北都市 ほくとし 259 湖郷市 こごうし

215 北華市 きたはなし 260 湖木館市 ここだてし

216 北藩木湯市 きたはんきゆし 261 こころ市 こころし

217 北史市 きたふみし 262 湖桜角木市 こさくらかくきし

218 北宝仙市 きたほうせんし 263 湖桜川市 こざくらがわし

219 北美ヶ浦市 きたみがうらし 264 湖桜三市 こざくらさんし

220 北美市 きたみし 265 湖ざくら市 こざくらし

221 北みちのく市 きたみちのくし 266 小桜市 こざくらし

222 北美都市 きたみとし 267 湖櫻市 こざくらし

223 北美富市 きたみとし 268 湖郷市 こさとし

224 北峰市 きたみねし 269 湖角木市 こしみぎし

225 北山市 きたやまし 270 湖周花市 こしゅうはなし

226 北浪漫市 きたろまんし 271 古城市 こじょうし

227 郷栄市 きょうえいし 272 湖城市 こじょうし

228 響瑞市 きょうずいし 273 湖城市 みずしろし

229 京栗湖市 きょうりつこし 274 湖水桜市 こすいさくらし

230 清里市 きよざとし 275 湖角市 こすみし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

276 湖川市 こせんし 323 彩市 さいし

277 湖館木市 こたてぎし 324 彩城市 さいじょうし

278 湖館木市 こだてぎし 325 栄城市 さかえしろし

279 木館沢市 こだてさわし 326 咲代市 さきしろし

280 湖館市 こたてし 328 咲代市 さくよし

281 湖館市 こだてし 327 咲見市 さくみし

282 湖東市 ことうし 329 桜泉市 さくらいずみし

283 湖都浦市 ことうらし 330 桜木沢市 さくらぎざわし

284 湖都栗市 ことくりし 331 桜木市 さくらぎし

285 湖都市 ことし 332 桜北浦市 さくらきたうらし

286 古都たざわ市 ことたざわし 333 桜木田沢湖市 さくらぎたざわこし

287 湖都花市 ことはなし 334 桜栗駒市 さくらくりこまし

288 湖都武木市 ことぶきし 335 さくらこ市 さくらこし

289 湖都美花市 ことみかし 336 さくら湖市 さくらこし

290 琴美市 ことみし 337 桜東風市 さくらこちし

291 古都美市 ことみし 338 桜駒栗市 さくらこまくりし

292 湖都山市 ことやまし 339 さくらこまち市 さくらこまちし

293 古都里市 ことりし 340 桜湖町市 さくらこまちし

294 湖都里市 ことりし 341 桜小町市 さくらこまちし

295 湖花市 こばなし 342 櫻こまち市 さくらこまちし

296 湖武片市 こぶかたし 343 桜沢市 さくらざわし

297 湖武木市 こぶきし 344 咲来市 さくらし

298 湖武栗市 こぶりんし 345 桜市 さくらし

299 こぶりん市 こぶりんし 346 咲桜市 さくらし

300 湖北市 こほくし 347 桜水湖市 さくらすいこし

301 こまがたけ市 こまがたけし 348 サクラセンボク市 さくらせんぼくし

302 駒ヶ岳市 こまがたけし 349 さくらたざわ市 さくらたざわし

303 駒ヶ嶺市 こまがねし 350 さくら田市 さくらだし

304 駒ヶ峰市 こまがみねし 351 桜田市 さくらだし

305 駒川市 こまがわし 352 桜たつこ市 さくらたつこし

306 こまくさ市 こまくさし 353 桜辰子市 さくらたつこし

307 駒草市 こまくさし 354 櫻辰子姫市 さくらたつこひめし

308 駒湖市 こまごし 355 桜城湖市 さくらぢょうこし

309 駒湖桜市 こまころうし 356 槎蔵の城市 さくらのじょうし

310 駒桜市 こまさくらし 357 桜美湖市 さくらみこし

311 駒桜市 こまざくらし 358 桜美市 さくらみし

312 こま市 こまし 359 槎湖館市 さこだてし

313 湖舞地市 こまちし 360 佐駒市 さこまし

314 こまち市 こまちし 361 佐竹北市 さたけきたし

315 湖町市 こまちし 362 佐竹市 さたけし

316 小町市 こまちし 363 佐竹たつこ市 さたけたつこし

317 米真知市 こまちし 364 幸有市 さちありし

318 駒都市 こまとし 365 里円市 さとえし

さ 366 沢館市 さわだてし

319 彩響市 さいきょうし 367 さんか市 さんかし

320 西湖小都市 さいこしょうとし 368 三光市 さんこうし

321 祭湖桜市 さいころし 369 三国市 さんごくし

322 彩咲市 さいさきし 370 三大美市 さんだいびし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

