
事務所 渓流名 市町村 旧市町村 箇所番号

飯能 越辺川 越生町 S39.9.17
飯能 顔振川 越生町 327-Ⅱ-006 S39.9.17
飯能 三滝川 越生町 327-Ⅰ-011 S41.6.13
飯能 龍ヶ谷川 越生町 327-Ⅱ-009 S25.12.2
飯能 赤坂川 越生町 S40.11.19
飯能 麦原川 越生町 S26.11.15
飯能 山入川 越生町 S37.10.15
飯能 上殿川 越生町 S40.11.19
飯能 渋沢川 越生町 S39.9.17
飯能 柳田川 越生町 S42.5.31
飯能 赤依川 越生町 S56.7.8
飯能 清水沢 越生町 H9.3.7
飯能 中曽利沢 越生町 H12.1.20
飯能 森下沢 越生町 327-Ⅰ-015 H16.1.28
飯能 川久保沢 森下沢 越生町 327-Ⅰ-017 H18.7.26
飯能 大満寺沢 森下沢 越生町 327-Ⅰ-016 H20.5.14
飯能 黒岩 越生町 H26.5.12
飯能 桂木川 毛呂山町 326-Ⅱ-016 S42.5.31
飯能 阿諏訪川 毛呂山町 S49.11.19
飯能 毛呂川 毛呂山町 S38.10.2
飯能 小川沢 毛呂山町 S47.12.27
飯能 宿谷川 毛呂山町 S40.11.19
飯能 ゆ乃字沢 毛呂山町 H12.11.28
飯能 高麗川 飯能市 S30.6.20
飯能 入西沢 飯能市 209-Ⅱ-082 S31.12.11
飯能 タツマ谷 飯能市 209-Ⅰ-073 S34.8.6
飯能 花桐川 飯能市 209-Ⅰ-069 S37.10.15
飯能 久通川 飯能市 209-Ⅰ-067 S39.9.17
飯能 北川 飯能市 209-Ⅰ-079 S37.10.15
飯能 小床入 飯能市 S39.9.17
飯能 権現川 飯能市 S39.9.17
飯能 岩殿川 飯能市 209-Ⅰ-062 S40.11.19
飯能 八徳谷 飯能市 209-Ⅱ-105 S39.9.17
飯能 風影入 飯能市 209-Ⅰ-090 S39.9.17
飯能 虎秀川 飯能市 209-Ⅰ-097 S39.9.17 H12.11.28
飯能 深沢 飯能市 209-Ⅱ-120 S39.9.17
飯能 南小畔川 飯能市 S47.9.5
飯能 鏡岩沢 飯能市 S34.8.6
飯能 樫久保入 飯能市 S45.12.24
飯能 萩沢 飯能市 S45.12.24
飯能 中藤川 飯能市 209-Ⅱ-040 S38.12.2
飯能 本郷入 飯能市 S47.9.5
飯能 天覧入 飯能市 209-Ⅲ-002 S47.9.5
飯能 滝沢 飯能市 S37.10.15
飯能 前原川 飯能市 S39.9.17
飯能 落合沢 飯能市 S48.12.14
飯能 唐沢 飯能市 S34.8.6
飯能 要害沢 飯能市 S31.12.11
飯能 直竹川 成木川 飯能市 S39.9.17
飯能 桑の木入 飯能市 S39.9.17
飯能 苅生入 飯能市 S39.9.17
飯能 長沢川 飯能市 209-Ⅱ-099 S30.6.20
飯能 三国川 飯能市 S57.5.17
飯能 唐竹川 飯能市 209-Ⅰ-031 S58.8.29
飯能 蕨入 飯能市 H8.2.5
飯能 高畑川 飯能市 H9.3.7
飯能 中力沢 飯能市 S31.12.11
飯能 入間川 飯能市 名栗村 S43.12.12
飯能 北沢 飯能市 名栗村 S34.5.20

