
山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

№ 包括団体 法人名 住所 住所２
1 神社本庁 南宮神社 甲府市北新 ２－１２－２０
2 神社本庁 八幡神社 甲府市古府中町 １５２９
3 神社本庁 武田神社 甲府市古府中町 ２６１１
4 神社本庁 若宮八幡神社 甲府市古府中町 ３４７８
5 神社本庁 日吉神社 甲府市上積翠寺町 ６３０
6 神社本庁 白山神社 甲府市下積翠寺町 １１０９
7 神社本庁 脚気石稲荷神社 甲府市上帯那町 ２３１４
8 神社本庁 諏訪神社 甲府市上帯那町 １４８５
9 神社本庁 諏訪神社 甲府市下帯那町 ２００５

10 神社本庁 片山稲荷神社 甲府市平瀬町 ２１３５－１
11 神社本庁 細草神社 甲府市平瀬町 ２９３５
12 神社本庁 夫婦木神社 甲府市御岳町 ２０４１
13 神社本庁 金櫻神社 甲府市御岳町 ２３４７
14 神社本庁 八坂神社 甲府市大里町 １６８４
15 神社本庁 熊野神社 甲府市大里町 ２０６３
16 神社本庁 王法子神社 甲府市大里町 ３７１２
17 神社本庁 黒戸奈神社 甲府市黒平町 ３
18 神社本庁 大山祇神社 甲府市黒平町 ７２５
19 神社本庁 八雲神社 甲府市猪狩町 １２６１
20 神社本庁 宇波刀神社 甲府市宮原町 ２２６５
21 神社本庁 広瀬神社 甲府市大津町 １３１６
22 神社本庁 八幡神社 甲府市西下条町 ６９４
23 神社本庁 近戸神社 甲府市高町 １２７４
24 神社本庁 金生神社 甲府市草鹿沢町 ４０２
25 神社本庁 文珠神社 甲府市寿町 ５－７
26 神社本庁 浅間神社 甲府市青沼 ３－５－３
27 神社本庁 大神宮 甲府市中央 ２－７－１８
28 神社本庁 甲斐奈神社 甲府市中央 ３－７－１１
29 神社本庁 山梨県神社庁 甲府市岩窪町 ５７２
30 神社本庁 神明社 甲府市中央 ４－５－２８
31 神社本庁 金山神社 甲府市中央 ４－１１－６
32 神社本庁 文珠稲荷神社 甲府市中央 ５－６－３
33 神社本庁 八幡神社 甲府市飯田 ４－９－１４
34 神社本庁 一實神社 甲府市若松町 ６－１０
35 神社本庁 天神社 甲府市池田 １－９－１９
36 神社本庁 穴切大神社 甲府市宝 ２－８－５
37 神社本庁 八雲神社 甲府市元紺屋町 １８７
38 神社本庁 酒折宮 甲府市酒折 ３－１－１３
39 神社本庁 山八幡神社 甲府市東光寺 １－１－３２
40 神社本庁 大神社 甲府市美咲 １－３１４
41 神社本庁 原山神社 甲府市美咲 １－１８７
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42 神社本庁 御崎神社 甲府市美咲 ２－１０－３４
43 神社本庁 神明神社 甲府市塩部 １－１５－１２
44 神社本庁 湯谷神社 甲府市湯村 ３－１０－１１
45 神社本庁 大宮神社 甲府市羽黒町 １４０９
46 神社本庁 大宮神社 甲府市山宮町 ２８９１
47 神社本庁 天満宮 甲府市天神町 １５
48 神社本庁 諏訪神社 甲府市和田町 ２９５７－２
49 神社本庁 諏訪神社 甲府市小松町 ５７７－２
50 神社本庁 金峯神社 甲府市塚原町 ９３２
51 神社本庁 神明社 甲府市塚原町 １５２１
52 神社本庁 八幡神社 甲府市富竹 ３－４－５
53 神社本庁 住吉神社 甲府市高畑 １－１８－１５
54 神社本庁 熊野神社 甲府市国母 ４－２－２２
55 神社本庁 三社諏訪神社 甲府市上石田 ２－２９－２
56 神社本庁 延寿稲荷社 甲府市上石田 １－９－１２
57 神社本庁 天神社 甲府市上石田 ２－３７－７
58 神社本庁 伊勢社 甲府市貢川本町 ６－２１
59 神社本庁 笠森稲荷大神社 甲府市城東 ２－６－２
60 神社本庁 熊野神社 甲府市朝気 １－１１－１
61 神社本庁 柴宮神社 甲府市善光寺 ２－８－１
62 神社本庁 大宮神社 甲府市池田 ２－１５－１７
63 神社本庁 諏訪神社 甲府市荒川町 ２３６
64 神社本庁 山梨県護国神社 甲府市岩窪町 ６０８
65 神社本庁 八幡神社 甲府市千塚 ３－５－１
66 神社本庁 八幡神社 甲府市宮前町 ６－４７
67 神社本庁 笠屋神社 甲府市徳行町 ２００４
68 神社本庁 愛宕神社 甲府市愛宕町 １３４
69 神社本庁 金刀比羅神社 甲府市東光寺町 ２２２６
70 神社本庁 八幡神社 甲府市新田町 ４１３
71 神社本庁 八幡神社 甲府市下飯田 ２－３－２０
72 神社本庁 住吉神社 甲府市住吉 １－１３－１０
73 神社本庁 八幡神社 甲府市国母 １－２２－１４
74 神社本庁 船形神社 甲府市国母 ７－４－３
75 神社本庁 甲府恵比寿神社 甲府市湯田 １－１５－３
76 神社本庁 鈴宮諏訪神社 甲府市下鍛冶屋町 ３４２
77 神社本庁 天津司神社 甲府市小瀬町 ５５７
78 神社本庁 五社神社 甲府市上今井町 ２５７４
79 神社本庁 熊野神社 甲府市中小河原町 １２０４
80 神社本庁 日吉神社 甲府市住吉 ５－２３－８
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81 神社本庁 熊野神社 甲府市増坪町 ６７
82 神社本庁 諏訪熊野神社 甲府市上町 １４９６
83 神社本庁 菅原天神社 甲府市中町 ２０２
84 神社本庁 天神社 甲府市七沢町 ３１
85 神社本庁 神明神社 甲府市蓬沢町 １１５６
86 神社本庁 三島神社 甲府市里吉町 ５２３
87 神社本庁 八幡社 甲府市向町 ７８６
88 神社本庁 神明神社 甲府市上阿原町 １２２３
89 神社本庁 玉諸神社 甲府市国玉町 １３３１
90 神社本庁 八幡神社 甲府市横根町 ８３５
91 神社本庁 舟形神社 甲府市横根町 ９９１
92 神社本庁 三島神社 甲府市桜井町 １０６９
93 神社本庁 藤建神社 甲府市和戸町 １２３０
94 神社本庁 二宮神社 甲府市川田町 ３６１
95 神社本庁 八幡神社 甲府市貢川 ２－５－９
96 神社本庁 稲積神社 甲府市太田町 １０－２
97 神社本庁 神明神社 甲府市西高橋町 １
98 木曽御嶽本教 木曽御嶽本教甲斐御嶽教会 甲府市上石田 ４－４－７
99 金刀比羅本教 金刀比羅本教山梨県教会所 甲府市武田 １－３－２

100 丸山教 丸山教玉諸教会 甲府市上阿原 １１４０
101 丸山教 丸山教甲府支教会 甲府市幸町 ４
102 御嶽教 御嶽教大嶽山神徳勝栄教会 甲府市上石田町 ２１６
103 単立 宝生山梨教会 甲府市上今井町 ４４６
104 みたま教 みたま教本山教会 甲府市御岳町 ２０１９
105 禊教 禊教甲斐分院教会 甲府市宝 ２－８－３
106 金光教 金光教　甲府教会 甲府市相生 ２－１１－１１
107 金光教 金光教　南甲府教会 甲府市幸町 １７－５
108 心霊界教団 心霊界教団三森教会 甲府市湯田 １－１５－７
109 心霊界教団 心霊界教団上田教会 甲府市宝 １－３９－４
110 心霊界教団 心霊界教団塩野教会 甲府市新田町 ４５１
111 心霊界教団 心霊界教団深沢教会 甲府市飯田町 ５５３
112 単立 真の道宗像道場 甲府市大和町 ７－１６
113 単立 愛宕山祖霊神社 甲府市愛宕町 １４１
114 単立 宝生教甲斐倭教会 甲府市城東 １－１４－２７
115 真言宗醍醐派 玄法院 甲府市天神町 ２－１８
116 真言宗醍醐派 行蔵院 甲府市元紺屋町 ９
117 真言宗醍醐派 教昌寺 甲府市武田 ３－３－３
118 真言宗智山派 興蔵寺 甲府市宮原町 １３２９
119 真言宗智山派 満藏院 甲府市武田 ２－１０－４
120 真言宗智山派 広厳寺 甲府市中央 ３－４－３



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

121 真言宗智山派 明王院 甲府市山宮町 ３２７７
122 真言宗智山派 華光院 甲府市元紺屋町 ３３
123 真言宗智山派 塩澤寺 甲府市湯村 ３－１７－２
124 浄土宗 称念寺 甲府市千塚 ３－１－４１
125 浄土宗 尊躰寺 甲府市城東 １－１３－１７
126 浄土宗 教安寺 甲府市城東 ２－８－４
127 浄土宗 寿誓院 甲府市城東 ２－１０－１２
128 浄土宗 善照寺 甲府市善光寺 １－１３－１
129 浄土宗 来迎寺 甲府市東光寺 １－３－３８
130 浄土宗 善光寺 甲府市善光寺 ３－３６－１
131 浄土宗 天然寺 甲府市丸の内 ３－２７－１２
132 浄土宗 瑞泉寺 甲府市中央 ３－７－１７
133 浄土宗 西教寺 甲府市中央 ５－５－２８
134 浄土宗 常照寺 甲府市下飯田 ４－５－２１
135 浄土宗 帰命院 甲府市東光寺町 ２１３８
136 浄土宗 誓願寺 甲府市東光寺 １－３－２７
137 浄土宗 信楽寺 甲府市貢川本町 ２－８
138 浄土宗 源光寺 甲府市上石田 ２－２７－２
139 浄土宗 清泰寺 甲府市国母 １－１１－１８
140 浄土宗 正念寺 甲府市元紺屋町 １１４
141 浄土宗 光雲寺 甲府市宝 ２－２５－１６
142 浄土宗 浄興寺 甲府市朝日 ４－７－５
143 浄土宗 龍源寺 甲府市貢川 ２－１５－２６
144 浄土宗 光福寺 甲府市横根町 １１１０
145 浄土宗 福泉寺 甲府市荒川 １－５－１５
146 浄土真宗本願 浄恩寺 甲府市上今井町 ２２７５
147 真宗大谷派 専徳寺 甲府市相生 ３－５－８
148 真宗大谷派 春慶寺 甲府市相生 ３－５－７
149 真宗大谷派 真宗大谷派甲府別院光澤寺 甲府市相生 ３－５－７
150 真宗大谷派 広学寺 甲府市横根町 １０８２
151 真宗大谷派 善福寺 甲府市東下条町 ３９５
152 臨済宗妙心寺 一溪庵 甲府市貢川 ２－７－１１
153 臨済宗妙心寺 聖徳寺 甲府市徳行 １－７－１６
154 臨済宗妙心寺 法輪寺 甲府市丸の内 ３－２７－１３
155 臨済宗妙心寺 義雲院 甲府市国母 ４－１７－１５
156 臨済宗妙心寺 東光寺 甲府市東光寺 ３－７－３７
157 臨済宗妙心寺 能成寺 甲府市東光寺町 ２１５３
158 臨済宗妙心寺 桃岳院 甲府市美咲 １－１－３１
159 臨済宗妙心寺 慈光院 甲府市城東 ３－１６－２１
160 臨済宗妙心寺 法泉寺 甲府市和田町 ２５９５
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161 臨済宗妙心寺 西昌院 甲府市武田 ３－４－３７
162 臨済宗妙心寺 長松寺 甲府市池田 ２－１１－５０
163 臨済宗妙心寺 法光寺 甲府市朝日 ３－１１－９
164 臨済宗妙心寺 常願寺 甲府市飯田 ２－１９－１
165 臨済宗妙心寺 寶樹寺 甲府市飯田 ４－３－１５
166 臨済宗妙心寺 大慈院 甲府市千塚 ４－３－６
167 臨済宗妙心寺 光正寺 甲府市朝気 ３－３－１４
168 臨済宗妙心寺 瑞岩寺 甲府市上積翠寺町 ７５６
169 臨済宗妙心寺 積翆寺 甲府市上積翠寺町 ９８４
170 臨済宗妙心寺 長寳寺 甲府市下積翠寺町 １０８
171 臨済宗妙心寺 寶積寺 甲府市下積翠寺町 ４３９
172 臨済宗妙心寺 勝善寺 甲府市後屋町 ５６８
173 臨済宗妙心寺 禅林院 甲府市古府中町 ３４７３
174 臨済宗妙心寺 雪窓院 甲府市古上条町 ３８６
175 臨済宗妙心寺 聨芳院 甲府市宮原町 １２７４
176 臨済宗妙心寺 正覚寺 甲府市上帯那町 ６７４
177 臨済宗妙心寺 宝蔵寺 甲府市平瀬町 １１４９
178 臨済宗妙心寺 福泉寺 甲府市大里町 １３９０－１
179 臨済宗妙心寺 圓満寺 甲府市大里町 １６８４
180 臨済宗妙心寺 東光寺 甲府市大里町 ２０６０
181 臨済宗妙心寺 香積寺 甲府市平瀬町 ６５０
182 臨済宗妙心寺 福王寺 甲府市上町 １２３７
183 臨済宗妙心寺 円光院 甲府市岩窪町 ５００
184 臨済宗妙心寺 長慶寺 甲府市塚原町 ２４７
185 臨済宗妙心寺 慈光院 甲府市徳行 ４－８－１
186 臨済宗妙心寺 浄正院 甲府市酒折 ３－１２－１
187 臨済宗妙心寺 龍華院 甲府市丸の内 ３－３２－３
188 臨済宗妙心寺 能昌寺 甲府市富竹 ３－６－７
189 臨済宗向嶽寺 仁勝寺 甲府市小瀬町 ４０６
190 曹洞宗 瑞龍院 甲府市高室町 ７５８
191 曹洞宗 永正寺 甲府市大里町 ３６５９
192 曹洞宗 瑞光寺 甲府市大里町 ４０６６
193 曹洞宗 慈恩寺 甲府市大津町 １３２２
194 曹洞宗 寿正院 甲府市西下条町 ８６６
195 曹洞宗 福寿院 甲府市西下条 ８５１
196 曹洞宗 油川寺 甲府市西油川町 ２９３
197 曹洞宗 大殊寺 甲府市下鍛冶屋町 ９９４
198 曹洞宗 報恩寺 甲府市落合町 １２３０
199 曹洞宗 富春院 甲府市上今井町 ２５７７
200 曹洞宗 常安寺 甲府市小曲町 １２６２
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201 曹洞宗 長源寺 甲府市里吉 ２－１０－９
202 曹洞宗 旭栖院 甲府市宝 １－２－９
203 曹洞宗 慶音院 甲府市塚原町 ５９５
204 曹洞宗 恵運院 甲府市塚原町 ８２８
205 曹洞宗 興因寺 甲府市下積翠寺町 １２２０
206 曹洞宗 千松院 甲府市相生 ３－８－９
207 曹洞宗 慈光院 甲府市高畑 ３－１－１６
208 曹洞宗 心月院 甲府市中央 ５－８－３０
209 曹洞宗 宗信寺 甲府市元紺屋町 ５５
210 曹洞宗 興国寺 甲府市古府中町 ３４１３
211 曹洞宗 瑞岩院 甲府市大手 ２－２－３７
212 曹洞宗 大泉寺 甲府市古府中町 ５０１５
213 曹洞宗 龍源寺 甲府市羽黒町 １４８２
214 曹洞宗 青松院 甲府市山宮町 ３３１４
215 曹洞宗 攀桂寺 甲府市千塚 ４－２－２９
216 曹洞宗 光福寺 甲府市上石田 ２－３９－８
217 曹洞宗 慶長院 甲府市朝日 ３－８－３８
218 曹洞宗 玄昌寺 甲府市城東 １－２－５
219 曹洞宗 清泉寺 甲府市愛宕町 １５２
220 曹洞宗 常正院 甲府市国母 ７－２－４
221 曹洞宗 福寿院 甲府市美咲 ２－１０－３１
222 曹洞宗 松元寺 甲府市湯村 ３－１７－８
223 曹洞宗 福寿院 甲府市蓬沢 １－９－１４
224 曹洞宗 東勝寺 甲府市和戸町 １３０１
225 曹洞宗 東禅寺 甲府市桜井町 ９５３
226 曹洞宗 逍遥院 甲府市桜井町 ９９９
227 曹洞宗 寿徳院 甲府市川田町 ３５７
228 曹洞宗 幸澗院 甲府市下帯那町 ３３２４
229 曹洞宗 自性院 甲府市高成町 ２２４
230 曹洞宗 能満寺 甲府市国玉町 １０２３
231 曹洞宗 長泉寺 甲府市国玉町 １１７１
232 曹洞宗 盛岩寺 甲府市向町 ６９５
233 曹洞宗 大雲寺 甲府市七沢町 ５２
234 曹洞宗 高橋寺 甲府市西高橋町 ３４０
235 曹洞宗 圓通寺 甲府市川窪町 ６８９
236 曹洞宗 直心院 甲府市上阿原町 １３１０
237 曹洞宗 正覚寺 甲府市中小河原町 １－１８－９
238 曹洞宗 福寿院 甲府市山宮町 ８１３
239 曹洞宗 西光寺 甲府市増坪町 ３０７
240 曹洞宗 宝幢院 甲府市桜井町 １０６３－２１
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241 日蓮宗 妙本寺 甲府市朝日 ３－２－１８
242 日蓮宗 清運寺 甲府市朝日 ５－２－１１
243 日蓮宗 妙松寺 甲府市朝日 ５－７－２１
244 日蓮宗 妙詮寺 甲府市朝日 ５－７－３０
245 日蓮宗 養行寺 甲府市美咲 １－１－３３
246 日蓮宗 高源寺 甲府市高畑 １－２０－２２
247 日蓮宗 永照寺 甲府市高畑 １－２１－２
248 日蓮宗 法元寺 甲府市国母 ４－８－１１
249 日蓮宗 浄蓮寺 甲府市国母 ４－３－２５
250 日蓮宗 妙豊寺 甲府市飯田 ５－５－１２
251 日蓮宗 延寿寺 甲府市飯田 ５－１６－３４
252 日蓮宗 法光寺 甲府市国母 ８－１－１４
253 日蓮宗 隆泉寺 甲府市富竹 ４－３－３４
254 日蓮宗 玄妙寺 甲府市伊勢 ２－１－７
255 日蓮宗 遠光寺 甲府市伊勢 ２－２－３
256 日蓮宗 安立寺 甲府市上町 ７０
257 日蓮宗 常光寺 甲府市下今井町 ７０３
258 日蓮宗 円妙寺 甲府市小曲町 １２４８
259 日蓮宗 正行寺 甲府市西下条 ８３４
260 日蓮宗 仏国寺 甲府市相生 ３－８－５
261 日蓮宗 要明寺 甲府市住吉本町 １３８９
262 日蓮宗 立本寺 甲府市池田 ２－１５－１９
263 日蓮宗 信立寺 甲府市若松町 ６－８
264 日蓮宗 上行寺 甲府市愛宕町 ３４
265 日蓮宗 妙遠寺 甲府市元紺屋町 ８３
266 日蓮宗 法華寺 甲府市武田 １－４－３４
267 日蓮宗 要法寺 甲府市武田 ４－１－４３
268 日蓮宗 日蓮宗妙法教会 甲府市丸の内 ２－１５－８
269 日蓮宗 身延山尼別院 甲府市中央 ２－１２－１３
270 日蓮正宗 正光寺 甲府市宝 １－１９－１３
271 本門仏立宗 廣正寺 甲府市朝日 ２－１０－２１
272 日本山妙法寺 日本山妙法寺中僧伽 甲府市古府中町 ５０７９－８１
273 単立 一蓮寺 甲府市太田町 ５－１６
274 単立 長禅寺 甲府市愛宕町 ２０８
275 単立 祐光寺 甲府市中小河原町 ８２
276 単立 入明寺 甲府市住吉 ４－１３－３６
277 単立 成田山不動堂 甲府市愛宕町 １２６
278 単立 山梨中央教会 甲府市下飯田 ４－５－２４
279 日本基督教団 日本基督教団　山梨教会 甲府市国母 １－２４－１６
280 日本基督教団 日本基督教団愛宕町教会 甲府市北口 ３－４－２３
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281 日本基督教団 日本基督教団　南甲府教会 甲府市南口町 ４－１１
282 日本基督教団 日本基督教団　甲府教会 甲府市丸の内 ２－３２－３
283 日本基督教団 日本基督教団　甲府中央教会 甲府市中央 ２－７－２１
284 日本バプテスト 山梨バプテスト教会 甲府市朝日 ５－１３－１２
285 日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯﾄﾞ教団甲府基督教会 甲府市北口 ２－４－１２
286 単立 甲府キリスト福音教会 甲府市武田 ３－１７－４
287 単立 甲府カルバリ純福音教会 甲府市相生 ２－１５－１０
288 天理教 天理教甲府大教会 甲府市中央 ２－８－１５
289 天理教 天理教斐山分教会 甲府市荒川 １－１－１４
290 天理教 天理教市洲分教会 甲府市宝 ２－４－１５
291 天理教 天理教東甲府分教会 甲府市城東 ２－１７－４
292 天理教 天理教市洲南分教会 甲府市城東 ４－５－２０
293 天理教 天理教峡中分教会 甲府市城東 ５－４－７
294 天理教 天理教琢美分教会 甲府市善光寺 ３－２８－２５
295 天理教 天理教甲斐道分教会 甲府市高畑 １－１４－８
296 天理教 天理教東龍甲分教会 甲府市下飯田 ３－５－３
297 天理教 天理教甲陽分教会 甲府市上石田 ２－１４－６
298 天理教 天理教上府中分教会 甲府市朝日 ５－４－１４
299 天理教 天理教玉諸分教会 甲府市七沢町 ５０３－２３
300 単立 エホバの証人の甲府市北会衆 甲府市山宮町 ９９６－４
301 単立 神幽現救世真光文明教団 甲府市上帯那町 １１４５－８