371 三町市 さんちょうし 417 仙北市 せんぼくし

372 山都市 さんとし 418 仙北市 せんぽくし

し 419 仙北こまつ市 せんぼくこまつし

373 幸福市 しあわせし た

374 四季観光市 しきかんこうし 420 大観光市 だいかんこうし

375 四季美市 しきみし 421 大北市 だいほくし

376 自然都市 しぜんとし 422 太陽市 たいよおし

377 しののめ市 しののめし 423 田角西市 たかくにし

378 秋桜市 しゅうおうし 424 田角西市 たかくにしし

379 秋東市 しゅうとうし 425 田角西市 たかざいし

380 秋宝市 しゅうほうし 426 宝市 たからし

381 秀北市 しゅうほくし 427 岳桜市 だけおうし

382 潤景市 じゅんきょうし 428 武辰市 たけたつし

383 城湖市 じょうこし 429 田沢角館市 たざわかくだてし

384 城西湖市 じょうさいこし 430 田沢湖角館市 たざわかくだてし

385 城湯市 じょうとうし 431 田沢湖・角館市 たざわこ・かくだてし

386 浄土市 じょうどし 432 田沢湖・角館市 たざわこ・かくのだてし

387 白岩市 しらいわし 433 田沢湖・角館市 たざわこかくのだてし

388 しらゆき市 しらゆきし 434 田沢湖かくだて市 たざわこかくだてし

389 真桜湖市 しんおうこし 435 田沢湖角館市 たざわこかくだてし

390 新角館市 しんかくのだてし 436 田沢湖、角館市 たざわこかくだてし

391 新観光市 しんかんこうし 437 田沢湖角館市 たざわこかくのだてし

392 新きたうら市 しんきたうらし 438 田沢湖かくのだて市 たざわこかくのだてし

393 新北浦市 しんきたうらし 439 田沢湖桜市 たざわこさくらし

394 新こまち市 しんこまちし 440 たざわこ市 たざわこし

395 新神市 しんしんし 441 たざわ湖市 たざわこし

396 新生北浦市 しんせいきたうらし 442 たざわ市 たざわし

397 新盛市 しんせいし 443 田沢市 たざわし

398 新田沢湖市 しんたざわこし 444 たざわっ子桜市 たざわっこさくらし

399 深都市 しんとし 445 田城市 たしろし

400 新美古市 しんびこし 446 辰神市 たつがみし

す 447 たつこさくら市 たつこさくらし

401 水花市 すいかし 448 たつこ市 たつこし

402 菅江市 すがえし 449 たつ湖市 たつこし

403 すまいる市 すまいるし 450 たつ子市 たつこし

404 角木沢市 すみきさわし 451 辰湖市 たつこし

405 角姫市 すみひめし 452 辰子市 たつこし

406 成蹊市 せいけいし 453 たつこ姫市 たつこひめし

407 清流桜深山市 せいりゅうおうみやまし 454 田西角市 たにしかくし

408 仙桜湖市 せんおうこし 455 玉泉市 たまいずみし

409 仙岩市 せんがんし 456 たまがわ市 たまがわし

410 仙京市 せんきょうし 457 玉川市 たまかわし

411 仙駒市 せんこまし 458 玉川市 たまがわし

412 千秋市 せんしゅうし 459 玉城市 たまきし

413 仙城市 せんじょうし ち

414 仙北北浦市 せんぼくきたうらし 460 チェリー市 ちぇりーし

415 仙北桜市 せんぼくさくらし つ

416 せんぼく市 せんぼくし 461 月の出羽市 つきのでわし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