指定年月日
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飯能 山中沢 飯能市 名栗村 S31.12.11
飯能 白岩沢 飯能市 名栗村 S34.8.6
飯能 蕨入 飯能市 名栗村 330-Ⅰ-015 S37.10.24
飯能 湯の沢 飯能市 名栗村 S30.1.18
飯能 柏木入 飯能市 名栗村 S46.7.22
飯能 漆窪沢 飯能市 名栗村 330-Ⅰ-005 S45.8.10
飯能 湯基入 飯能市 名栗村 330-Ⅰ-007 S50.1.21
飯能 釜の入沢 飯能市 名栗村 S31.12.11
飯能 井尻谷 日高市 S39.9.17
飯能 清流川 日高市 S39.9.17
飯能 大沢堀川 日高市 S40.11.19
飯能 関の入沢 日高市 S51.3.5
飯能 大沢川 入間市 225-Ⅰ-013 S40.11.19
飯能 前堀川 入間市 S38.11.11
飯能 水晶沢 入間市 S47.9.5
飯能 前の沢 入間市 225-Ⅰ-009 S51.3.5
飯能 牛沢 入間市 S45.8.10
飯能 秋津沢 入間市 S39.9.17
飯能 霞川 入間市 S24.4.11
飯能 八幡堀 入間市 S40.11.19
飯能 藤田堀川 入間市 S41.6.13
東松山 槻川 東秩父村 S16.1.16
東松山 阿久津沢 東秩父村 S36.8.2
東松山 奈田良沢 東秩父村 S38.11.11
東松山 北畠川 東秩父村 S39.9.17
東松山 五間沢 東秩父村 S40.11.19
東松山 管の平沢 東秩父村 S41.3.22
東松山 新屋敷沢 東秩父村 S41.3.22
東松山 杉奈窪沢 東秩父村 S43.12.12
東松山 渕の上沢 東秩父村 369-Ⅱ-013 S48.12.14
東松山 栗和田川 東秩父村 S24.4.11
東松山 億万沢 東秩父村 S42.12.28
東松山 八幡沢 東秩父村 369-Ⅰ-013 S56.7.8
東松山 上の山沢 東秩父村 S37.10.15
東松山 錦野沢 東秩父村 S45.8.10
東松山 和知場沢 東秩父村 S39.9.17
東松山 堂平沢 東秩父村 369-Ⅰ-014 S61.3.17 S62.3.14
東松山 上所沢 東秩父村 S43.12.12
東松山 大内沢 東秩父村 369-Ⅰ-015 S38.11.11
東松山 白石沢 東秩父村 369-Ⅱ-023 S51.3.5
東松山 萩平沢 東秩父村 S30.1.18

東松山 八幡山沢 東秩父村
369-Ⅰ-023
369-Ⅰ-024

S52.1.13

東松山 帯沢川 東秩父村 S39.9.17

東松山 小幡沢 東秩父村
369-Ⅰ-021
369-Ⅰ-022

S50.1.21

東松山 都沢 東秩父村 369-Ⅰ-025 S51.1.21
東松山 入山川 東秩父村 S40.11.19
東松山 大久保沢 東秩父村 369-Ⅰ-027 S47.9.5
東松山 矢の口沢 小川町 S51.3.5
東松山 館川 小川町 S34.8.6
東松山 栗山川 小川町 S39.9.17
東松山 金岳川 小川町 S39.9.17
東松山 宮平川 小川町 343-Ⅱ-004 S42.5.31
東松山 小瀬田川 小川町 S50.1.21
東松山 木呂子川 小川町 S38.11.11
東松山 西浦川 小川町 343-Ⅱ-028 S45.8.10
東松山 木部川 小川町 343-Ⅰ-044 S40.11.19
東松山 金勝川 小川町 343-Ⅰ-051 S40.7.10
東松山 桜沢川 小川町 S48.12.14
東松山 笠原川 小川町 S55.3.29
東松山 飯田川 小川町 S54.7.9
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東松山 中郷沢 小川町 H8.2.5
東松山 柳沢 小川町 343-Ⅰ-007 S39.9.17