1310 神社本庁 祭宮社 甲府市右左口町 １１８５
1311 神社本庁 八幡神社 甲府市右左口町 ２０４９
1312 神社本庁 王子神社 甲府市右左口町 ４３２０－１
1313 神社本庁 五社神社 甲府市右左口町 ４３２０－１
1314 神社本庁 表門神社 甲府市白井町 １
1315 神社本庁 佐久神社 甲府市下向山町 ８９２
1316 神社本庁 諏訪神社 甲府市中畑町 ２２７－２
1317 神社本庁 日枝大神社 甲府市上曽根町 ２８２７
1318 神社本庁 福歳大神社 甲府市下曽根町 ２２９
1319 神社本庁 白山神社 甲府市心経寺町 １２１５
1320 真言宗智山派 常福寺 甲府市右左口町 ４７６
1321 真言宗智山派 円楽寺 甲府市右左口町 ４１０４
1322 浄土宗 敬泉寺 甲府市右左口町 ６４
1323 真宗大谷派 浄照寺 甲府市下曽根町 １５９
1324 曹洞宗 正清院 甲府市上曽根町 ２４５
1325 曹洞宗 長昌院 甲府市上曽根町 ４８０
1326 曹洞宗 満願寺 甲府市上曽根町 ２５４８
1327 曹洞宗 青木院 甲府市上曽根町 ２３８０
1328 曹洞宗 龍華院 甲府市上曽根町 ４０４２
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1329 曹洞宗 法地院 甲府市下曽根町 ４５
1330 曹洞宗 實際寺 甲府市下曽根町 １６１
1331 曹洞宗 清源院 甲府市上向山町 ２１９
1332 曹洞宗 安福寺 甲府市下向山町 １６５０
1333 曹洞宗 安国寺 甲府市心経寺町 １２０４
1334 曹洞宗 長泉寺 甲府市白井町 ６６２
1335 曹洞宗 瑞心院 甲府市白井町 ７４８
1336 曹洞宗 福寿院 甲府市中畑町 ６５１
1337 日蓮宗 円明寺 甲府市下曽根町 ７
1338 日蓮宗 常光寺 甲府市上向山町 ６４
1339 日蓮宗 妙石庵 甲府市上曽根町 ２４５２－６
1375 神社本庁 諏訪神社 甲府市古関町 １３０１
1376 神社本庁 梯神社 甲府市梯町 ３１６
1378 真言宗智山派 吉祥寺 甲府市古関町 ３１１０
1379 臨済宗建長寺 耕念寺 甲府市古関町 ２５
1380 臨済宗建長寺 永泰寺 甲府市古関町 １５５５
302 神社本庁 北口本宮冨士浅間神社 富士吉田市上吉田 ５５５８
303 神社本庁 山神社 富士吉田市上吉田 ３－９－２
304 神社本庁 山神社 富士吉田市上吉田 ５５３５
305 神社本庁 根神社 富士吉田市上吉田 ５－４－３
306 神社本庁 富士小御嶽神社 富士吉田市上吉田小御岳下 ５６１７
307 神社本庁 琴平社 富士吉田市上吉田 ２－３－１５
308 神社本庁 鈴原社 富士吉田市上吉田 ５６０３
309 神社本庁 天神社 富士吉田市下吉田 １５７１
310 神社本庁 大神社 富士吉田市下吉田 ５８７
311 神社本庁 水上神社 富士吉田市下吉田 ５２３５
312 神社本庁 八幡社 富士吉田市下吉田 １０１８
313 神社本庁 日代御子神社 富士吉田市下吉田 ６５４５
314 神社本庁 大神社 富士吉田市下吉田 ６１４４
315 神社本庁 福地八幡社 富士吉田市下吉田 ５１７８
316 神社本庁 市杵島神社 富士吉田市下吉田 ６９８
317 神社本庁 天照皇大神社 富士吉田市下吉田 １５０１
318 神社本庁 富士浅間神社 富士吉田市新倉 ３３５３
319 神社本庁 琴平社 富士吉田市新倉 ４６２５
320 神社本庁 小室浅間神社 富士吉田市下吉田 ５２２１
321 神社本庁 小室浅間神社 富士吉田市大明見 ２－１－１
322 神社本庁 鎮守稲荷社 富士吉田市大明見 ５－８－１１
323 神社本庁 桑原稲荷神社 富士吉田市大明見 ５－１２－２
324 神社本庁 愛宕神社 富士吉田市大明見 １－５－１１
325 神社本庁 社宮地神社 富士吉田市大明見 ４００９
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326 神社本庁 金山神社 富士吉田市大明見 １－４２－４７
327 神社本庁 富士浅間神社 富士吉田市小明見 ３８１１
328 神社本庁 風神社 富士吉田市小明見 ５４６６
329 神社本庁 金比羅神社 富士吉田市小明見 ６２０７－３
330 神社本庁 太神社 富士吉田市小明見 ３２１２
331 神社本庁 明見根元神社 富士吉田市小明見 ６２１４
332 神社本庁 天神社 富士吉田市小明見 ３－２－２６
333 神社本庁 太田神社 富士吉田市小明見 ２－９－４４
334 神社本庁 白鳥社 富士吉田市小明見 １４２４
335 神社本庁 山之神社 富士吉田市小明見 ４－９－２２
336 神社本庁 山之神社 富士吉田市小明見 ４１４２
337 神社本庁 子之神社 富士吉田市小明見 ５－４－１７
338 神社本庁 三峯神社 富士吉田市小明見 ２６７３
339 神社本庁 報国神社 富士吉田市小明見 １５９０
340 神社本庁 漣神社 富士吉田市新屋 ２７６
341 神社本庁 山神社 富士吉田市新屋 １２３０
342 神社本庁 松尾神社 富士吉田市松山 ２－１０－１８
343 神社本庁 穂見神社 富士吉田市松山 ４－５－５
344 神社本庁 浅間神社 富士吉田市上暮地 ５４４
345 神社本庁 神明社 富士吉田市上暮地 ８８８
346 神社本庁 山神社 富士吉田市上暮地 ２１１４
347 神社本庁 日月神社 富士吉田市上暮地 ４１６０
348 神社本庁 国福大神社 富士吉田市下吉田 ６７４４－２
349 扶桑教 扶桑教元祠 富士吉田市上吉田 １
350 扶桑教 扶桑教天拝所 富士吉田市富士山北口七合五勺烏帽子岩
351 丸山教 丸山教起元支教会 富士吉田市上吉田 ５１５
352 単立 富士嶽神社 富士吉田市上吉田 ６６３
353 天台寺門宗 輪源寺 富士吉田市小明見 ２－２－１２
354 本山修験宗 不動院 富士吉田市松山 ５－９－４
355 浄土宗 西方寺 富士吉田市小明見 ２０５８
356 浄土宗 万年寺 富士吉田市小明見 ６０７１
357 浄土宗 善導寺 富士吉田市上吉田 ２－１１－１４
358 浄土真宗本願 福源寺 富士吉田市下吉田 ５７８０
359 浄土真宗本願 大正寺 富士吉田市新倉 ６２１
360 浄土真宗本願 正福寺 富士吉田市新倉 ５８５
361 浄土真宗本願 如来寺 富士吉田市新倉 ６１３
362 時宗 西念寺 富士吉田市上吉田 ７－７－１
363 臨済宗妙心寺 慈光院 富士吉田市大明見 ２４６
364 臨済宗妙心寺 地蔵寺 富士吉田市上吉田 ５－５－２５
365 臨済宗妙心寺 吉祥寺 富士吉田市上吉田 ７－１０－７
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366 臨済宗妙心寺 月江寺 富士吉田市下吉田 ８６９
367 曹洞宗 福昌寺 富士吉田市上暮地 ３－１－１
368 日蓮宗 上行寺 富士吉田市上吉田 ３８
369 法華宗（本門 常照寺 富士吉田市松山 ２－１０－１２
370 法華宗（本門 霊松院 富士吉田市新屋 ２４２
371 単立 富士経岳会 富士吉田市上吉田 ３－１３－２６
372 単立 蓮道会 富士吉田市上吉田 ４２４４－６
373 日本基督教団 日本基督教団富士吉田教会 富士吉田市下吉田 ２－４－１８
374 天理教 天理教明穂分教会 富士吉田市下吉田 ５－１０－３
375 天理教 天理教水穂分教会 富士吉田市新倉 １５２
376 天理教 天理教大満良分教会 富士吉田市上暮地 ５－２－１８
485 神社本庁 金山神社 都留市上谷 ６－４－２３
486 神社本庁 田原神社 都留市田原 ４－２－１
487 神社本庁 大室神社 都留市上谷 １３００
488 神社本庁 白山神社 都留市つる ５－９４８－１
489 神社本庁 御嶽神社 都留市下谷 ２０９２
490 神社本庁 天神社 都留市下谷 １７７２
491 神社本庁 大神社 都留市中央 １７２３
492 神社本庁 稲荷社 都留市中央 １－８－２２
493 神社本庁 御嶽神社 都留市下谷字深田 ２３７３
494 神社本庁 御嶽神社 都留市大野 ９０１
495 神社本庁 三輪神社 都留市大野 １９７４
496 神社本庁 御嶽神社 都留市大野 ４７６
497 神社本庁 諏訪神社 都留市小野 ８１１
498 神社本庁 小野熊野神社 都留市小野 １４６８
499 神社本庁 若宮神社 都留市小野 ７
500 神社本庁 御嶽神社 都留市戸沢 １８６
501 神社本庁 金山神社 都留市戸沢 ５７９
502 神社本庁 生出神社 都留市法能 １１４０
503 神社本庁 愛宕社 都留市法能 ２５０
504 神社本庁 山神社 都留市法能 １４２２
505 神社本庁 七社神社 都留市法能 ２３７２
506 神社本庁 阿夫利神社 都留市玉川 ５７０
507 神社本庁 金山神社 都留市玉川 ５９
508 神社本庁 浅間神社 都留市平栗 ２５７
509 神社本庁 若宮八幡神社 都留市金井 ２４２
510 神社本庁 春日神社 都留市大幡 ３７８３
511 神社本庁 機神社 都留市大幡 ４９４０
512 神社本庁 勝山八幡神社 都留市川棚 ９０－乙
513 神社本庁 御嶽神社 都留市加畑 ２１６