462 都瑠市 つるし 504 花湖市 はなこし

て 505 花湖市 はなみし

463 出羽北浦市 ではきたうらし 506 花湖市 はなみずうみし

464 出羽駒ヶ岳市 でわこまがたけし 507 花浦市 はなうらし

465 伝承市 でんしょうし 508 花栗湖市 はなくりこし

と 509 花湖町市 はなこまちし

466 桃源台市 とうげんだいし 510 花小町市 はなこまちし

467 東郷市 とうごうし 511 花咲市 はなさきし

468 東秋市 とうしゅうし 512 花咲く市 はなさくし

469 東秋市 とおしゅうし 513 花郷市 はなさとし

470 東北高原市 とうほくこうげんし 514 花里市 はなさとし

471 東北市 とうほくし 515 花里市 はなざとし

472 東北中央市 とうほくちゅうおうし 516 花沢市 はなざわし

473 東耀市 とうようし 517 花角田市 はなすみたし

474 戸沢市 とざわし 518 はなぞの市 はなぞのし

475 戸澤市 とざわし 519 花散里市 はなちるさとし

476 都咲市 としょうし 520 華都市 はなとし

477 轟市 とどろきし 521 花都市 はなとし

478 とのやま市 とのやまし 522 花と緑市 はなとみどりし

な 523 花と山市 はなとやまし

479 内陸市 ないりくし 524 花野湖市 はなのうみし

480 中奥羽市 なかおううし 525 華の湖市 はなのうみし

481 ながれぼ市 ながれぼし 526 花の里市 はなのさとし

482 なごみ市 なごみし 527 花の田沢市 はなのたざわし

483 和美市 なごみし 528 花のみやこ市 はなのみやこし

に 529 はな花市 はなはなし

484 西角田市 にしかくたし 530 花丸市 はなまるし

485 西角田市 にしすみだし 531 はなみず季市 はなみずきし

486 西角館田沢湖市 にしかくだてたざわこし 532 花水木市 はなみずきし

487 錦市 にしきし 533 桜都市 はなみやし

488 西湖桜市 にしこざくらし 534 春花市 はるはなし

489 西湖館市 にしこだてし 535 春山市 はるやまし

490 西湖桜市 にしこようし ひ

491 西桜沢市 にしさくらざわし 536 美桜北浦市 びおうきたうらし

492 西沢館市 にしさわだてし 537 東あきた市 ひがしあきたし

493 西田角市 にしたかくし 538 東秋田市 ひがしあきたし

494 西田角市 にしたがくし 539 東泉市 ひがしいずみし

495 西田さくら市 にしたさくらし 540 東北浦市 ひがしきたうらし

496 西館湖市 にしだてこうし 541 東小町市 ひがしこまちし

497 西館湖市 にしだてこし 542 東さくら市 ひがしさくらし

498 日本一市 にほんいちし 543 東仙北市 ひがしせんぼくし

499 乳頭市 にゅうとうし 544 東中央市 ひがしちゅうおうし

ね 545 東陽郷市 ひがしひさとし

500 年輪市 ねんりんし 546 東前郷市 ひがしまえごうし

は 547 ひかる市 ひかるし

501 白陽市 はくようし 548 美人市 びじんし

502 花泉市 はないずみし 549 美然市 びぜんし

503 花湖市 はなうみし 550 ひでこ市 ひでこし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

551 日出湖市 ひでこし 596 北陽市 ほくようし

552 桧木内川市 ひのきないがわし 597 誉湖白神市 ほこしらかみし

553 ひのもと市 ひのもとし 598 北光市 ほっこうし

554 美風市 びふうし ま

555 姫桜市 ひめざくらし 599 円桜姫市 まどかさくらひめし

556 姫都市 ひめとし 600 円市 まどかし

557 百穂市 ひゃくすいし 601 まほろば市 まほろばし

558 平福市 ひらふくし み

559 美麗市 びれいし 602 美景市 みかげし

560 広美市 ひろみし 603 三花城市 みかじょうし

ふ 604 水樺市 みかばし

561 武家北浦市 ぶけきたうらし 605 美川市 みかわし

562 ぶけやいずみ市 ぶけやいずみし 606 美国市 みくにし

563 二川市 ふたがわし 607 美湖桜市 みこさくらし

564 二つ川合市 ふたつかわごうし 608 美湖都市 みことし

565 武風泉市 ぶふうせんし 609 みこと市 みことし