東松山 割谷川 小川町
343-Ⅰ-003
343-Ⅰ-004

H9.12.22

東松山 都幾川 ときがわ町都幾川村 T6.2.27
東松山 上陣場平川 ときがわ町都幾川村 S35.7.16
東松山 橋倉川 ときがわ町都幾川村 T6.2.23
東松山 竹の沢 ときがわ町都幾川村 S41.6.13
東松山 外川 ときがわ町都幾川村 T7.6.6
東松山 船の沢 ときがわ町都幾川村 S30.1.8
東松山 大羽根川 ときがわ町都幾川村 T13.9.15
東松山 空堀川 ときがわ町都幾川村 S15.8.9
東松山 中力川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-011 S41.6.13
東松山 宮沢川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-012 S41.6.13 H12.1.20
東松山 成沢 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-013 S34.8.6
東松山 七重川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-014 T4.12.24
東松山 八木成沢 ときがわ町都幾川村 S38.11.11
東松山 諸倉沢 ときがわ町都幾川村 S38.11.11
東松山 正法寺川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-015 S39.9.17
東松山 慈光寺川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-019 S37.10.15
東松山 氷川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-007 S6.6.10
東松山 西川原沢 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-006 S60.3.25
東松山 宮平川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-003 S15.8.9 H11.7.2

東松山 後野川 ときがわ町都幾川村
344-Ⅰ-021
344-Ⅰ-022

S39.9.17 H15.1.29 H18.7.26

東松山 後野川 １次支川 ときがわ町都幾川村 H21.3.11
東松山 後野川 １次支川 ときがわ町都幾川村 H24.4.16
東松山 後野川 ２次支川 ときがわ町都幾川村 H22.10.13
東松山 東沢 ときがわ町都幾川村 S39.9.17

東松山 高根沢 ときがわ町都幾川村
344-Ⅰ-025
344-Ⅰ-026

S61.3.17 S62.3.14

東松山 桃の木沢 ときがわ町都幾川村 S39.9.17
東松山 瀬戸川 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-002 S38.11.11
東松山 番匠川 ときがわ町都幾川村 S42.5.31
東松山 小山沢 ときがわ町都幾川村 S40.11.19
東松山 芦田沢 ときがわ町都幾川村 H7.2.22
東松山 下日尺沢 後野沢 ときがわ町都幾川村 344-Ⅰ-023 H16.3.17
東松山 日尺西沢 後野沢 ときがわ町都幾川村 H17.7.4
東松山 以後ヶ谷沢後野沢 ときがわ町都幾川村 H19.10.22
東松山 雀川 ときがわ町玉川村 345-Ⅰ-005 S37.10.15
東松山 日影沢 ときがわ町玉川村 345-Ⅱ-003 S42.5.31
東松山 大ヶ谷沢 ときがわ町玉川村 345-Ⅰ-003 S42.5.31
東松山 吉沢川 ときがわ町玉川村 345-Ⅰ-002 S61.3.17
東松山 槍沢 ときがわ町玉川村 S47.9.5
東松山 田黒川 ときがわ町玉川村 S55.3.29
東松山 地家川 ときがわ町玉川村 S55.3.29
東松山 志賀沢 嵐山町 S52.1.13
東松山 長沼川 嵐山町 S47.9.5
東松山 前川 嵐山町 S51.3.5
東松山 木曽園川 嵐山町 S55.3.5
東松山 神戸川 東松山市 S37.10.15
東松山 児沢 東松山市 S42.12.28
東松山 観音沢 東松山市 S47.12.27
東松山 望月川 東松山市 S47.9.5
東松山 九十九川 東松山市 S41.6.13
東松山 鳩川 鳩山町 S43.12.12
東松山 唐沢川 鳩山町 S32.8.6
秩父 神流川 秩父市 大滝村 S25.12.2
秩父 小倉沢 秩父市 大滝村 S54.7.9
秩父 井戸沢 秩父市 大滝村 S40.11.19
秩父 西の沢 秩父市 大滝村 367-Ⅰ-005 S45.8.10
秩父 大除沢 秩父市 大滝村 S54.7.9
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秩父 大洞沢 秩父市 大滝村 S42.12.28
秩父 樽沢 秩父市 大滝村 S30.1.18
秩父 栗尾沢 秩父市 大滝村 S42.12.28
秩父 庵の沢 落合 秩父市 大滝村 367-Ⅰ-008 S39.9.17 H23.1.5
秩父 強石沢 秩父市 大滝村 367-Ⅱ-007 S47.9.5
秩父 間の沢 秩父市 大滝村 367-Ⅰ-001 S61.3.17
秩父 上の沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-014 S34.8.6
秩父 寺の前沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-012 S53.4.26
秩父 愛宕沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-011 S53.4.26
秩父 西小沢 秩父市 荒川村 S47.9.5
秩父 贅川 秩父市 荒川村 S40.11.19
秩父 宮沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-010 S45.8.10
秩父 中丸沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-009 S53.4.26
秩父 日向沢 秩父市 荒川村 S45.8.10
秩父 二見沢 秩父市 荒川村 368-Ⅱ-011 S45.8.10
秩父 柳田沢 秩父市 荒川村 S57.5.17
秩父 大久保沢 秩父市 荒川村 S57.5.17
秩父 上大塚沢 秩父市 荒川村 368-Ⅰ-006 S42.5.31
秩父 矢崎沢 秩父市 荒川村 S42.5.31
秩父 寺沢 秩父市 荒川村 S47.12.27