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

514 神社本庁 春日神社 都留市中津森 ８５４
515 神社本庁 熊野神社 都留市厚原 １
516 神社本庁 稲村神社 都留市小形山 １５６５
517 神社本庁 諏訪神社 都留市川茂 １５３
518 神社本庁 八王子神社 都留市古川渡 ８９１
519 神社本庁 落合天神社 都留市古川渡 ８２５－１
520 神社本庁 生出神社 都留市井倉 ４５６
521 神社本庁 事比羅社 都留市井倉 １１８４
522 神社本庁 愛宕社 都留市井倉 ２１４
523 神社本庁 生出神社 都留市四日市場 １０６６
524 神社本庁 三嶋神社 都留市田野倉 １４４
525 神社本庁 御嶽大神社 都留市田野倉 １６９９
526 神社本庁 熊野大神社 都留市田野倉 １３００-1
527 神社本庁 石船神社 都留市朝日馬場 ４４２
528 神社本庁 御嶽神社 都留市与縄 １８９
529 神社本庁 天神社 都留市与縄 ８５７
530 神社本庁 五社神社 都留市朝日曽雌 １５１８
531 神社本庁 太宰府天神社 都留市境 ９５０
532 神社本庁 大神宮社 都留市境 １７３６
533 神社本庁 十二天神社 都留市夏狩 ２０９４
534 神社本庁 八面神社 都留市夏狩 １５７１
535 神社本庁 小篠神社 都留市十日市場 １３１５
536 神社本庁 今宮神社 都留市鹿留 ２５９０
537 富士教 富士教東桂教会 都留市鹿留
538 天台寺門宗 龍石寺 都留市上谷 １－５－１８
539 本山修験宗 三光院 都留市中央 １－８－２１
540 浄土宗 長安寺 都留市上谷 ３－６－３０
541 浄土宗 西凉寺 都留市中央 ４－４－１
542 浄土宗 念崇寺 都留市古川渡 ８６１
543 浄土真宗本願 専徳寺 都留市法能 ８４７
544 浄土真宗本願 正蓮寺 都留市戸沢 ２９２
545 浄土真宗本願 浄泉寺 都留市川茂 １９５
546 浄土真宗本願 法福寺 都留市田野倉 １３５８
547 浄土真宗本願 西光寺 都留市川茂 １１４
548 真宗大谷派 西願寺 都留市上谷 ６－４－２７
549 真宗大谷派 専念寺 都留市中央 ４－３－６
550 臨済宗妙心寺 桂林寺 都留市金井 ３９７
551 臨済宗妙心寺 東陽院 都留市古川渡 ６５５
552 臨済宗妙心寺 天正寺 都留市与縄 １３０２
553 臨済宗妙心寺 清泉寺 都留市四日市場 １１２９



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

554 臨済宗妙心寺 冨春寺 都留市小形山 ６６５
555 臨済宗妙心寺 瑞雲寺 都留市田野倉 １７３３－１
556 臨済宗妙心寺 長慶寺 都留市夏狩 ２４０
557 曹洞宗 円通院 都留市中央 ３－５－１
558 曹洞宗 深泉院 都留市下谷 １－３－１
559 曹洞宗 長生寺 都留市下谷 ２９５４
560 曹洞宗 林照院 都留市玉川 ６０６
561 曹洞宗 東光寺 都留市法能 １１５０
562 曹洞宗 法泉寺 都留市田原 １－１１－２
563 曹洞宗 普門寺 都留市上谷 ４－５－２
564 曹洞宗 眞福寺 都留市小野 ６２７
565 曹洞宗 福源院 都留市大幡 ３４１７
566 曹洞宗 広教寺 都留市大幡 １５４１
567 曹洞宗 江西院 都留市金井 ３４１
568 曹洞宗 用津院 都留市金井 ２９４
569 曹洞宗 保寿院 都留市四日市場 ４３９
570 曹洞宗 本光寺 都留市朝日馬場 １５９
571 曹洞宗 伝昌寺 都留市朝日曽雌 １４６８
572 曹洞宗 光彩院 都留市十日市場 ５８６
573 曹洞宗 自得院 都留市十日市場 ６２０
574 曹洞宗 永寿院 都留市十日市場 ６０３
575 曹洞宗 棲月院 都留市十日市場 ５８３
576 曹洞宗 耕雲院 都留市夏狩 １８８４
577 曹洞宗 宝鏡寺 都留市桂町 １０４７
578 曹洞宗 広徳院 都留市境 ６３６
579 曹洞宗 泉福院 都留市境 １２９
580 曹洞宗 光照寺 都留市鹿留 １９７６
581 曹洞宗 長泉院 都留市鹿留 ６０６
582 曹洞宗 西方寺 都留市鹿留 ５３９
583 日蓮宗 東漸寺 都留市中央 ４－３－１
584 法華宗（本門 信行寺 都留市つる ３－１－２３
585 単立 エホバの証人の都留大月会衆 都留市四日市場字小倉 １２３－１
586 日本基督教団 日本基督教団谷村教会 都留市上谷 ２－１－２５
587 天理教 天理教峡東分教会 都留市桂町 １１６９－３
588 天理教 天理教甲武分教会 都留市古川渡 ５１２－１
589 天理教 天理教谷村町分教会 都留市つる ３－８－６
590 天理教 天理教南都留分教会 都留市上谷 ６－３－６
591 天理教 天理教甲斐桂分教会 都留市上谷 ４－１－１７
592 単立 自然の家 都留市鹿留 ４７２－２
593 神社本庁 山梨岡神社 山梨市下石森 １
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594 神社本庁 神部神社 山梨市上神内川 ９２０
595 神社本庁 稲荷神社 山梨市上神内川 １０１０
596 神社本庁 八幡神社 山梨市上神内川 １３４７
597 神社本庁 天神社 山梨市下神内川 ２４５
598 神社本庁 八幡大神社 山梨市下神内川 ６８７
599 神社本庁 橋立大神社 山梨市大野 ７２３
600 神社本庁 大神社 山梨市歌田 ９５
601 神社本庁 金桜神社 山梨市歌田 ７１４
602 神社本庁 出雲神社 山梨市中村 ９５
603 神社本庁 建岡神社 山梨市上栗原 ８５４
604 神社本庁 天神社 山梨市下栗原 １３１４
605 神社本庁 大宮五所大神 山梨市下栗原 １
606 神社本庁 天神社 山梨市下栗原 １４５３
607 神社本庁 白山神社 山梨市一町田中 ２７３
608 神社本庁 稲荷社 山梨市一町田中 １１５３
609 神社本庁 石尊社 山梨市一町田中 １２７６
610 神社本庁 走湯神社 山梨市上岩下 １４９４
611 峡東神社会 金桜神社 山梨市万力 ３５５７
612 神社本庁 唐土神社 山梨市正徳寺 １５６９
613 神社本庁 霞森神社 山梨市市川 ６８９
614 神社本庁 春日神社 山梨市堀内 １９３４
615 神社本庁 神明社 山梨市江曽原 ２５９
616 神社本庁 亀甲神社 山梨市南 １３７５
617 神社本庁 天神社 山梨市大工 １５６３
618 神社本庁 通大神社 山梨市大工 ２０３９－１
619 神社本庁 山神社 山梨市水口 １９１９
620 神社本庁 八王子神社 山梨市水口 ２０６９
621 神社本庁 子之神社 山梨市水口 ２４０８
622 神社本庁 山神社 山梨市切差 ２７６
623 神社本庁 若宮八幡社 山梨市切差 １５３７
624 神社本庁 大井俣窪八幡神社 山梨市北 ６５４
625 神社本庁 大石神社 山梨市西 ２０６７
626 神社本庁 七日子神社 山梨市七日市場 １０６８
627 神社本庁 誉田別神社 山梨市下井尻 １３７
628 神社本庁 朝日稲荷神社 山梨市小原西 １２２２
629 神社本庁 大井俣神社 山梨市小原西 １２２６
630 神社本庁 天神社 山梨市三ケ所 １４４１
631 神社本庁 諏訪神社 山梨市三ケ所 ９２３
632 神社本庁 福之宮神社 山梨市鴨居寺 ４２－３
633 神社本庁 木宮神社 山梨市東後屋敷 ２９２
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634 神社本庁 若松神社 山梨市上ノ割 １
635 単立 八大龍王神社 山梨市上神内川 ５７５－２
636 天台宗 光福寺 山梨市東後屋敷 ９７１
637 真言宗智山派 不動寺 山梨市北 ８９２
638 真言宗智山派 神宮寺 山梨市北 ９０９
639 真言宗智山派 清水寺 山梨市市川 ５７３
640 浄土宗 法蔵寺 山梨市小原西 ３７７
641 浄土宗 慶松寺 山梨市上石森 ２４６
642 浄土宗 円福寺 山梨市下石森 １１５２
643 浄土宗 光明寺 山梨市上神内川 ９４５
644 浄土宗 西称院 山梨市下神内川 ５２３
645 浄土宗 光雲寺 山梨市大野 ７５８
646 浄土宗 養安寺 山梨市中村 ７３
647 浄土宗 称名院　　 山梨市一町田中 １１６６
648 浄土宗 壽命院 山梨市落合 ３７５
649 浄土宗 円通寺 山梨市三ケ所 ８５３
650 浄土宗 龍泉寺 山梨市市川 ２１５１
651 浄土真宗本願 法蔵寺 山梨市堀内 １６１６
652 真宗大谷派 妙正寺 山梨市東後屋敷 ９８４
653 真宗大谷派 万福寺 山梨市下栗原 １３６８
654 真宗大谷派 宿願寺 山梨市万力 １８６５
655 真宗大谷派 西願寺 山梨市小原東 ３９０
656 臨済宗妙心寺 知足院 山梨市七日市場　 １２１９
657 臨済宗妙心寺 太子寺 山梨市大工 ２１８４
658 臨済宗妙心寺 伝宗寺 山梨市大工 ３０３
659 臨済宗妙心寺 法輪寺 山梨市切差 １３８４
660 臨済宗妙心寺 宝積寺 山梨市小原東 ２３８
661 臨済宗妙心寺 清白寺 山梨市三ケ所 ６２０
662 臨済宗妙心寺 禅林寺 山梨市水口 ２３５９
663 臨済宗妙心寺 眞休寺 山梨市南 １３６３
664 臨済宗妙心寺 雲光寺 山梨市下井尻 ６７３
665 臨済宗向嶽寺 聖徳寺 山梨市正徳寺 １４２１
666 臨済宗向嶽寺 常性寺 山梨市上岩下 ２３
667 臨済宗向嶽寺 牧洞寺 山梨市上岩下 １５０１
668 臨済宗向嶽寺 無量寺 山梨市落合 ７７
669 曹洞宗 光善寺 山梨市上栗原 ９０１
670 曹洞宗 海島寺 山梨市上栗原 １０３９
671 曹洞宗 妙善寺 山梨市上栗原 １０４８
672 曹洞宗 大翁寺 山梨市下栗原 １３４８
673 曹洞宗 金光寺 山梨市東 ６７９
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674 曹洞宗 信盛院 山梨市東 ２１９０
675 曹洞宗 永昌院 山梨市矢坪 １０８８
676 曹洞宗 慶雲寺 山梨市万力 １３９６
677 曹洞宗 霊岩寺 山梨市万力 ２２３１
678 曹洞宗 長源寺 山梨市万力 ３２００
679 曹洞宗 東地院 山梨市歌田 ７２３
680 曹洞宗 福寿院 山梨市上石森 ２９８－１
681 曹洞宗 永安寺 山梨市山根 １４３３
682 曹洞宗 宗禅寺 山梨市山根 １２６０
683 曹洞宗 慈心院 山梨市水口 ２５８９
684 曹洞宗 観音寺 山梨市水口 ３６４１
685 曹洞宗 通寶寺 山梨市市川 １６６０
686 曹洞宗 法昌寺 山梨市江曽原 ９７２
687 曹洞宗 東前寺 山梨市南 １３０２
688 曹洞宗 湯前寺 山梨市上岩下 ８０１
689 日蓮宗 大法寺 山梨市上栗原 １０１５
690 日蓮宗 善行寺 山梨市小原東 ２０５
691 日蓮正宗 大教寺 山梨市大野 ８６６
692 日本基督教団 日本基督教団日下部教会 山梨市上神内川 １１１３－１
693 天理教 天理教東山梨分教会 山梨市北 ６６２
941 神社本庁 神明神社 山梨市牧丘町牧平 ６１４
942 神社本庁 若宮八幡宮 山梨市牧丘町牧平 １７５９
943 神社本庁 若宮八幡社 山梨市牧丘町西保中 ４１８
944 神社本庁 菅神社 山梨市牧丘町西保中 １１９６
945 神社本庁 法喩庵天神社 山梨市牧丘町西保下 １５５４
946 神社本庁 若宮八幡神社 山梨市牧丘町西保下 ４０１８
947 神社本庁 立石神社 山梨市牧丘町西保下 ５２３８
948 神社本庁 白幡神社 山梨市牧丘町杣口 １６５８
949 神社本庁 大木神社 山梨市牧丘町杣口 ２３８０
950 神社本庁 金櫻神社 山梨市牧丘町杣口 ２９１９
951 神社本庁 神明神社 山梨市牧丘町北原 １４７５
952 神社本庁 西山天神社 山梨市牧丘町倉科 ３６３２
953 神社本庁 黒戸奈神社 山梨市牧丘町倉科 ４９２６
954 神社本庁 唐土神社 山梨市牧丘町成沢 １１０８
955 神社本庁 日吉山王神社 山梨市牧丘町室伏 ２９９０
956 神社本庁 中牧神社 山梨市牧丘町千野々宮 ５７６
957 神社本庁 諏訪神社 山梨市牧丘町隼 １０１５
958 神社本庁 少宮神社 山梨市牧丘町窪平 ６２７
959 神社本庁 神明神社 山梨市牧丘町窪平 ８４８
960 真言宗醍醐派 上求寺 山梨市牧丘町倉科 ５９１９
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961 真言宗醍醐派 内膳院 山梨市牧丘町倉科 ２０７０
962 真言宗醍醐派 林光院 山梨市牧丘町隼 ９５４
963 真言宗智山派 圓照寺 山梨市牧丘町室伏 １８９６
964 浄土宗 無量院 山梨市牧丘町倉科 ６１０５
965 浄土真宗本願 福法寺 山梨市牧丘町杣口 ６７６
966 浄土真宗本願 玄超寺 山梨市牧丘町倉科 ６１１３
967 真宗大谷派 万勝寺 山梨市牧丘町千野々宮 １００６
968 臨済宗妙心寺 圓光寺 山梨市牧丘町杣口 １０９２
969 臨済宗妙心寺 雲峰寺 山梨市牧丘町杣口 ２０７６
970 臨済宗妙心寺 西念寺 山梨市牧丘町倉科 １８３８
971 臨済宗妙心寺 竜泉寺 山梨市牧丘町倉科 ５４８１
972 臨済宗妙心寺 慶徳寺 山梨市牧丘町倉科 ６１３７
973 臨済宗妙心寺 観音寺 山梨市牧丘町隼 ８２５
974 臨済宗向嶽寺 林栄寺 山梨市牧丘町室伏 １８４１
975 臨済宗向嶽寺 宝珠寺 山梨市牧丘町窪平 ７２４
976 曹洞宗 耕雲寺 山梨市牧丘町牧平 ６２４
977 曹洞宗 信光寺 山梨市牧丘町牧平 ２４４７
978 曹洞宗 洞雲寺 山梨市牧丘町北原 １１１７
979 曹洞宗 西源寺 山梨市牧丘町西保中 １７８０
980 曹洞宗 普門寺 山梨市牧丘町西保下 ３６３１
981 曹洞宗 実相寺 山梨市牧丘町西保下 ４１２０
982 曹洞宗 法林寺 山梨市牧丘町杣口 ２５９４
983 曹洞宗 浄居寺 山梨市牧丘町窪平 １５４
984 曹洞宗 繁桂寺 山梨市牧丘町窪平 １３０９
985 曹洞宗 廣蔵院 山梨市牧丘町成沢 １２９８
986 天理教 天理教笛吹川分教会 山梨市牧丘町室伏 ５９８
987 神社本庁 諏訪神社 山梨市三富徳和 ６２５
988 神社本庁 大嶽山那賀都神社 山梨市三富上釜口 ６１７
989 神社本庁 飛尾大神社 山梨市三富下釜口 １７２
990 神社本庁 山王神社 山梨市三富下萩原 １１０
991 天台宗 宝樹院 山梨市三富上柚木 ２２０
992 真言宗智山派 吉祥寺 山梨市三富徳和 ２
993 臨済宗妙心寺 玉蔵院 山梨市三富下萩原 ２９４
994 臨済宗妙心寺 善福寺 山梨市三富川浦 ７３３
995 臨済宗向嶽寺 清月院 山梨市三富下釜口 １０６
996 曹洞宗 安養院 山梨市三富下釜口 ３６０
694 単立 平安清明教 大月市御太刀 １－１１－１８
695 神社本庁 稲村神社 大月市笹子町黒野田 ７４０
696 神社本庁 稲村神社 大月市笹子町吉久保 １０５６
697 神社本庁 子神社 大月市笹子町白野 ７９４
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698 神社本庁 高岩四所神社 大月市初狩町中初狩 ２４３９
699 神社本庁 子神社 大月市初狩町下初狩 ２１３０
700 神社本庁 八幡神社 大月市初狩町下初狩 ３４０２
701 神社本庁 稲村神社 大月市大月町花咲 ２０９
702 神社本庁 大神社 大月市大月町真木 ４０２９
703 神社本庁 金山神社 大月市大月町真木 ６４８４－１
704 神社本庁 諏訪神社 大月市大月町真木 １８４５
705 神社本庁 三嶋神社 大月市駒橋 １－３－１０
706 神社本庁 諏訪神社 大月市賑岡町畑倉 ２３１
707 神社本庁 春日神社 大月市賑岡町畑倉、 １３１７
708 神社本庁 御嶽神社 大月市賑岡町畑倉 ２０９０
709 神社本庁 宮澤神社 大月市賑岡町奥山 １０２０
710 神社本庁 春日神社 大月市賑岡町奥山 ３２３７
711 神社本庁 神田神社 大月市賑岡町浅利 ２７５
712 神社本庁 御嶽神社 大月市賑岡町強瀬 ３４７
713 神社本庁 子神社 大月市賑岡町岩殿 １３９
714 神社本庁 天神社 大月市七保町葛野 １２９
715 神社本庁 御嶽神社 大月市七保町葛野 １４７９
716 神社本庁 春日神社 大月市七保町浅川 ６８２
717 神社本庁 春日神社 大月市七保町下和田 １２２５
718 神社本庁 御嶽神社 大月市七保町瀬戸 １８１８
719 神社本庁 春日神社 大月市七保町瀬戸 １０２１
720 神社本庁 一宮神社 大月市七保町瀬戸 ２１０６
721 神社本庁 春日神社 大月市七保町林 ６４１
722 神社本庁 春日神社 大月市七保町奈良子 １６４
723 神社本庁 春日神社 大月市七保町駒宮 ３４７
724 神社本庁 御嶽神社 大月市猿橋町小沢 ２０３
725 神社本庁 三輪神社 大月市猿橋町小沢 ７１６
726 神社本庁 御嶽神社 大月市猿橋町小沢 １０９０
727 神社本庁 諏訪春日神社 大月市猿橋町猿橋 １１３５
728 神社本庁 御嶽神社 大月市猿橋町猿橋 １７６８
729 神社本庁 八幡神社 大月市猿橋町猿橋 ２５８４
730 神社本庁 三嶋神社 大月市猿橋町殿上 ５
731 神社本庁 北野三社神社 大月市猿橋町小篠 ２１７
732 神社本庁 諏訪神社 大月市猿橋町朝日小沢 ５９５
733 神社本庁 春日神社 大月市猿橋町藤崎 １５２１
734 神社本庁 福寿神社 大月市富浜町鳥沢 ４１０
735 神社本庁 諏訪神社 大月市富浜町鳥沢 １２９９
736 神社本庁 御嶽神社 大月市富浜町鳥沢 １５３７
737 神社本庁 諏訪神社 大月市富浜町鳥沢 １８２４