566 史里市 ふみさとし 610 美琴市 みことし

567 郷土市 ふるさとし 611 觀湖都市 みことし

568 ふるさと市 ふるさとし 612 美頃市 みごろし

569 古里市 ふるさとし 613 三栄市 みさかし

570 故郷市 ふるさとし 614 みさか市 みさかし

へ 615 美咲市 みさきし

571 平成市 へいせいし 616 美佐湖市 みさこし

572 平成田沢湖市 へいせいたざわこし 617 御水市 みすいし

ほ 618 湖角西市 みずうみかくせいし

573 宝倉田舎市 ほうこいなかし 619 水海古都市 みずうみことし

574 宝城市 ほうじょうし 620 みずうみ市 みずうみし

575 宝生市 ほうせいし 621 三杉市 みすぎし

576 宝仙市 ほうせんし 622 湖の都市 みずのみやこし

577 宝里市 ほうりし 623 みすみ市 みすみし

578 北栄市 ほくえいし 624 みずも市 みずもし

579 北域市 ほくえきし 625 美園市 みそのし

580 北王市 ほくおうし 626 みちのく・サン市 みちのく・さんし

581 北京市 ほくぎょうし 627 みちのく北浦市 みちのくきたうらし

582 北光市 ほくこうし 628 みちのく市 みちのくし

583 北彩市 ほくさいし 629 美知乃久市 みちのくし

584 北辰市 ほくしんし 630 陸奥市 みちのくし

585 北星市 ほくせいし 631 魅地野宮市 みちのくし

586 北仙桜花市 ほくせんおうかし 632 美地平市 みちひらし

587 北仙角田市 ほくせんかくたし 633 三居市 みついし

588 北仙三和市 ほくせんさんわし 634 美月市 みづきし

589 ほくせん市 ほくせんし 635 美角宮市 みつくし

590 北投石市 ほくとうせきし 636 三つ葉市 みつばし

591 北都コマクサ市 ほくとこまくさし 637 三和市 みつわし

592 ほくと市 ほくとし 638 美都和市 みつわし

593 ほく都市 ほくとし 639 美都市 みとし

594 北斗市 ほくとし 640 みどり市 みどりし

595 北部３市 ほくぶさんし 641 美土里市 みどりし



№ 新 市 名 称 案 よ　み　が　な № 新 市 名 称 案 よ　み　が　な

642 碧市 みどりし 685 ゆたか市 ゆたかし

643 緑市 みどりし 686 豊市 ゆたかし

644 緑の郷市 みどりのさとし ら

645 緑ゆたか市 みどりゆたかし 687 絡陽市 らくようし

646 南きたうら市 みなみきたうらし り

647 南八幡平市 みなみはちまんたいし 688 リゾート市 りぞーとし

648 峰市 みねし 689 竜桜市 りゅうおうし

649 三花市 みはなし る

650 三華市 みはなし 690 るりさくら市 るりさくらし

651 美花市 みはなし れ

652 みはる市 みはるし 691 レイク　リバーサイド市 れいくりばーさいどし

653 三春市 みはるし わ

654 美宝市 みほうし 692 わかくさ市 わかくさし

655 都堅香子市 みやこかたかごし 693 和賀神山市 わがしんざんし

656 都沢市 みやこさわし 694 わかすぎ市 わかすぎし

657 雅湖市 みやこし 695 わか杉市 わかすぎし

658 都湖市 みやこし 696 若杉市 わかすぎし

659 みやこ市 みやこし 697 わかば市 わかばし

660 都市 みやこし 698 若葉市 わかばし

661 雅野市 みやびのし 699 和賀郷市 わがふるさとし

662 美山市 みやまし 700 和市 わし

663 未来市 みらいし 701 わらび市 わらびし

664 美緑市 みりょくし

665 三輪郷市 みわさとし

666 三和市 みわし

667 美和市 みわし

668 三和三輪市 みわみわし

む

669 夢多市 むたし

め

670 明桜市 めいおうし

671 名勝市 めいしょうし

672 名所市 めいしょし

673 明仙市 めいせんし

も

674 持拿市 もてなし

675 杜の都市 もりのみやこし

や

676 やすらぎ市 やすらぎし

677 山川市 やまかわし

678 山都市 やまとし

679 やまなみ市 やまなみし

680 山美湖市 やまびこし

ゆ

681 夢叶市 ゆいとし

682 悠久市 ゆうきゅうし

683 ゆかり市 ゆかりし

684 湯治市 ゆじし