秩父 西の沢 秩父市 荒川村
368-Ⅱ-003
368-Ⅱ-004

S53.4.26

秩父 おつかぞ沢 秩父市 荒川村 S38.10.2
秩父 平溝沢 秩父市 荒川村 H8.2.5
秩父 西沢 秩父市 荒川村 368-Ⅱ-014 H14.3.14

秩父 滝川 秩父市
207-Ⅰ-031
207-Ⅱ-031

S28.12.26

秩父 沖川 秩父市 S40.11.19
秩父 姥ヶ沢 秩父市 207-Ⅱ-035 S42.12.28
秩父 五百沢 秩父市 207-Ⅲ-009 S32.8.6
秩父 崩間沢 秩父市 S31.1.17
秩父 押堀川 秩父市 S7.12.16
秩父 塩谷沢 秩父市 S45.8.10
秩父 大塚沢 秩父市 S41.6.13
秩父 空沢 秩父市 S39.9.17
秩父 八木沢 秩父市 S38.10.2
秩父 薬師堂沢 秩父市 S31.12.11
秩父 下薬師堂沢 秩父市 S43.12.12
秩父 滑川 秩父市 S42.12.28
秩父 屋録沢 秩父市 S45.8.10
秩父 大崩沢 秩父市 S30.6.20
秩父 大棚川 秩父市 S28.12.26 H14.3.14
秩父 長芦沢 秩父市 S42.12.28
秩父 峯沢 秩父市 S41.6.13
秩父 定峰川 秩父市 S24.4.11
秩父 天狗山沢 秩父市 S35.7.16
秩父 栃谷入沢 秩父市 S42.12.28
秩父 宇志露沢 秩父市 S51.3.5
秩父 堤沢 秩父市 S42.12.28 H12.1.20
秩父 曽根坂沢 秩父市 S42.12.28
秩父 蒔田川 秩父市 S38.12.2 H12.1.20
秩父 長森川 秩父市 S30.6.20
秩父 篠葉沢 秩父市 S30.1.18
秩父 小池沢 秩父市 S36.8.2
秩父 不動沢 秩父市 S43.12.12
秩父 境沢 秩父市 S60.3.25
秩父 長尾沢 秩父市 S60.3.25
秩父 落合沢 秩父市 H8.2.5
秩父 万場沢 秩父市 吉田町 S42.12.28
秩父 大下沢 秩父市 吉田町 S45.8.10
秩父 吉田川 秩父市 吉田町 S16.11.6
秩父 女形沢 秩父市 吉田町 S25.12.2
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秩父 小川 秩父市 吉田町 S15.8.9
秩父 矢丸沢 秩父市 吉田町 S34.8.6
秩父 千鹿谷川 秩父市 吉田町 S28.12.26
秩父 柿久保沢 秩父市 吉田町 S38.10.2
秩父 石間川 秩父市 吉田町 S14.10.21
秩父 井戸沢 秩父市 吉田町 S34.8.6