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

738 神社本庁 福地八幡神社 大月市富浜町鳥沢 ２７８８
739 神社本庁 諏訪神社 大月市富浜町鳥沢 ３３９３
740 神社本庁 山ノ神社 大月市富浜町鳥沢 ５１３７
741 神社本庁 諏訪神社 大月市富浜町宮谷 １１１４
742 神社本庁 貴船神社 大月市梁川町立野 ４６７
743 神社本庁 八幡神社 大月市梁川町立野 １０７４
744 神社本庁 素盛鳴神社 大月市梁川町綱の上 １３
745 神社本庁 小松神社 大月市梁川町綱の上 １３４２
746 神社本庁 有倉神社 大月市梁川町新倉 ２１９
747 扶桑教 扶桑教都留教会 大月市大月 ３－４－２０
748 真言宗智山派 真蔵院 大月市賑岡町岩殿 １６０
749 浄土宗 無辺寺 大月市大月 ２－９－２０
750 浄土宗 西方寺 大月市大月町花咲 ２１０６
751 浄土宗 阿弥陀寺 大月市猿橋町殿上 １９
752 浄土宗 宗安寺 大月市七保町浅川 １００６
753 浄土真宗本願 行願寺 大月市大月 １－２１－２２
754 浄土真宗本願 正念寺 大月市大月町真木 ２０５３
755 浄土真宗本願 福正寺 大月市大月町真木 ４１２９
756 浄土真宗本願 浄照寺 大月市賑岡町奥山 １０４７
757 浄土真宗本願 安楽寺 大月市賑岡町強瀬 ７９０
758 浄土真宗本願 福泉寺 大月市猿橋町藤崎 ９９７
759 真宗大谷派 善福寺 大月市大月町真木 ９４５
760 臨済宗妙心寺 普明院 大月市笹子町黒野田 １７７２
761 臨済宗妙心寺 宝林寺 大月市笹子町白野 ４６７
762 臨済宗妙心寺 自徳寺 大月市初狩町下初狩 ３７７７
763 臨済宗妙心寺 大椿寺 大月市猿橋町殿上檜沢 ６００－１
764 臨済宗建長寺 心月寺 大月市猿橋町猿橋 ６０６
765 臨済宗建長寺 養福寺 大月市猿橋町小篠 ５６３
766 臨済宗建長寺 円福寺 大月市富浜町鳥沢 ２１１７
767 臨済宗建長寺 瑞光寺 大月市富浜町鳥沢 １５３９－１
768 臨済宗建長寺 全昌寺 大月市梁川町綱の上 ９３８－２
769 臨済宗建長寺 光養寺 大月市七保町駒宮 ５８７
770 臨済宗建長寺 凉泉寺 大月市七保町葛野 １８９５
771 臨済宗建長寺 福泉寺 大月市七保町葛野 １６９５
772 臨済宗建長寺 常光寺 大月市七保町葛野 ２５９２
773 臨済宗建長寺 妙楽寺 大月市猿橋町藤崎 ６１９
774 臨済宗建長寺 東光寺 大月市猿橋町藤崎 ６１９
775 臨済宗南禅寺 円通寺 大月市梁川町立野 ４５８
776 臨済宗向嶽寺 東陽寺 大月市賑岡町畑倉 １０３５
777 臨済宗向嶽寺 花井寺 大月市七保町下和田 １２１９
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778 臨済宗向嶽寺 金龍寺 大月市七保町瀬戸 １３０
779 臨済宗向嶽寺 瑞淵寺 大月市梁川町塩瀬 ６２２
780 曹洞宗 法雲寺 大月市初狩町下初狩 １４５０
781 曹洞宗 光照寺 大月市駒橋 １－４－１６
782 曹洞宗 法幢寺 大月市賑岡町畑倉 １１１５
783 曹洞宗 威徳寺 大月市賑岡町畑倉 ２１６３
784 曹洞宗 全福寺 大月市賑岡町強瀬 ４２５
785 曹洞宗 東光寺 大月市賑岡町奥山 ２８１７
786 曹洞宗 宝林寺 大月市七保町葛野 ６３
787 曹洞宗 照光院 大月市猿橋町小沢 ２０１
788 曹洞宗 長應寺 大月市猿橋町朝日小沢 １２７４
789 曹洞宗 宝全寺 大月市富浜町宮谷 １０３２
790 曹洞宗 正覚寺 大月市富浜町宮谷 ７６９
791 日蓮宗 円行寺 大月市猿橋町殿上 ３
792 日蓮宗 日蓮宗願満教会 大月市大月 ２－９－３
793 日蓮正宗 覚宝寺 大月市御太刀 １－５－３１
794 日本基督教団 日本基督教団大月新生教会 大月市御太刀 １－４－１０
795 単立 大月キリストの教会 大月市駒橋 １－９－１４
796 天理教 天理教都留分教会 大月市初狩町下初狩 ３５５
797 天理教 天理教神ヶ井分教会 大月市富浜町鳥沢 １９４９
798 天理教 天理教大月町分教会 大月市賑岡町強瀬 ５６２－１
799 神社本庁 神明神社 韮崎市穂坂町三之蔵 ３３３３
800 神社本庁 諏訪神社 韮崎市穂坂町三之蔵 ４９９２
801 神社本庁 大六天社 韮崎市穂坂町三之蔵 ５８２９
802 神社本庁 諏訪神社 韮崎市穂坂町長久保 ７０６
803 神社本庁 倭文神社 韮崎市穂坂町柳平 ３１９５
804 神社本庁 神明神社 韮崎市穂坂町三ツ沢 ２７８０
805 神社本庁 神明神社 韮崎市穂坂町三ツ沢 ２８４４
806 神社本庁 熊野神社 韮崎市穂坂町宮久保 ２０２２
807 神社本庁 御崎神社 韮崎市穂坂町宮久保 ５３７６
808 神社本庁 倭文神社 韮崎市穂坂町宮久保 ６０５１
809 神社本庁 諏訪神社 韮崎市穂坂町上今井 １４５２
810 神社本庁 山神社 韮崎市穂坂町上今井 ２２３４
811 神社本庁 若宮八幡宮 韮崎市若宮 １－４－１４
812 神社本庁 天満宮 韮崎市韮崎町 ３５７５
813 神社本庁 姫宮神社 韮崎市本町 ３－１１－４
814 神社本庁 白髯神社 韮崎市水神 １－１－１４
815 神社本庁 神明宮 韮崎市下祖母石 ３６７
816 神社本庁 勝手神社 韮崎市中央町岩下 ９８８
817 神社本庁 福地八幡神社 韮崎市藤井町南下條 ７２７－１
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818 神社本庁 福地八幡神社 韮崎市藤井町北下條 ２０２７
819 神社本庁 天王社 韮崎市藤井町坂井 ４７２
820 神社本庁 当麻戸神社 韮崎市藤井町駒井 １２０８
821 神社本庁 子安神社 韮崎市中田町中條 ２７９５
822 神社本庁 御牧神社 韮崎市中田町中條 ２７９５
823 神社本庁 藤武神社 韮崎市中田町中條 ４７８７
824 神社本庁 柳原神社 韮崎市中田町小田川 １２５９
825 神社本庁 厳宮諏訪神社 韮崎市穴山町 １６４３
826 神社本庁 穂見神社 韮崎市穴山町 １８５６
827 神社本庁 津島神社 韮崎市穴山町 ３９２６
828 神社本庁 御名方神社 韮崎市穴山町 ４６５０
829 神社本庁 鷲宮社 韮崎市穴山町 ６８０４
830 神社本庁 諏訪神社 韮崎市穴山町 ６６６０
831 神社本庁 持久神社 韮崎市円野町上円井 ３３１０
832 神社本庁 宇波刀神社 韮崎市円野町下円井 ２１０１
833 神社本庁 天神社 韮崎市円野町入戸野 ５７０
834 神社本庁 八幡神社 韮崎市清哲町折居 ８８１
835 神社本庁 近戸神社 韮崎市清哲町青木 １９９９
836 神社本庁 諏訪神社 韮崎市清哲町青木 ２８６２
837 神社本庁 原山神社 韮崎市清哲町青木 １２３６
838 神社本庁 御杉神社 韮崎市清哲町樋口 ９６
839 神社本庁 武田八幡神宮 韮崎市神山町北宮地 １１８５
840 神社本庁 諏訪神社 韮崎市神山町武田 １６４
841 神社本庁 白山社 韮崎市神山町鍋山 ２５８４
842 神社本庁 白山神社 韮崎市旭町上條北割 ９９８
843 神社本庁 山神社 韮崎市旭町上條北割 ２００５
844 神社本庁 金山神社 韮崎市旭町上條北割 ２１３３
845 神社本庁 八幡神社 韮崎市旭町上條北割 ３８８４
846 神社本庁 穂見神社 韮崎市旭町上條南割 ３３８８
847 神社本庁 安房神社 韮崎市旭町上條中割 ２３４９
848 神社本庁 若宮八幡宮 韮崎市大草町上條東割 ２５７
849 神社本庁 南宮大神社 韮崎市大草町上條東割 ７９０
850 神社本庁 神明神社 韮崎市大草町下條中割 ２５３
851 神社本庁 子之神社 韮崎市大草町若尾 １９４２
852 神社本庁 唐土神社 韮崎市龍岡町下條南割 １
853 神社本庁 石宮神社 韮崎市龍岡町下條南割 ８１７
854 神社本庁 神明神社 韮崎市龍岡町若尾新田 １１３－１
855 高野山真言宗 光臺寺 韮崎市中田町中條 ８０１
856 臨済宗妙心寺 宝積寺 韮崎市穂坂町三之蔵 ５１６３
857 臨済宗妙心寺 金剛院 韮崎市穂坂町柳平 １２７１
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858 臨済宗妙心寺 永岳寺 韮崎市大草町下條西割 ９
859 曹洞宗 澤蔵院 韮崎市穂坂町三ツ沢 ２４１７
860 曹洞宗 慈眼院 韮崎市穂坂町三ツ沢 ２５３６
861 曹洞宗 東光寺 韮崎市穂坂町柳平 １４０
862 曹洞宗 法泉院 韮崎市穂坂町宮久保 ５４９８
863 曹洞宗 東福院 韮崎市穂坂町三之蔵 ３７４６
864 曹洞宗 法幢院 韮崎市穂坂町上今井 １５４８
865 曹洞宗 西方院 韮崎市穂坂町長久保 ５２８
866 曹洞宗 藏前院 韮崎市中央町 ６－８
867 曹洞宗 雲岸寺 韮崎市中央町 １１－２
868 曹洞宗 福昌院 韮崎市中央町岩下 １３５
869 曹洞宗 慈眼院 韮崎市中央町岩下 １３３１
870 曹洞宗 城前寺 韮崎市中央町上祖母石 ７９０
871 曹洞宗 盛徳院 韮崎市藤井町北下條 ６８２
872 曹洞宗 三光寺 韮崎市藤井町南下條 ７０６－１
873 曹洞宗 安昌寺 韮崎市藤井町南下條 ７１９
874 曹洞宗 源勝寺 韮崎市藤井町北下條 ５５６
875 曹洞宗 見徳寺 韮崎市藤井町北下條 １８２５－１
876 曹洞宗 慈法院 韮崎市藤井町北下條 ２０２４
877 曹洞宗 延命寺 韮崎市藤井町坂井 ７９３
878 曹洞宗 光明寺 韮崎市藤井町駒井 ６５４
879 曹洞宗 極楽寺 韮崎市藤井町駒井 ２６０１－１
880 曹洞宗 松雲寺 韮崎市中田町中條 １２８５
881 曹洞宗 昌福寺 韮崎市中田町中條 １３３４
882 曹洞宗 恩昌寺 韮崎市中田町中條 ４１７３
883 曹洞宗 萬松寺 韮崎市中田町小田川 ６３７
884 曹洞宗 満福寺 韮崎市穴山町 １５０９
885 曹洞宗 城源院 韮崎市穴山町 ３８３１
886 曹洞宗 泉竜寺 韮崎市穴山町 ４９２０
887 曹洞宗 宗泉院 韮崎市円野町上円井 ３４８１
888 曹洞宗 法雲寺 韮崎市円野町下円井 ２００１
889 曹洞宗 龍珠院 韮崎市円野町下円井 ２５５４
890 曹洞宗 宝蔵寺 韮崎市円野町入戸野 ９５７
891 曹洞宗 廣福院 韮崎市清哲町樋口 １１７
892 曹洞宗 常光寺 韮崎市清哲町青木 ２８７８
893 曹洞宗 雨宮寺 韮崎市清哲町折居 ９０３
894 曹洞宗 願成寺 韮崎市神山町鍋山 １１１１
895 曹洞宗 大慈寺 韮崎市神山町鍋山 １６８１
896 曹洞宗 泉勝院 韮崎市神山町武田 ７８６
897 曹洞宗 大公寺 韮崎市旭町上條南割 １９６１



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

898 曹洞宗 永明院 韮崎市旭町上條北割 ２１５４
899 曹洞宗 正福寺 韮崎市大草町若尾 ７７４
900 曹洞宗 法傳寺 韮崎市龍岡町若尾新田 ２２３
901 曹洞宗 大聖寺 韮崎市龍岡町下條南割 １４２
902 曹洞宗 宗源院 韮崎市龍岡町下條南割 ９８２
903 日蓮宗 大蓮寺 韮崎市本町 ２－１２－１
904 日蓮宗 妙浄寺 韮崎市円野町上円井 １１８６
905 日蓮宗 大輪寺 韮崎市旭町上條北割 ２９９０
906 日蓮宗 淨蓮寺 韮崎市旭町上條南割 ３０２２
907 日蓮宗 昌善寺 韮崎市旭町上條南割 ３１５８
908 日蓮宗 教林寺 韮崎市大草町上條東割 ２１３
909 日蓮宗 本照寺 韮崎市龍岡町下條東割 ４９９
910 日蓮宗 蓮照寺 韮崎市龍岡町下條東割 １２１７
911 単立 長靖寺 韮崎市穴山町能見城 ３７９３
912 日本基督教団 日本基督教団韮崎教会 韮崎市本町 １－５－１６
913 イエス之御霊 山梨イエス之御霊教会 韮崎市神山町鍋山南林 ２４５２－４
914 天理教 天理教藤武分教会 韮崎市中田町小田川 １４１８－８
915 天理教 天理教藤井分教会 韮崎市穴山町 ３９５４
916 天理教 天理教帝島分教会 韮崎市清哲町青木 １４２９