秩父 城峯沢 秩父市 吉田町 S15.8.9
秩父 森戸入沢 秩父市 吉田町 364-Ⅱ-025 S31.12.11
秩父 毒の沢 秩父市 吉田町 S30.1.18
秩父 竹の久保沢 秩父市 吉田町 S42.12.28
秩父 道場沢 秩父市 吉田町 S47.9.5
秩父 布里沢 秩父市 吉田町 S38.12.2
秩父 天神沢 秩父市 吉田町 S48.12.14
秩父 押出沢 秩父市 吉田町 S37.10.15
秩父 天神沢 秩父市 吉田町 S45.8.10
秩父 西沢 秩父市 吉田町 S48.12.14
秩父 阿熊川 秩父市 吉田町 S14.10.21
秩父 白岩沢 秩父市 吉田町 S38.12.2
秩父 松葉沢 秩父市 吉田町 364-Ⅰ-023 S36.8.2
秩父 関川 秩父市 吉田町 S31.12.11
秩父 登蚊沢 秩父市 吉田町 S48.12.14
秩父 沢の入沢 秩父市 吉田町 364-Ⅰ-010 S60.3.25 S61.3.17
秩父 龍泉寺沢 秩父市 吉田町 364-Ⅰ-009 H4.3.13
秩父 中河原沢 秩父市 吉田町 364-Ⅰ-006 H1.5.29
秩父 石神沢 秩父市 吉田町 H7.2.22
秩父 沢入沢 秩父市 吉田町 H9.3.7
秩父 久保沢 秩父市 吉田町 H12.11.28
秩父 小川戸 秩父市 吉田町 H19.2.6
秩父 横瀬川 横瀬町 S26.11.15
秩父 井戸の入沢 横瀬町 361-Ⅱ-007 S36.8.2
秩父 横石沢 二二九沢 横瀬町 361-Ⅱ-005 S24.4.11
秩父 生川 横瀬町 S41.6.13
秩父 白沢 横瀬町 S41.6.13
秩父 大指沢 横瀬町 S47.9.5
秩父 城谷沢 横瀬町 S42.12.28
秩父 六番沢 横瀬町 361-Ⅰ-003 S42.12.28
秩父 木の間沢 横瀬町 S31.12.11
秩父 曽沢 横瀬町 S30.1.18
秩父 兎沢 横瀬町 S35.7.16
秩父 横中沢 横瀬町 S42.12.28
秩父 釜の沢 横瀬町 S42.12.28
秩父 大入沢 横瀬町 S48.12.14 H23.3.30
秩父 中野沢 横瀬町 S58.8.29
秩父 柏木沢 皆野町 S42.5.31
秩父 立沢 皆野町 S40.11.19
秩父 滝の沢 皆野町 362-Ⅰ-027 S55.3.29
秩父 日野沢川 皆野町 S14.10.21
秩父 門平沢 皆野町 362-Ⅰ-031 S15.8.9
秩父 奈良尾沢 皆野町 362-Ⅰ-033 S38.12.2
秩父 大前沢 皆野町 S38.12.2
秩父 重木沢 皆野町 362-Ⅱ-043 S36.8.2