2170 神社本庁 神明神社 南アルプス市上高砂 ９５８－１
2171 神社本庁 神明社 南アルプス市下高砂 １７４
2172 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市野牛島 ２０１６
2173 神社本庁 八幡神社 南アルプス市六科 １４９７
2174 神社本庁 熊野神社 南アルプス市徳永 １９３８
2175 神社本庁 八雲神社 南アルプス市榎原 ６６９
2176 真言宗智山派 長谷寺 南アルプス市榎原 ４４２
2177 曹洞宗 光昌院 南アルプス市野牛島 ２０８４
2178 曹洞宗 桃岳院 南アルプス市野牛島 ２０９８－１
2179 曹洞宗 豊光院 南アルプス市上高砂 ９８６
2180 曹洞宗 長泉寺 南アルプス市下高砂 １４５
2181 曹洞宗 広照寺 南アルプス市下高砂 １８４
2182 曹洞宗 長盛院 南アルプス市徳永 １６７８
2183 天理教 天理教辺見分教会 南アルプス市六科 ５８９－２
2184 神社本庁 水宮神社 南アルプス市有野 １２９８
2185 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市百々 １５３７
2186 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市上八田 ４７３
2187 神社本庁 天神社 南アルプス市在家塚 ７７
2188 神社本庁 稲荷社 南アルプス市在家塚 １７０
2189 神社本庁 伊勢社 南アルプス市在家塚 １０５４
2190 神社本庁 若宮神社 南アルプス市在家塚 １６７６
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2191 神社本庁 八幡神社 南アルプス市西野 ２７８６
2192 神社本庁 中島社 南アルプス市上今諏訪 １２５０
2193 神社本庁 春宮社 南アルプス市上今諏訪 １３２２
2194 神社本庁 秋宮社 南アルプス市上今諏訪 １３２４
2195 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市上今諏訪 １７７８
2196 神社本庁 十三所社 南アルプス市上今諏訪 １８００
2197 神社本庁 御柱社 南アルプス市上今諏訪 １８３１
2198 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市下今諏訪 ４６８－１
2199 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市須沢 １９４
2200 神社本庁 三社神社 南アルプス市駒場 １５２－１
2201 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市塩前 ２３５
2202 神社本庁 若宮神社 南アルプス市飯野 ２１７５
2203 神社本庁 神明神社 南アルプス市飯野新田 ５１４
2204 神社本庁 白山神社 南アルプス市築山 ９３３
2205 神社本庁 三大王子神社 南アルプス市飯野 ５２２０
2206 曹洞宗 大城寺 南アルプス市在家塚 ３４７
2207 曹洞宗 薬王寺 南アルプス市在家塚 １１４６
2208 曹洞宗 隆厳院 南アルプス市在家塚 １８１９
2209 曹洞宗 常楽寺 南アルプス市飯野 １０６５
2210 曹洞宗 持地院 南アルプス市百々 １５３０
2211 曹洞宗 秋月院 南アルプス市百々 ２４２２
2212 曹洞宗 蔵福院 南アルプス市百々 ３００２
2213 曹洞宗 珠善院 南アルプス市百々 ３１３３
2214 曹洞宗 長久寺 南アルプス市上八田 １２１８
2215 曹洞宗 普済寺 南アルプス市築山 ６００
2216 曹洞宗 竜洞寺 南アルプス市曲輪田新田 １０６
2217 曹洞宗 宝珠院 南アルプス市西野 １５５
2218 曹洞宗 円通寺 南アルプス市西野 ２１７５
2219 曹洞宗 慈眼寺 南アルプス市上今諏訪 １７８３
2220 日蓮宗 妙長寺 南アルプス市上八田 ７７４
2221 日蓮宗 本隆寺 南アルプス市百々 ２９３３
2222 日蓮宗 蓮行寺 南アルプス市駒場 １８１
2223 日蓮宗 行善寺 南アルプス市有野 １２２２
2224 日蓮宗 了円寺 南アルプス市飯野新田 ５２５
2225 日蓮宗 妙善寺 南アルプス市飯野 ３４２７
2226 日蓮宗 福王寺 南アルプス市飯野 ４７９３
2227 日蓮宗 久本寺 南アルプス市下今諏訪 ５５６
2228 単立 興門法華宗興陽寺 南アルプス市飯野 ２５５０－１２
2229 天理教 天理教百田分教会 南アルプス市六科 １１０７－３２
2230 天理教 天理教満陽分教会 南アルプス市上今諏訪 １－２
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2231 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市芦安芦倉 ９６０
2232 曹洞宗 光明寺 南アルプス市芦安芦倉 ３５０
2233 曹洞宗 大寶寺 南アルプス市芦安芦倉 ８１９
2234 日蓮宗 妙定寺 南アルプス市芦安芦倉 ９０４
2235 神社本庁 若宮八幡社 南アルプス市十日市場 ５２２
2236 神社本庁 金比羅社熱田大明神社 南アルプス市十日市場 １２８２
2237 神社本庁 神明石動神社 南アルプス市十日市場 １９５９
2238 神社本庁 神部社 南アルプス市寺部 ２１７１
2239 神社本庁 巨摩八幡宮 南アルプス市鏡中條 ４５８
2240 神社本庁 若宮神社 南アルプス市下今井 ３３３
2241 神社本庁 八幡社 南アルプス市藤田 １２０５
2242 高野山真言宗 寂如院 南アルプス市加賀美 ２４２９
2243 高野山真言宗 法善寺 南アルプス市加賀美 ３５０７
2244 高野山真言宗 安養寺 南アルプス市十日市場 １８４１
2245 曹洞宗 養春院 南アルプス市鏡中條 ５６６
2246 曹洞宗 隆円寺 南アルプス市下今井 ８４１
2247 曹洞宗 藤田寺 南アルプス市藤田 ４２２
2248 曹洞宗 法幢院 南アルプス市十日市場 １９２９
2249 日蓮宗 妙遠寺 南アルプス市寺部 １６８
2250 日蓮宗 實成寺 南アルプス市寺部 １９２３
2251 日蓮宗 長遠寺 南アルプス市鏡中條 ７００
2252 日蓮宗 玉泉院 南アルプス市鏡中條 ７０５
2253 日蓮宗 妙蓮寺 南アルプス市鏡中條 ７４７
2254 日蓮宗 常教寺 南アルプス市鏡中條 １２９０
2255 日蓮宗 本覚寺 南アルプス市下今井 ６０５
2256 日蓮宗 明行寺 南アルプス市藤田 ３０２
2257 日蓮宗 道昌寺 南アルプス市藤田 ３４７
2258 日蓮宗 泉能寺 南アルプス市藤田 ４１０
2259 日蓮宗 願成寺 南アルプス市十日市場 １１８１
2260 神社本庁 天神社 南アルプス市上野 ３８０
2261 神社本庁 八幡神社 南アルプス市上市之瀬 １２０９
2262 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市平岡 １６１１
2263 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市中野 １２７７
2264 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市曲輪田 １０７７
2265 神社本庁 御崎社 南アルプス市上宮地 ２２３８
2266 神社本庁 八幡神社 南アルプス市上宮地 ２４９２
2267 神社本庁 八幡神社 南アルプス市下宮地 ４７０
2268 神社本庁 穂見神社 南アルプス市高尾 ４９８
2269 単立 神明宮 南アルプス市下市之瀬 １０４
2270 神社本庁 諏訪神社 南アルプス市吉田 ７９３－１
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2271 神社本庁 天神社 南アルプス市上今井 ３２７
2272 神社本庁 若宮八幡神社 南アルプス市上今井 １０５７
2273 神社本庁 桃園神社 南アルプス市桃園 ６２４
2274 神社本庁 笠屋神社 南アルプス市小笠原 ４６９
2275 神社本庁 熊野神社 南アルプス市小笠原 １７９６
2276 浄土宗 源然寺 南アルプス市小笠原 ２０８
2277 曹洞宗 興隆院 南アルプス市小笠原 ３
2278 曹洞宗 昌隆寺 南アルプス市小笠原 ８４５
2279 曹洞宗 長昌院 南アルプス市上宮地 １１４０
2280 曹洞宗 伝嗣院 南アルプス市上宮地 １４２４
2281 曹洞宗 耕雲寺 南アルプス市上宮地 ４００３
2282 曹洞宗 西光寺 南アルプス市曲輪田 ２０８９
2283 曹洞宗 大慈院 南アルプス市曲輪田 ２８５０
2284 曹洞宗 雨法寺 南アルプス市平岡 １５５３
2285 曹洞宗 金剛院 南アルプス市平岡 １５５５
2286 曹洞宗 文殊寺 南アルプス市高尾 ４１５
2287 曹洞宗 善徳院 南アルプス市山寺 ４８６
2288 曹洞宗 宝珠寺 南アルプス市山寺 ９５０
2289 曹洞宗 蔵珠院 南アルプス市桃園 ７４０
2290 曹洞宗 雲耕院 南アルプス市吉田 ３８１
2291 曹洞宗 隆光院 南アルプス市吉田 ２２３
2292 曹洞宗 宝泉院 南アルプス市吉田 ３８９
2293 曹洞宗 龍沢寺 南アルプス市沢登 ２０３
2294 曹洞宗 竜泉院 南アルプス市上今井 ２３９
2295 曹洞宗 蓮法院 南アルプス市上今井 ９２２
2296 曹洞宗 久圓寺 南アルプス市十五所 ４７４
2297 日蓮宗 妙了寺 南アルプス市上市之瀬 ７２４
2298 日蓮宗 本宗坊 南アルプス市上市之瀬 ７２６
2299 日蓮宗 宗林寺 南アルプス市下市之瀬 ２４０
2300 日蓮宗 法久寺 南アルプス市中野 ５５４
2301 日蓮宗 妙行寺 南アルプス市中野 １６６４
2302 日蓮宗 常仙寺 南アルプス市中野 ２６６５
2303 日蓮宗 本重寺 南アルプス市上野 ３４７
2304 日蓮宗 妙経寺 南アルプス市小笠原 ２１５
2305 日蓮宗 久成寺 南アルプス市小笠原 ４０５
2306 日蓮宗 長明寺 南アルプス市桃園 ４２４
2307 日蓮宗 顕信坊 南アルプス市桃園 ６１９
2308 日蓮宗 蓮経寺 南アルプス市桃園 ９３１
2309 日蓮宗 法源寺 南アルプス市十五所 １１０
2310 日蓮宗 林応寺 南アルプス市沢登 １８３
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2311 日蓮宗 常泰寺 南アルプス市上今井 ２５５
2312 日蓮宗 円宝寺 南アルプス市曲輪田 ２８２７
2313 単立 小笠原純福音教会 南アルプス市小笠原 ４３４－１
2314 神社本庁 神明社 南アルプス市落合 ８５８
2315 神社本庁 八王子社 南アルプス市落合 １０９２
2316 神社本庁 浅間神社 南アルプス市江原 １３０２
2317 神社本庁 御崎社 南アルプス市落合 ２３５１
2318 神社本庁 天神社 南アルプス市鮎沢 １１４
2319 神社本庁 若宮社 南アルプス市古市場 ２３８
2320 神社本庁 厳島社 南アルプス市大師 ３３８
2321 神社本庁 天神社 南アルプス市田島 １２５３
2322 神社本庁 住吉神社 南アルプス市和泉 ２２９
2323 神社本庁 八幡社 南アルプス市西南湖 ４２２９
2324 神社本庁 八幡神社 南アルプス市東南湖 ３２７１
2325 神社本庁 神明社 南アルプス市戸田蔵前 ３６６
2326 神社本庁 若宮神社 南アルプス市清水 ９２
2327 神社本庁 八幡神社 南アルプス市湯沢 ２１８０
2328 神社本庁 天神社 南アルプス市川上 ６１０
2329 神社本庁 熊野神社 南アルプス市塚原 １４０３
2330 神社本庁 熊野神社 南アルプス市秋山 ６０３
2331 神社本庁 天白社 南アルプス市清水 ２０１
2332 神社本庁 御崎社 南アルプス市下宮地 ３４４
2333 神社本庁 神部神社 南アルプス市下宮地 ５６３
2334 実行教 実行教大嶽山神楽一心教会 南アルプス市荊沢 ２８５－１
2335 金光教 金光教　大明教会 南アルプス市古市場 ３３５
2336 高野山真言宗 不動寺 南アルプス市古市場 １８０
2337 高野山真言宗 真豊院 南アルプス市古市場 ３０１
2338 高野山真言宗 金剛寺 南アルプス市江原 １５８２
2339 高野山真言宗 八幡寺 南アルプス市清水 ７２
2340 真言宗醍醐派 宝正院 南アルプス市湯沢 １０１９
2341 浄土宗 阿弥陀寺 南アルプス市荊沢 ３３９
2342 臨済宗妙心寺 古長禅寺 南アルプス市鮎沢 ５０５
2343 臨済宗妙心寺 無量寺 南アルプス市鮎沢 ５３３
2344 曹洞宗 光昌寺 南アルプス市秋山 ５６７
2345 曹洞宗 隆善寺 南アルプス市落合 ２１０
2346 曹洞宗 來光寺 南アルプス市落合 １０７４
2347 曹洞宗 常泉寺 南アルプス市落合 １４８
2348 曹洞宗 普仙院 南アルプス市塚原 １５２
2349 曹洞宗 隆昌院 南アルプス市江原 １５５０
2350 曹洞宗 安養院 南アルプス市湯沢 １９８
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2351 曹洞宗 廣誓院 南アルプス市湯沢 １８２６
2352 曹洞宗 深向院 南アルプス市宮沢 １１７２
2353 曹洞宗 正福院 南アルプス市西南湖 ４０８１
2354 曹洞宗 松岩院 南アルプス市東南湖 ３４３８
2355 曹洞宗 光善寺 南アルプス市東南湖 ３２６５
2356 日蓮宗 成妙寺 南アルプス市落合 １５０
2357 日蓮宗 経石寺 南アルプス市落合 ８６４
2358 日蓮宗 法善寺 南アルプス市落合 ２０９９
2359 日蓮宗 法光寺 南アルプス市秋山 １１２２
2360 日蓮宗 妙長寺 南アルプス市塚原 ３１４
2361 日蓮宗 本清寺 南アルプス市湯沢 ９１３
2362 日蓮宗 法教寺 南アルプス市川上 ６１７
2363 日蓮宗 法音寺 南アルプス市江原 １５８７
2364 日蓮宗 生善寺 南アルプス市鮎沢 ２１７
2365 日蓮宗 妙源寺 南アルプス市古市場 ５６２
2366 日蓮宗 妙善寺 南アルプス市和泉 ２９８
2367 日蓮宗 本乗寺 南アルプス市西南湖 ４２６０
2368 日蓮宗 長久寺 南アルプス市東南湖 ３０９３
2369 日蓮宗 了泉寺 南アルプス市大師 ５８７
2370 日蓮宗 実成寺 南アルプス市戸田 １５０
2371 日蓮宗 実成寺 南アルプス市荊沢 ３３２
2372 日蓮宗 法泉寺 南アルプス市荊沢 ３７０
2373 日蓮宗 妙太寺 南アルプス市田島 １０１０
2374 日蓮宗 報恩寺 南アルプス市田島 １０４１
2375 日蓮宗 法玄寺 南アルプス市東南湖 ３３９７
2376 日蓮宗 法淨寺 南アルプス市大師 １８５
2377 単立 普春院 南アルプス市鮎沢 ５２８
2406 神社本庁 宇波刀神社 北杜市明野町上手 ９３７
2407 神社本庁 三嶋神社 北杜市明野町上手 ３１０９
2408 神社本庁 熊野神社 北杜市明野町上手 ４９２１
2409 神社本庁 御崎神社 北杜市明野町上手 ８７４２
2410 神社本庁 伊勢神明社 北杜市明野町上手 ９６０７
2411 神社本庁 御嵜神社 北杜市明野町浅尾 ２２２１
2412 神社本庁 白山神社 北杜市明野町上神取 １０７０
2413 神社本庁 三嶋神社 北杜市明野町浅尾 ７４５
2414 神社本庁 諏訪大神社 北杜市明野町浅尾新田 １２２９
2415 神社本庁 五社神社 北杜市明野町小笠原 １２４２
2416 神社本庁 伊勢大神社 北杜市明野町小笠原 ３５２９－１
2417 神社本庁 八坂神社 北杜市明野町小笠原 ４１０８
2418 神社本庁 八坂神社 北杜市明野町小笠原 ６４１２
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2419 神社本庁 三之蔵神社 北杜市明野町三之蔵 １８１
2420 真言宗醍醐派 宝前寺 北杜市明野町上手 ７３９
2421 真言宗智山派 福性院 北杜市明野町小笠原 １２３８
2422 臨済宗妙心寺 浄居寺 北杜市明野町浅尾新田 １３２
2423 臨済宗妙心寺 勝永寺 北杜市明野町上神取 １０８０
2424 曹洞宗 大林寺 北杜市明野町下神取 ４３０
2425 曹洞宗 大福寺 北杜市明野町浅尾 ９４２
2426 曹洞宗 公案寺 北杜市明野町三之蔵 ９９７
2427 曹洞宗 長清寺 北杜市明野町小笠原 １２０５
2428 曹洞宗 浄林寺 北杜市明野町上手 ３００５
2429 曹洞宗 源昌寺 北杜市明野町上手 ４７３８
2430 曹洞宗 繁昌寺 北杜市明野町小笠原 ５８５８
2431 曹洞宗 長龍寺 北杜市明野町上手 １０２２５
2432 曹洞宗 普門寺 北杜市明野町上手 ８６８２
2433 日蓮宗 妙覚寺 北杜市明野町上神取 ５４４
2434 日蓮宗 清普寺 北杜市明野町上神取 ５４４
2435 日蓮宗 充円寺 北杜市明野町下神取 ７３０
2436 神社本庁 稲荷社 北杜市須玉町大蔵 ９８４
2437 神社本庁 三嶋神社 北杜市須玉町大蔵 １５６１
2438 神社本庁 唐土神社 北杜市須玉町江草 ７３２
2439 神社本庁 神明社 北杜市須玉町江草 ３５９１
2440 神社本庁 根古屋神社 北杜市須玉町江草 ５３３６
2441 神社本庁 秋葉神社 北杜市須玉町江草 ９３４６
2442 神社本庁 十五所神社 北杜市須玉町江草 １１２７５
2443 神社本庁 伊勢神明社 北杜市須玉町江草 １５８３７
2444 神社本庁 津島社 北杜市須玉町江草 １６０４２
2445 神社本庁 伊勢神明社 北杜市須玉町江草 １７１８６
2446 神社本庁 勝手子安神社 北杜市須玉町江草 １８１０８
2447 神社本庁 比志神社 北杜市須玉町比志 ８７２
2448 神社本庁 山神社 北杜市須玉町比志 ４３２３
2449 神社本庁 天神社 北杜市須玉町比志 ５２０９
2450 神社本庁 冨士浅間神社 北杜市須玉町比志 ５９８４
2451 神社本庁 塩川神社 北杜市須玉町小尾 ２０５
2452 神社本庁 西山社 北杜市須玉町小尾 １４５８
2453 神社本庁 神部神社 北杜市須玉町小尾 ３８０５
2454 神社本庁 若宮八幡神社 北杜市須玉町小尾 ４５９０
2455 神社本庁 東屋神社 北杜市須玉町小尾 ６０８５
2456 神社本庁 丹生沢神社 北杜市須玉町小尾 ６３４８
2457 神社本庁 常磐社 北杜市須玉町小尾 ７２９０
2458 神社本庁 稲荷神社 北杜市須玉町上津金 ３５２
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2459 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町上津金 ４７４
2460 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町上津金 ２２９１
2461 神社本庁 熊野神社 北杜市須玉町下津金 ７３２
2462 神社本庁 天狗社 北杜市須玉町下津金 １５７７
2463 神社本庁 藤岡神社 北杜市須玉町下津金 ２５４１
2464 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町下津金 ２９６０
2465 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町境之澤 ５２２
2466 神社本庁 伊勢神社 北杜市須玉町藤田 ８２３
2467 神社本庁 刈穂稲荷社 北杜市須玉町藤田 １４３４
2468 神社本庁 八幡大神社 北杜市須玉町東向 ２６１５
2469 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町大豆生田 １０６５
2470 神社本庁 八幡神社 北杜市須玉町小倉 ３４７
2471 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町穴平 ８２０
2472 神社本庁 神明社 北杜市須玉町若神子新町 ５５１