秩父 藤原沢 皆野町
362-Ⅰ-038
362-Ⅰ-039

S35.7.16

秩父 檜木沢 皆野町 S32.8.6
秩父 金沢川 皆野町 S27.8.6
秩父 金山沢 皆野町 362-Ⅰ-041 S27.8.6
秩父 深沢 皆野町 S42.5.31
秩父 関谷沢 皆野町 362-Ⅱ-062 S30.6.20
秩父 滝の入沢川 皆野町 362-Ⅰ-019 S35.7.16
秩父 富沢 皆野町 362-Ⅰ-016 S42.12.28
秩父 京ヶ沢 皆野町 S55.3.29
秩父 豆ガラ沢 皆野町 362-Ⅰ-042 S55.3.29
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秩父 八瀬尾根沢 皆野町 S42.12.28
秩父 丑沢 皆野町 S35.7.16
秩父 中の沢 皆野町 362-Ⅰ-008 S31.12.11
秩父 六地蔵沢 皆野町 S42.12.28
秩父 藤の木沢 皆野町 S42.12.28
秩父 浅間沢 皆野町 362-Ⅰ-010 S36.8.2
秩父 五十新田沢 皆野町 362-Ⅰ-011 S42.12.28
秩父 玉川 皆野町 S31.12.11
秩父 吉野平沢 皆野町 362-Ⅱ-028 S42.12.28
秩父 芳ノ入沢 皆野町 S38.12.2
秩父 小関沢 皆野町 362-Ⅱ-002 S43.12.12
秩父 小山川 皆野町 S25.12.2
秩父 浦山川 皆野町 S27.8.6
秩父 梨木沢 皆野町 S35.7.16
秩父 穴窪沢 皆野町 S32.8.6
秩父 大平沢 皆野町 362-Ⅰ-040 S60.3.25
秩父 柏木沢 皆野町 H13.3.16
秩父 赤平川 小鹿野町 S25.11.2
秩父 河原沢川 小鹿野町 S36.8.2
秩父 魚尾道沢 小鹿野町 365-Ⅰ-004 S9.4.23
秩父 日影沢 小鹿野町 S25.11.2
秩父 日向沢 小鹿野町 365-Ⅰ-005 S38.12.2
秩父 東沢 小鹿野町 365-Ⅰ-006 S37.10.15
秩父 滝の沢 小鹿野町 365-Ⅰ-007 S40.11.19
秩父 納宮沢 小鹿野町 365-Ⅱ-024 S42.5.31
秩父 軍平沢 小鹿野町 S48.12.14
秩父 石上沢 小鹿野町 H9.12.22
秩父 白岩沢 小鹿野町 365-Ⅱ-025 S51.3.5
秩父 反の沢 小鹿野町 365-Ⅱ-027 H9.12.22
秩父 一反地沢 小鹿野町 S47.12.27
秩父 築間川 小鹿野町 365-Ⅰ-011 S11.4.17
秩父 東沢 小鹿野町 365-Ⅱ-029 S53.4.26
秩父 久月沢 小鹿野町 S50.1.21
秩父 栗尾沢 小鹿野町 T4.12.24
秩父 小保沢 小鹿野町 S38.11.11
秩父 伊豆沢川 小鹿野町 S38.12.2
秩父 小伊豆沢 小鹿野町 S42.5.31
秩父 出入沢 小鹿野町 S41.6.13
秩父 乳子沢 小鹿野町 S40.11.19
秩父 滝の沢 小鹿野町 S38.11.11
秩父 渕沢 小鹿野町 S39.9.17
秩父 堂の入沢 小鹿野町 S55.3.29
秩父 田の入沢 小鹿野町 S38.10.2
秩父 風殿沢 小鹿野町 S36.8.2
秩父 西の沢 小鹿野町 S35.7.16
秩父 白水沢 小鹿野町 S45.8.10
秩父 下津谷木沢 小鹿野町 S55.3.29
秩父 長留川 小鹿野町 S28.12.26
秩父 夕霧沢 小鹿野町 S52.1.13
秩父 所の沢 小鹿野町 S36.8.2
秩父 乙沢 小鹿野町 S37.10.15
秩父 般若川 小鹿野町 S37.10.15 H15.1.29
秩父 柿久保沢 小鹿野町 S31.12.11
秩父 曲田沢 小鹿野町 S35.7.16
秩父 藤倉川 小鹿野町 S6.5.29
秩父 宮の入沢 小鹿野町 S38.12.2
秩父 小金石沢 小鹿野町 T6.2.23
秩父 背の沢 小鹿野町 365-Ⅱ-046 S47.9.5
秩父 長合沢 小鹿野町 T13.9.15
秩父 長久保川 小鹿野町 S14.10.21
秩父 飯森沢 小鹿野町 S27.8.6
秩父 さくね入沢 小鹿野町 365-Ⅰ-018 H12.1.20 H14.3.14
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秩父 蛍沢 小鹿野町 365-Ⅰ-016 H17.3.22
秩父 簿川 小鹿野町 両神村 S30.1.18
秩父 藤指沢 小鹿野町 両神村 S39.9.17
秩父 和田沢 小鹿野町 両神村 S51.3.5
秩父 塩沢川 小鹿野町 両神村 S32.8.6
秩父 小森川 小鹿野町 両神村 S57.5.17 H14.3.14
秩父 堂上沢 小鹿野町 両神村 366-Ⅰ-007 S57.5.17
秩父 穴場沢 小鹿野町 両神村 H2.2.19
秩父 野沢川 小鹿野町 両神村 S38.12.2
秩父 中平沢 小鹿野町 両神村 S40.11.19
秩父 寺沢 小鹿野町 両神村 366-Ⅰ-011 S54.7.9
秩父 大胡桃沢 小鹿野町 両神村 S45.8.10
秩父 午房沢 小鹿野町 両神村 H5.12.7
秩父 たのん沢 小鹿野町 両神村 366-Ⅰ-003 H7.2.22
秩父 小路沢 長瀞町 363-Ⅱ-007 S41.6.13
秩父 馬内沢 長瀞町 S48.12.14
秩父 楢沢 長瀞町 363-Ⅰ-009 S54.7.9
秩父 高野沢 長瀞町 363-Ⅱ-009 S51.3.5
秩父 鶴沢 長瀞町 S34.8.6
秩父 蕪木沢 長瀞町 S42.12.28
秩父 植平沢 長瀞町 S35.7.16
秩父 北沢 長瀞町 S31.12.11
秩父 古沢 長瀞町 363-Ⅰ-005 S55.3.29
秩父 滝の沢 長瀞町 363-Ⅰ-002 S45.5.31
秩父 諏訪沢 長瀞町 S31.12.11 S42.12.28
秩父 唐沢 長瀞町 363-Ⅱ-010 S36.8.2
秩父 田中沢 長瀞町 363-Ⅱ-011 S48.12.14
秩父 大堀 長瀞町 S55.3.29
秩父 砂吹沢 長瀞町 363-Ⅰ-016 S38.12.2
秩父 八重子沢 長瀞町 363-Ⅰ-017 S48.12.14
秩父 大日影沢 長瀞町 363-Ⅱ-013 S42.5.31
秩父 田ノ入沢 長瀞町 S55.3.29
秩父 高橋沢 長瀞町 S38.12.2
秩父 中郷沢 長瀞町 363-Ⅰ-001 S54.7.9
秩父 諸沢 長瀞町 S38.12.2
秩父 唐樋沢 長瀞町 S43.12.12
秩父 丹沢 長瀞町 363-Ⅰ-026 S42.12.28
本庄 太田部川 秩父市 吉田町
本庄 柚木川 神川町 神泉村 S31.12.11
本庄 鳥羽川 神川町 神泉村 S31.12.11
本庄 赤沢 神川町 神泉村 S32.8.6
本庄 高牛川 神川町 神泉村 S47.9.5
本庄 坊沢 神川町 神泉村 384-Ⅰ-002 S45.8.10
本庄 幹沢川 神川町 神泉村 384-Ⅰ-001 S27.8.6
本庄 池尻川 神川町 神泉村 384-Ⅱ-003 S35.7.16
本庄 住居野 神川町 神泉村 H5.1.21
本庄 大門川 神川町 383-Ⅰ-004 S52.1.13
本庄 不動沢 神川町 383-Ⅰ-003 S57.5.17
本庄 本郷沢 神川町 S47.12.27
本庄 金鑚川 神川町 S47.9.5
本庄 山王沢 神川町 383-Ⅰ-002 H8.2.5
本庄 小山川 本庄市 児玉町 S36.8.2 H16.3.17
本庄 平沢川 本庄市 児玉町 S24.4.11