2473 神社本庁 三輪神社 北杜市須玉町若神子 ８２０
2474 神社本庁 諏訪神社 北杜市須玉町若神子 ３２８２
2475 神社本庁 東屋神社 北杜市須玉町若神子 ３９４７
2476 神社本庁 鉾立神社 北杜市須玉町若神子 ４８７１
2477 御嶽教 御嶽教山崎教会 北杜市須玉町大蔵 １４６２
2478 単立 法徳寺 北杜市須玉町若神子 4495-309
2479 浄土宗 正行寺 北杜市須玉町若神子新町 １１８
2480 浄土宗 誓福寺 北杜市須玉町若神子 ３９６５
2481 時宗 長泉寺 北杜市須玉町若神子 １９７３
2482 臨済宗妙心寺 東漸寺 北杜市須玉町若神子 ２１０８
2483 臨済宗妙心寺 海岸寺 北杜市須玉町上津金 １２２２
2484 臨済宗妙心寺 少林寺 北杜市須玉町大蔵 １３８５
2485 臨済宗妙心寺 正覚寺 北杜市須玉町小尾 ４６３５
2486 臨済宗妙心寺 見性寺 北杜市須玉町江草 ７７７２
2487 曹洞宗 長泉院 北杜市須玉町下津金 ２２４８
2488 曹洞宗 東泉院 北杜市須玉町下津金 ２８８１
2489 曹洞宗 養泉院 北杜市須玉町下津金 ７５１－１
2490 曹洞宗 顕光寺 北杜市須玉町藤田 １４２３
2491 曹洞宗 昌福寺 北杜市須玉町大豆生田 ４１９
2492 曹洞宗 信光寺 北杜市須玉町東向 ２６７９
2493 曹洞宗 見明寺 北杜市須玉町穴平 ４９８２
2494 曹洞宗 正覚寺 北杜市須玉町若神子 ２７３９
2495 曹洞宗 光厳寺 北杜市須玉町江草 ３５５８
2496 曹洞宗 徳泉寺 北杜市須玉町比志 ４０８
2497 曹洞宗 如意寺 北杜市須玉町比志 ２４５５
2498 曹洞宗 円通院 北杜市須玉町境之澤 ６８７
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2499 日蓮宗 遠照寺 北杜市須玉町穴平 ２６２９
2500 日蓮宗 妙円寺 北杜市須玉町若神子 ６０１－１
2501 日蓮宗 見本寺 北杜市須玉町小倉 ２７９６
2502 天理教 天理教北東分教会 北杜市須玉町東向 ２５７０
2503 天理教 天理教若神子分教会 北杜市須玉町穴平 ２８４
2504 神社本庁 船形神社 北杜市高根町小池 ２８０
2505 神社本庁 金刀比羅神社 北杜市高根町小池 １０５５
2506 神社本庁 諏訪神社 北杜市高根町蔵原 １８４４
2507 神社本庁 金山神社 北杜市高根町蔵原 １９０６
2508 神社本庁 熱那神社 北杜市高根町村山西割 １７１４
2509 神社本庁 伊勢大神社 北杜市高根町村山東割 ９６０
2510 神社本庁 六社神社 北杜市高根町村山北割 ２０００
2511 神社本庁 持井神社 北杜市高根町村山北割 ３６５７
2512 神社本庁 玉川神社 北杜市高根町浅川 ２１２１
2513 神社本庁 石尊社 北杜市高根町長沢 ３８８
2514 神社本庁 船形神社 北杜市高根町長沢 ２６０６
2515 神社本庁 熱田神社 北杜市高根町五町田 １２５８
2516 神社本庁 八幡神社 北杜市高根町上黒澤 ６２６
2517 神社本庁 王大神社 北杜市高根町上黒澤 ８３６
2518 神社本庁 原山神社 北杜市高根町下黒澤 ２７９９
2519 神社本庁 建部神社 北杜市高根町箕輪 １３６４
2520 神社本庁 神明神社 北杜市高根町箕輪新町 ７１５
2521 神社本庁 金刀比羅神社 北杜市高根町箕輪新町 １０８１
2522 神社本庁 赤岳社 北杜市高根町東井出 １０１２
2523 神社本庁 苗敷社 北杜市高根町東井出 ４８６０
2524 神社本庁 日吉神社 北杜市高根町清里 １７５６
2525 神社本庁 伊野神社 北杜市高根町堤 ６３０
2526 神社本庁 豊國神社 北杜市高根町清里 ３５４５－７１２
2527 浄土宗 光村寺 北杜市高根町村山北割 １８８８
2528 浄土真宗本願 昌照寺 北杜市高根町村山西割 １２９６
2529 臨済宗妙心寺 浄光寺 北杜市高根町蔵原 １５３６
2530 臨済宗妙心寺 全福寺 北杜市高根町村山東割 ９２０
2531 曹洞宗 長沢寺 北杜市高根町長沢 １６１９
2532 曹洞宗 東泉軒 北杜市高根町東井出 ４１０１
2533 曹洞宗 大蔵寺 北杜市高根町箕輪新町 ９５９
2534 曹洞宗 養福寺 北杜市高根町箕輪 ９９１
2535 曹洞宗 泉竜寺 北杜市高根町村山西割 ７３４
2536 曹洞宗 大蔵寺 北杜市高根町上黒澤 １２０４
2537 曹洞宗 祥雲寺 北杜市高根町五町田 １２４４
2538 日蓮正宗 蓮永寺 北杜市高根町五町田 ２０
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2539 天理教 天理教北巨摩分教会 北杜市高根町下黒澤 ２４９７
2540 天理教 天理教安都玉分教会 北杜市高根町村山北割 ３２２８
2541 神社本庁 白山神社 北杜市長坂町夏秋 ９４８
2542 神社本庁 八幡大神社 北杜市長坂町大八田 ４４０４
2543 神社本庁 建岡神社 北杜市長坂町大八田 ６８２２
2544 神社本庁 苗敷大神社 北杜市長坂町塚川 ２７５－２
2545 神社本庁 諏訪神社 北杜市長坂町塚川 ２４３９
2546 神社本庁 熊野神社 北杜市長坂町日野 ５０２
2547 神社本庁 神明社 北杜市長坂町渋沢 ８５５
2548 神社本庁 開拓神社 北杜市長坂町富岡 １４７
2549 神社本庁 秋葉神社 北杜市長坂町長坂上条 １３５３
2550 神社本庁 穂見諏訪十五所神社 北杜市長坂町長坂上条 １４６１
2551 神社本庁 若宮八幡大神社 北杜市長坂町長坂下条 １０６７
2552 神社本庁 諏訪神社 北杜市長坂町白井沢 １４２７
2553 神社本庁 神明神社 北杜市長坂町白井沢 ２９７０
2554 神社本庁 六所神社 北杜市長坂町小荒間 １７４２
2555 神社本庁 大宮神社 北杜市長坂町中島 ３７９－１
2556 神社本庁 諏訪大神社 北杜市長坂町中丸 １４４０
2557 神社本庁 藤武神社 北杜市長坂町中丸 １７７９
2558 神社本庁 八幡大神社 北杜市長坂町中丸 ３７２０
2559 神社本庁 諏訪神社 北杜市長坂町大井ケ森 １２０８
2560 臨済宗妙心寺 円浄寺 北杜市長坂町塚川 １３３８
2561 曹洞宗 法性寺 北杜市長坂町小荒間 ７４９
2562 曹洞宗 声聞寺 北杜市長坂町大八田 １５６３
2563 曹洞宗 妙喜院 北杜市長坂町大八田 ２３５９
2564 曹洞宗 清光寺 北杜市長坂町大八田 ６６００
2565 曹洞宗 慈眼院 北杜市長坂町夏秋 ４２３
2566 曹洞宗 龍岸寺 北杜市長坂町長坂上条 １６６６
2567 曹洞宗 長昌院 北杜市長坂町長坂下条 ３２２
2568 曹洞宗 妙林寺 北杜市長坂町渋沢 ８８１
2569 曹洞宗 龍沢寺 北杜市長坂町白井沢 ９３
2570 日蓮宗 本源寺 北杜市長坂町中丸 ３９０４
2571 日蓮宗 見法寺 北杜市長坂町日野 ５３１
2572 日蓮宗 妙要寺 北杜市長坂町長坂上条 １３４８
2573 日蓮宗 蓮成寺 北杜市長坂町渋沢 ９７９
2574 単立 眺延山日正寺 北杜市長坂町渋沢 ８６９
2575 天理教 天理教名北分教会 北杜市長坂町長坂上条 ２５０１－１
2576 神社本庁 逸見神社 北杜市大泉町谷戸 １１４３
2577 神社本庁 八幡神社 北杜市大泉町谷戸 ２７３６
2578 神社本庁 水神社 北杜市大泉町谷戸 ５６８１－２
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2579 神社本庁 八嶽神社 北杜市大泉町西井出 １８７７
2580 神社本庁 白旗神社 北杜市大泉町西井出 ８２４０－３４
2581 時宗 観音寺 北杜市大泉町西井出 １４７９
2582 曹洞宗 道喜院 北杜市大泉町谷戸 ２０９３
2583 曹洞宗 安楽寺 北杜市大泉町谷戸 ２１１８
2584 日蓮宗 上行寺 北杜市大泉町西井出 ２６６
2585 神社本庁 大滝神社 北杜市小淵沢町上笹尾 ２７３８
2586 神社本庁 篠原神社 北杜市小淵沢町上笹尾 ３３３１
2587 神社本庁 諏訪神社 北杜市小淵沢町下笹尾 ３５９
2588 神社本庁 諏訪神社 北杜市小淵沢町松向 １３８４－１
2589 神社本庁 大宮神社 北杜市小淵沢町 ２１４０
2590 神社本庁 北野天神社 北杜市小淵沢町 ３３４９
2591 神社本庁 諏訪神社 北杜市小淵沢町 ４７９２
2592 神社本庁 大神社 北杜市小淵沢町 ７６０２
2593 神社本庁 八幡神社 北杜市小淵沢町 ８７０２
2594 神社本庁 巨摩神社 北杜市小淵沢町 ４５１－２１
2595 禊教 禊教巨摩分院教会 北杜市小淵沢町 ３２５７－１
2596 単立 身曾岐神社 北杜市小淵沢町上笹尾 ３４０１
2597 曹洞宗 圓通寺 北杜市小淵沢町上笹尾 ３１３
2598 曹洞宗 東照寺 北杜市小淵沢町松向 ９２３
2599 曹洞宗 昌久寺 北杜市小淵沢町小淵沢 ２１１０
2600 曹洞宗 薬王寺 北杜市小淵沢町 ７７７３
2601 曹洞宗 高福寺 北杜市小淵沢町 ８８６６
2602 法華宗（本門 太平寺 北杜市小淵沢町 ２０７５－２
2603 神社本庁 諏訪神社 北杜市白州町上教来石 ２２０
2604 神社本庁 八幡神社 北杜市白州町上教来石 ４０９
2605 神社本庁 諏訪神社 北杜市白州町下教来石 ２２
2606 神社本庁 諏訪神社 北杜市白州町鳥原 ７７５
2607 神社本庁 松原諏訪神社 北杜市白州町鳥原 ２３１８
2608 神社本庁 石尊神社 北杜市白州町鳥原 ３１０７
2609 神社本庁 往太神社 北杜市白州町鳥原 ３９０１
2610 神社本庁 諏訪神社 北杜市白州町大武川 ９８
2611 神社本庁 若宮八幡神社 北杜市白州町白須 １５９８
2612 神社本庁 天神宮社 北杜市白州町白須 ２７８６
2613 神社本庁 正八幡神社 北杜市白州町白須 ６６６８
2614 神社本庁 白山大神社 北杜市白州町花水 ２０４０
2615 神社本庁 大宮大神社 北杜市白州町花水 ４７９４
2616 神社本庁 荒尾神社 北杜市白州町台ケ原 ２２９６
2617 神社本庁 巨摩神社 北杜市白州町横手 １６７４
2618 神社本庁 王太神社 北杜市白州町横手 ２５４０
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2619 神社本庁 駒ヶ嶽神社 北杜市白州町横手 ３８０４－２
2620 神社本庁 諏訪神社 北杜市白州町大坊 ２９２
2621 神道大教 神道大教駒岳大教会 北杜市白州町横手 ３８０４－１
2622 単立 甲斐駒ヶ嶽神社 北杜市白州町白須 ８８８４
2623 臨済宗妙心寺 来福寺 北杜市白州町下教来石 ６８５
2624 曹洞宗 清泰寺 北杜市白州町花水 １４０５
2625 曹洞宗 安福寺 北杜市白州町横手 １９９９
2626 曹洞宗 福昌寺 北杜市白州町鳥原 ３０４４
2627 曹洞宗 教慶寺 北杜市白州町上教来石 ４１１
2628 曹洞宗 福泉寺 北杜市白州町大武川 ３０２
2629 曹洞宗 龍福寺 北杜市白州町台ケ原 ２３０６
2630 曹洞宗 自元寺 北杜市白州町白須 １３６４
2631 曹洞宗 法全寺 北杜市白州町白須 ２９３０
2632 曹洞宗 長光寺 北杜市白州町白須 ６７８９
2633 日蓮宗 蓮照寺 北杜市白州町白須 ４２３
2634 日蓮宗 法輪寺 北杜市白州町大坊 ９７０
2635 天理教 天理教北武川分教会 北杜市白州町白須 ２７１
2636 神社本庁 諏訪神社 北杜市武川町新奥 １３２
2637 神社本庁 幸燈神社 北杜市武川町山高 ２５２９
2638 神社本庁 天神社 北杜市武川町黒澤 １５７７
2639 神社本庁 諏訪神社 北杜市武川町宮脇 １９９１
2640 神社本庁 神明神社 北杜市武川町三吹 ３５３－１
2641 神社本庁 三富貴神社 北杜市武川町三吹 １２６９
2642 神社本庁 天神社 北杜市武川町柳澤 ２３５１
2643 神社本庁 八幡神社 北杜市武川町牧原 １４０５
2644 曹洞宗 普光寺 北杜市武川町宮脇 ２１７９
2645 曹洞宗 万休院 北杜市武川町三吹 ２９１５
2646 曹洞宗 延寶院 北杜市武川町牧原 １３９３
2647 曹洞宗 高龍寺 北杜市武川町山高 ２４８０
2648 曹洞宗 江原院 北杜市武川町宮脇 ２１６８
2649 曹洞宗 宝前院 北杜市武川町新奥 １１７
2650 曹洞宗 柳澤寺 北杜市武川町柳澤 １５３９
2651 日蓮宗 常運寺 北杜市武川町柳澤 ６４７
2652 日蓮宗 実相寺 北杜市武川町山高 ２７６３
2005 神社本庁 神明神社 甲斐市富竹新田 １０５１
2006 神社本庁 諏訪神社 甲斐市万才 ２７６
2007 神社本庁 山縣神社 甲斐市篠原 １９０
2008 神社本庁 八幡神社 甲斐市篠原 ２３１９
2009 神社本庁 三社神社 甲斐市竜王 １８８８
2010 神社本庁 神明神社 甲斐市竜王 ２０８９
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2011 神社本庁 諏訪神社 甲斐市竜王新町 １６３６
2012 神社本庁 若一王子社 甲斐市玉川 １３９０
2013 神社本庁 八幡大神社 甲斐市西八幡 ９１８
2014 神社本庁 八王子大神若宮八幡大神社 甲斐市西八幡 １８７３
2015 神社本庁 松尾神社 甲斐市名取 ８
2016 浄土宗 浄隆寺 甲斐市玉川 ３３４
2017 浄土宗 称念寺 甲斐市竜王新町 ７１
2018 臨済宗妙心寺 隆法寺 甲斐市篠原 ９６７
2019 臨済宗妙心寺 玄広寺 甲斐市富竹新田 ４３１
2020 臨済宗妙心寺 善応寺 甲斐市万才 ９１－１
2021 曹洞宗 慈照寺 甲斐市竜王 ６２９－１
2022 曹洞宗 大慈院 甲斐市竜王 ２０５４
2023 曹洞宗 安楽寺 甲斐市竜王 ２１７０
2024 曹洞宗 金剛寺 甲斐市篠原 １９５
2025 曹洞宗 成道院 甲斐市西八幡 ７４４
2026 曹洞宗 常照院 甲斐市西八幡 ２４２９
2027 曹洞宗 真福寺 甲斐市名取 ３１４
2028 曹洞宗 瑞良寺 甲斐市玉川 ３６２
2029 日蓮宗 本妙寺 甲斐市篠原 １３９
2030 日蓮宗 法久寺 甲斐市篠原 ３２２５－１
2031 日蓮宗 円立寺 甲斐市万才 ２０６
2032 日蓮宗 大広寺 甲斐市富竹新田 ２３６０
2033 日蓮宗 蓮生寺 甲斐市玉川 １１６
2034 日蓮宗 忠安寺 甲斐市西八幡 ３１１
2035 天理教 天理教西甲明分教会 甲斐市富竹新田 １１９６－４
2036 神社本庁 子神社 甲斐市大久保 ４０９
2037 神社本庁 長塚神社 甲斐市長塚字前宮 ３５２－１
2038 神社本庁 笠屋神社 甲斐市中下条 １２９０
2039 神社本庁 金比羅神社 甲斐市中下条 １６６１
2040 神社本庁 松尾神社 甲斐市中下条 １８３９
2041 神社本庁 春日神社 甲斐市打返 ４００
2042 神社本庁 熊野神社 甲斐市獅子平 ４８５
2043 神社本庁 神明社 甲斐市下福沢 １３１５
2044 神社本庁 八雲神社 甲斐市神戸 ６７２
2045 神社本庁 船形神社 甲斐市亀沢 ３６８６
2046 神社本庁 八幡神社 甲斐市島上条 ３０９
2047 神社本庁 金山神社 甲斐市天狗沢 ２９３
2048 神社本庁 神明神社 甲斐市境 ９３１
2049 神社本庁 諏訪神社 甲斐市牛句 ２０２１
2050 浄土宗 功徳院 甲斐市中下条 １６２１
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2051 臨済宗妙心寺 太寧寺 甲斐市吉沢 ２１５
2052 臨済宗妙心寺 普禅院 甲斐市吉沢 ３５３６
2053 臨済宗妙心寺 長光寺 甲斐市牛句 ２２０３
2054 臨済宗妙心寺 慈徳院 甲斐市島上条 １６２７
2055 臨済宗妙心寺 寶珠寺 甲斐市大下条 １０９２
2056 曹洞宗 隆興院 甲斐市島上条 １３２８
2057 曹洞宗 薬師寺 甲斐市大下条 ３１
2058 曹洞宗 清澤寺 甲斐市天狗沢 ９２
2059 曹洞宗 龍泉寺 甲斐市漆戸 ６４３
2060 曹洞宗 天沢寺 甲斐市亀沢 ２６０９
2061 曹洞宗 林泉寺 甲斐市亀沢 ２４４７
2062 曹洞宗 吉祥院 甲斐市亀沢 ３７９０
2063 曹洞宗 広済寺 甲斐市上菅口 １９３
2064 曹洞宗 寶勝寺 甲斐市下芦沢 ７１０
2065 曹洞宗 常楽寺 甲斐市上芦沢 ４２
2066 曹洞宗 如意寺 甲斐市上福沢 ２５５
2067 曹洞宗 正授院 甲斐市中下条 １２４９
2068 曹洞宗 羅漢寺 甲斐市吉沢 ４８３５
2069 曹洞宗 東福院 甲斐市大久保 ３２４
2070 日蓮宗 本興寺 甲斐市長塚 ２７８
2071 日蓮宗 常説寺 甲斐市吉沢 ７１４
2072 単立 双峯院 甲斐市下福沢 ５７
2073 日本キリスト改 日本キリスト改革派山梨栄光教会 甲斐市島上条 １６８６－５
2074 天理教 天理教龍王分教会 甲斐市中下条 １７５７
2075 天理教 天理教島上條分教会 甲斐市島上条 ２６９
2378 神社本庁 八幡神社 甲斐市岩森 １５５２
2379 神社本庁 諏訪神社 甲斐市岩森 ３３００
2380 神社本庁 八幡神社 甲斐市菖蒲沢 １７６７
2381 神社本庁 神明神社 甲斐市団子新居 ５８７
2382 神社本庁 神明神社 甲斐市団子新居 １７２２
2383 神社本庁 金山神社 甲斐市大垈 ５６２
2384 神社本庁 諏訪神社 甲斐市龍地 ５２８０
2385 神社本庁 武田社 甲斐市龍地 ５２８１
2386 神社本庁 船形神社 甲斐市志田 １
2387 神社本庁 鎧塚稲荷神社 甲斐市志田 １９２
2388 神社本庁 八幡諏訪神社 甲斐市宇津谷 ５７３４
2389 神社本庁 神明神社 甲斐市下今井 １５８０
2390 神社本庁 諏訪大神社 甲斐市宇津谷 ９７７
2391 天台寺門宗 双葉元正院 甲斐市岩森 １８７７－１
2392 臨済宗妙心寺 龍蔵院 甲斐市龍地 ６３１９
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2393 臨済宗妙心寺 龍泉院 甲斐市龍地 ６６３６
2394 臨済宗妙心寺 青龍寺 甲斐市大垈 ２６１０
2395 臨済宗妙心寺 長泉寺 甲斐市大垈 ２６７６
2396 臨済宗妙心寺 妙善寺 甲斐市宇津谷 ４５５２
2397 臨済宗妙心寺 興禅寺 甲斐市志田 ４３２
2398 曹洞宗 自性院 甲斐市下今井 １７１７
2399 曹洞宗 地蔵院 甲斐市志田 ２５
2400 曹洞宗 法喜院 甲斐市宇津谷 ４０６９
2401 曹洞宗 金剛寺 甲斐市宇津谷 ５２４１
2402 曹洞宗 光照寺 甲斐市岩森 １６２２
2403 日蓮宗 法泉寺 甲斐市菖蒲沢 １１８２
2404 日蓮宗 妙秀寺 甲斐市龍地 ６５２２
2405 天理教 天理教市平分教会 甲斐市龍地 ７１０－３
917 神社本庁 走湯神社 笛吹市春日居町下岩下 ６３６
918 峡東神社会 賀茂春日神社 笛吹市春日居町加茂 ３１９
919 峡東神社会 山王神社 笛吹市春日居町寺本 ２５３
920 峡東神社会 熊野神社 笛吹市春日居町熊野堂 １１２
921 神社本庁 甲斐奈神社 笛吹市春日居町国府 ２１６１
922 神社本庁 太神社 笛吹市春日居町徳条 ５９
923 神社本庁 山梨岡神社 笛吹市春日居町鎮目 １６９６
924 真言宗智山派 妙厳院 笛吹市春日居町鎮目 ７８８
925 真言宗智山派 長谷寺 笛吹市春日居町鎮目 ３６８１
926 浄土宗 一行寺 笛吹市春日居町桑戸 ３００
927 浄土宗 長慶寺 笛吹市春日居町小松 ８９３
928 真宗大谷派 佛念寺 笛吹市春日居町桑戸 ２９６
929 臨済宗向嶽寺 法厳院 笛吹市春日居町小松 １７
930 曹洞宗 大徳院 笛吹市春日居町下岩下 １６０
931 曹洞宗 石雲寺 笛吹市春日居町熊野堂 ３２８
932 曹洞宗 地蔵院 笛吹市春日居町桑戸 ５１３
933 曹洞宗 保泉寺 笛吹市春日居町別田 ４
934 曹洞宗 隆昌寺 笛吹市春日居町鎮目 ９０１
935 曹洞宗 保雲寺 笛吹市春日居町鎮目 １４１４
936 曹洞宗 正覚寺 笛吹市春日居町徳条 ４
937 曹洞宗 大中院 笛吹市春日居町国府 ３５６
938 法華宗（本門 妙信寺 笛吹市春日居町小松 １１７０－１
939 単立 泰邦寺 笛吹市春日居町寺本 １３－３
940 天理教 天理教嶽北分教会 笛吹市春日居町小松 ９１９