本庄 千ヶ谷沢 本庄市 児玉町 382-Ⅱ-023 S36.8.2
本庄 大平沢川 本庄市 児玉町 S31.1.17
本庄 殿ヶ谷戸沢 本庄市 児玉町 S50.1.21
本庄 滝の沢 本庄市 児玉町 S38.11.11
本庄 日山沢川 本庄市 児玉町 S34.8.6
本庄 稲聚川 本庄市 児玉町 S45.8.10
本庄 間瀬川 本庄市 児玉町 S26.11.15
本庄 小平川 本庄市 児玉町 S24.4.11
本庄 根岸川 本庄市 児玉町 S36.8.2
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本庄 秋山川 本庄市 児玉町 S40.11.19
本庄 女堀川 本庄市 児玉町 382-Ⅱ-040 S38.11.11
本庄 宮内沢 本庄市 児玉町 382-Ⅱ-041 H3.2.18
本庄 御厨川 本庄市 児玉町 S62.3.14
本庄 内出沢 本庄市 児玉町 382-Ⅱ-035 H8.2.5
本庄 迎沢 太駄沢 本庄市 児玉町 382-Ⅰ-006 H9.3.7 H18.2.9
本庄 宇津木沢 本庄市 児玉町 H9.3.7
本庄 志戸川 美里町 S43.12.12
本庄 枌木川 美里町 S31.12.11
本庄 那珂川 美里町 S38.11.11
本庄 天神川 美里町 S24.4.11
本庄 水境沢 美里町 H3.2.18
本庄 湯本川 美里町 S48.12.14
本庄 岩脇川 美里町 S60.3.25
本庄 猪俣川 美里町 S38.12.2
本庄 正円寺川 美里町 S61.3.17
本庄 円良田川 美里町 S43.12.12
本庄 保入沢 美里町 381-Ⅰ-004 S42.12.28
本庄 鬼の田沢 美里町 S43.12.12 H16.1.28
本庄 新地沢 美里町 S43.12.12
本庄 鳶の巣川 美里町 H8.2.5
熊谷 下唐沢川 深谷市 S24.4.11 S41.3.22 S42.12.28
熊谷 押切川 深谷市 S40.11.19 S42.12.28
熊谷 前川 深谷市 S41.6.13 S42.5.31
熊谷 亀住川 深谷市 花園町 S52.1.13
熊谷 藤治川 寄居町 S48.12.14
熊谷 谷津川 寄居町 S48.12.14
熊谷 宮川 寄居町 S48.12.14
熊谷 関山川 寄居町 S48.12.14
熊谷 栃谷川 寄居町 S48.12.14 H1.10.6
熊谷 土井ノ沢川 寄居町 S48.12.14
熊谷 荒谷川 寄居町 S48.12.14 H5.12.7
熊谷 小林寺川 寄居町 S48.12.14 H13.3.16
熊谷 井戸沢川 寄居町 408-Ⅰ-014 S48.12.14
熊谷 釜伏川 寄居町 408-Ⅰ-011 S36.8.2 S37.10.15 S46.7.22
熊谷 逆川 寄居町 S46.7.22
熊谷 板東沢川 寄居町 408-Ⅰ-009 S37.10.24 H12.1.20 H12.11.28
熊谷 三品川 寄居町 S43.12.12 S61.3.17
熊谷 平倉川 寄居町 S43.12.12
熊谷 五の坪川 寄居町 S46.7.22 S48.12.14 H8.2.5
熊谷 山居川 寄居町 S46.7.22 S61.3.17
熊谷 天沼川 寄居町 S41.6.13 S45.8.10 S46.7.22
熊谷 蛇越川 寄居町 S46.7.22
熊谷 塩沢川 寄居町 S28.12.26 S31.1.17 S34.8.6 S42.5.31
熊谷 吉野川 寄居町 S40.7.10 S41.3.22 S42.12.28 S48.12.14
熊谷 市野川 寄居町 S46.7.22
熊谷 天神沢川 寄居町 H2.2.19
熊谷 道永沢 寄居町 408-Ⅰ-012 H9.3.7
熊谷 笹沢 旧 桜沢 寄居町 408-Ⅰ-022 H18.7.26