1070 神社本庁 天神社 笛吹市石和町今井 ４１
1071 神社本庁 佐久神社 笛吹市石和町河内 ８０
1072 神社本庁 山神社 笛吹市石和町井戸 ３８３
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1073 神社本庁 大神社 笛吹市石和町砂原 １８２
1074 神社本庁 天神社 笛吹市石和町東油川 １６７
1075 神社本庁 諏訪神社 笛吹市石和町小石和 ４１２
1076 峡東神社会 神明神社 笛吹市石和町東高橋 ３３７
1077 神社本庁 八幡神社 笛吹市石和町唐柏 ２８１
1078 神社本庁 御嶽神社 笛吹市石和町唐柏 ２４４
1079 神社本庁 山神宮 笛吹市石和町松本 １４６０
1080 神社本庁 物部神社 笛吹市石和町松本 ６１５
1081 神社本庁 神明社 笛吹市石和町山崎 １５６
1082 神社本庁 八王子神社 笛吹市石和町広瀬 ９９８
1083 神社本庁 神明神社 笛吹市石和町窪中島 １
1084 神社本庁 石和八幡宮 笛吹市石和町市部 １０９４
1085 神社本庁 諏訪神社 笛吹市石和町四日市場 ２２２０
1086 神社本庁 比枝神社 笛吹市石和町川中島 ５３４
1087 神社本庁 山王神社 笛吹市石和町下平井 １１９５
1088 神社本庁 西天神社 笛吹市石和町中川 ４４０
1089 神社本庁 東天神社 笛吹市石和町中川 １５６２
1090 神社本庁 日當神社 笛吹市石和町中川 １０８８
1091 神社本庁 熊野神社 笛吹市石和町上平井 ４６５
1092 神社本庁 大亀神社 笛吹市石和町唐柏 １９３
1093 単立 天霊神霊研究所 笛吹市石和町唐柏 １４１－１
1094 真言宗智山派 願昌寺 笛吹市石和町小石和 ８１
1095 真言宗智山派 大蔵経寺 笛吹市石和町松本 ６１０
1096 真言宗智山派 安楽寺 笛吹市石和町下平井 １１６７
1097 浄土宗 成就院 笛吹市石和町小石和 ３７２
1098 浄土宗 西光寺 甲府市右左口町 １６１３－１
1099 浄土宗 法蔵寺 笛吹市石和町河内 ９３
1100 浄土宗 法泉寺 笛吹市石和町市部 ５５
1101 浄土宗 慶運寺 笛吹市石和町下平井 １０８３
1102 真宗大谷派 等倫寺 笛吹市石和町山崎 １８
1103 真宗大谷派 願念寺 笛吹市石和町八田 ３５５
1104 時宗 清水寺 笛吹市石和町唐柏 １９７
1105 臨済宗妙心寺 観音寺 笛吹市石和町市部 ６８２
1106 臨済宗妙心寺 佛陀寺 笛吹市石和町市部 ８６４
1107 臨済宗妙心寺 安襌寺 笛吹市石和町上平井 ５４６
1108 臨済宗妙心寺 十善院 笛吹市石和町小石和 ３３４
1109 臨済宗妙心寺 延命院 笛吹市石和町小石和 ６３
1110 臨済宗建長寺 世音寺 笛吹市石和町中川 １０５１
1111 曹洞宗 長昌院 笛吹市石和町川中島 ３４７
1112 曹洞宗 泉竜寺 笛吹市石和町東油川 ２５８
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1113 曹洞宗 東光寺 笛吹市石和町唐柏 ２３０－１
1114 曹洞宗 少林寺 笛吹市石和町井戸 ２６１
1115 曹洞宗 見性院 笛吹市石和町砂原 １１８
1116 曹洞宗 昌隆寺 笛吹市石和町河内 ８５
1117 曹洞宗 元正院 笛吹市石和町四日市場 ２２２７
1118 日蓮宗 善行寺 笛吹市石和町松本 ７１９
1119 日蓮宗 妙油寺 笛吹市石和町東油川 １７０
1120 日蓮宗 常徳寺 笛吹市石和町東高橋 １３３
1121 日蓮宗 常在寺 笛吹市石和町唐柏 ４５９
1122 日蓮宗 蓮朝寺 笛吹市石和町小石和 ４６４
1123 日蓮宗 遠妙寺 笛吹市石和町市部 １０１６
1124 日蓮宗 恵法寺 笛吹市石和町四日市場 ２２８２
1125 日蓮宗 妙玄寺 笛吹市石和町今井 ６６
1126 生長の家 生長の家山梨県教化部 笛吹市石和町四日市場 １５９２－３
1127 神社本庁 戸蔵神社 笛吹市御坂町上黒駒 ５７７６
1128 神社本庁 檜峯神社 笛吹市御坂町上黒駒 ５１１８
1129 神社本庁 三星神社 笛吹市御坂町藤野木 １７８０
1130 神社本庁 迎冨士浅間神社 笛吹市御坂町金川原 ６０３
1131 神社本庁 美和神社 笛吹市御坂町二之宮 １４５０
1132 神社本庁 熊野神社 笛吹市御坂町八千蔵 ２７４
1133 神社本庁 八幡神社 笛吹市御坂町夏目原 １１
1134 神社本庁 国立神社 笛吹市御坂町井之上 ９２５
1135 神社本庁 御幣神社 笛吹市御坂町栗合 ２６８
1136 神社本庁 杵衝神社 笛吹市御坂町尾山 ８１８
1137 神社本庁 諏訪神社 笛吹市御坂町下野原 ４８
1138 神社本庁 大神社 笛吹市御坂町蕎麦塚 ４２０
1139 神社本庁 山宮神社 笛吹市御坂町藤野木 １０８４
1140 神社本庁 洗宇神社 笛吹市御坂町上黒駒 ４６３４－１
1141 神社本庁 稲荷神社 笛吹市御坂町上黒駒 ２８６８
1142 神社本庁 八幡神社 笛吹市御坂町上黒駒 １６２６
1143 神社本庁 天神社 笛吹市御坂町下黒駒 １８０
1144 神社本庁 西之宮神社 笛吹市御坂町国衙 ７
1145 神社本庁 熊野神社 笛吹市御坂町成田 ３９８
1146 神社本庁 熊野神社 笛吹市御坂町大野寺 ２４３
1147 神社本庁 天神社 笛吹市御坂町竹居 ４８３７
1148 丸山教 丸山教夏目原支教会 笛吹市御坂町夏目原 １２９６
1149 単立 埋草神社 笛吹市御坂町竹居 ３３０４－１
1150 真言宗智山派 福光園寺 笛吹市御坂町大野寺 ２０２７
1151 真言宗智山派 浄滝寺 笛吹市御坂町上黒駒 １６２６
1152 浄土宗 報光寺 笛吹市御坂町大野寺 ７８４
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1153 浄土宗 善導寺 笛吹市御坂町下黒駒 ２８
1154 浄土宗 桜井院 笛吹市御坂町藤野木 １８０５
1155 浄土宗 九品寺 笛吹市御坂町成田 ７３３
1156 浄土宗 定得寺 笛吹市御坂町二之宮 ５４７
1157 浄土宗 光國寺 笛吹市御坂町下野原 １２５１
1158 浄土宗 体性寺 笛吹市御坂町尾山 １００４
1159 浄土宗 西念寺 笛吹市御坂町金川原 １３７９
1160 時宗 称願寺 笛吹市御坂町上黒駒 ２９６９
1161 臨済宗妙心寺 常楽寺 笛吹市御坂町二之宮 ５１３
1162 臨済宗建長寺 廣徳寺 笛吹市御坂町上黒駒 ６３５４
1163 臨済宗建長寺 慈雲寺 笛吹市御坂町二之宮 ６０４
1164 臨済宗建長寺 慈泉院 笛吹市御坂町夏目原 １３２１
1165 臨済宗建長寺 正法寺 笛吹市御坂町成田 ６７８
1166 臨済宗建長寺 吉祥寺 笛吹市御坂町国衙 ４０－１
1167 臨済宗向嶽寺 大應寺 笛吹市御坂町竹居 ２２２８
1168 臨済宗向嶽寺 宝珠院 笛吹市御坂町蕎麦塚 ４１９
1169 臨済宗向嶽寺 慈光寺 笛吹市御坂町栗合 １４６
1170 曹洞宗 長泉寺 笛吹市御坂町井之上 １３１５
1171 曹洞宗 南照院 笛吹市御坂町井之上 ９４１
1172 曹洞宗 正因寺 笛吹市御坂町八千蔵 ２３０
1173 曹洞宗 正寿院 笛吹市御坂町尾山 ３４２
1174 曹洞宗 海潮院 笛吹市御坂町下黒駒 １６２
1175 曹洞宗 勧立寺 笛吹市御坂町上黒駒 ５６９
1176 日蓮宗 妙円寺 笛吹市御坂町夏目原 ６３７
1177 神社本庁 大宮神社 笛吹市一宮町南野呂 ６２１
1178 神社本庁 国立神社 笛吹市一宮町塩田 ３８６
1179 神社本庁 金山神社 笛吹市一宮町千米寺 １８６－２
1180 神社本庁 太神社 笛吹市一宮町北都塚 ５７５
1181 神社本庁 天神社 笛吹市一宮町小城 ６９６
1182 神社本庁 熊野神社 笛吹市一宮町本都塚 ６４
1183 神社本庁 大神社 笛吹市一宮町東新居 １５０９
1184 神社本庁 神明神社 笛吹市一宮町市之蔵 ９６０
1185 神社本庁 諧神社 笛吹市一宮町地蔵堂 ３９９
1186 神社本庁 熊野神社 笛吹市一宮町土塚 ６２５
1187 神社本庁 山神社 笛吹市一宮町狐新居 ６１３
1188 神社本庁 唐土神社 笛吹市一宮町上矢作 ９５６－５
1189 神社本庁 中尾神社 笛吹市一宮町中尾 １３３１
1190 神社本庁 若宮八幡神社 笛吹市一宮町石 ８６８
1191 神社本庁 蜂城天神社 笛吹市一宮町石 ２３５８
1192 神社本庁 牛飼神社 笛吹市一宮町坪井 １２５０
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1193 神社本庁 白山神社 笛吹市一宮町田中 １３７－１
1194 神社本庁 浅間神社 笛吹市一宮町一ノ宮 １６８４
1195 神社本庁 両之木八幡宮 笛吹市一宮町末木 ６０８－１
1196 神社本庁 天神社 笛吹市一宮町末木 １０７
1197 神社本庁 石船神社 笛吹市一宮町国分 ２２１
1198 神社本庁 金山神社 笛吹市一宮町金田 ３４－１
1199 神社本庁 甲斐奈神社 笛吹市一宮町橋立 ８４
1200 神社本庁 天神社 笛吹市一宮町下矢作 ９６－１
1201 神社本庁 熊野神社 笛吹市一宮町坪井 ６１５
1202 御嶽教 御嶽教大嶽山教会 笛吹市一宮町一ノ宮 １０７０
1203 石土宗 山梨不動院 笛吹市一宮町一ノ宮 １３３６－２
1204 真言宗醍醐派 吉祥寺 笛吹市一宮町金田 １２３５
1205 真言宗智山派 慈眼寺 笛吹市一宮町末木 ３３６
1206 浄土宗 瑞蓮寺 笛吹市一宮町田中 ４０８
1207 浄土宗 香蓮寺 笛吹市一宮町竹原田 １１９９
1208 浄土宗 養福寺 笛吹市一宮町下矢作 １０９
1209 浄土宗 西運寺 笛吹市一宮町金田 １２０１
1210 浄土宗 品念寺 笛吹市一宮町東原 ９４
1211 浄土宗 泉正寺 笛吹市一宮町東原 ３２５
1212 浄土宗 長寿院 笛吹市一宮町国分 ８０６－２
1213 真宗大谷派 極法寺 笛吹市一宮町北都塚 ７６２
1214 真宗大谷派 浄泉寺 笛吹市一宮町本都塚 １１６
1215 真宗大谷派 超願寺 笛吹市一宮町塩田 ８１８
1216 真宗大谷派 光福寺 笛吹市一宮町千米寺 １０５３
1217 臨済宗妙心寺 石林寺 笛吹市一宮町石 １３０３
1218 臨済宗妙心寺 地蔵寺 笛吹市一宮町地蔵堂 ４７６
1219 臨済宗妙心寺 楽音寺 笛吹市一宮町塩田 ９４４
1220 臨済宗妙心寺 宝樹院 笛吹市一宮町中尾 １２８９
1221 臨済宗妙心寺 長昌寺 笛吹市一宮町末木 １１２
1222 臨済宗妙心寺 春光寺 笛吹市一宮町小城 ７５５
1223 臨済宗妙心寺 小玉寺 笛吹市一宮町東原 １３９
1224 臨済宗妙心寺 長徳寺 笛吹市一宮町東原 ６５０
1225 臨済宗妙心寺 玉泉寺 笛吹市一宮町北都塚 ２２５
1226 臨済宗妙心寺 國分寺 笛吹市一宮町国分 １９６－１
1227 臨済宗向嶽寺 喜雲院 笛吹市一宮町坪井 １３２２
1228 曹洞宗 廣厳院 笛吹市一宮町金沢 ２２７
1229 曹洞宗 龍澤院 笛吹市一宮町神沢 １３３
1230 曹洞宗 清泉寺 笛吹市一宮町新巻 ５０６
1231 曹洞宗 海福院 笛吹市一宮町土塚 ６２０
1232 曹洞宗 宝福寺 笛吹市一宮町市之蔵 ９５９
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1233 曹洞宗 清岩寺 笛吹市一宮町土塚 ６３８
1234 曹洞宗 大光院 笛吹市一宮町石 ６８９
1235 曹洞宗 普門院 笛吹市一宮町狐新居 ６９７－１
1236 曹洞宗 正伝院 笛吹市一宮町塩田 ７８３
1237 曹洞宗 龍雲院 笛吹市一宮町塩田 ６９７
1238 曹洞宗 光休寺 笛吹市一宮町坪井 １２０１
1239 曹洞宗 満願寺 笛吹市一宮町竹原田 １２６３
1240 曹洞宗 清光院 笛吹市一宮町一ノ宮 １６３１
1241 曹洞宗 延命寺 笛吹市一宮町南野呂 ５２１
1242 日蓮宗 浄光寺 笛吹市一宮町坪井 ６１６
1243 日蓮宗 徳本寺 笛吹市一宮町南野呂 ２６３
1244 単立 日本使徒キリスト教会 笛吹市一宮町塩田 ６９２－２
1245 神社本庁 熊野神社 笛吹市八代町竹居 １２３７
1246 神社本庁 浅間大神社 笛吹市八代町竹居 ５０５１
1247 神社本庁 唐土神社 笛吹市八代町竹居 ２６４６
1248 神社本庁 牛王神社 笛吹市八代町奈良原 ６６４
1249 神社本庁 八幡神社 笛吹市八代町岡 １２５０
1250 神社本庁 馬蔵神社 笛吹市八代町増利 １８３５
1251 神社本庁 牛王神社 笛吹市八代町大間田 ２５９
1252 神社本庁 熊野神社 笛吹市八代町北 １６１５
1253 神社本庁 熊野神社 笛吹市八代町高家 ２３５５
1254 神社本庁 中尾神社 笛吹市八代町米倉 ６１２
1255 神社本庁 大谷神社 笛吹市八代町米倉 ２４９２
1256 神社本庁 鉾衝神社 笛吹市八代町米倉 ７８２
1257 神社本庁 天神社 笛吹市八代町永井 １５３６
1258 浄土宗 西光寺 笛吹市八代町北 １６４１
1259 浄土真宗本願 勝林寺 笛吹市八代町増利 １８８３
1260 浄土真宗本願 祐泉寺 笛吹市八代町竹居 １９６８
1261 臨済宗妙心寺 自性寺 笛吹市八代町南 ９３１
1262 臨済宗建長寺 心月院 笛吹市八代町高家 ４１４
1263 臨済宗向嶽寺 宝福院 笛吹市八代町北 １５３８
1264 臨済宗向嶽寺 広済寺 笛吹市八代町奈良原 ３７３
1265 臨済宗向嶽寺 瑜伽寺 笛吹市八代町永井 １５４３
1266 臨済宗向嶽寺 清道院 笛吹市八代町北 １７５０
1267 臨済宗向嶽寺 吉祥院 笛吹市八代町北 １７８０
1268 曹洞宗 長全寺 笛吹市八代町大間田 １４６
1269 曹洞宗 利最寺 笛吹市八代町増利 １７６２
1270 曹洞宗 龍安寺 笛吹市八代町米倉 １７３８
1271 日蓮宗 妙昌寺 笛吹市八代町米倉 ７４５
1272 日蓮宗 本光寺 笛吹市八代町米倉 ８７２



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

1273 日蓮宗 紹隆寺 笛吹市八代町永井 １２６７
1274 日蓮宗 法城寺 笛吹市八代町北 ９２５
1275 日蓮宗 定林寺 笛吹市八代町南 ７４７
1276 日蓮宗 楞厳寺 笛吹市八代町竹居 ７９６
1277 日蓮宗 教善寺 笛吹市八代町竹居 １２８１
1278 日蓮宗 善国寺 笛吹市八代町岡 ２６９
1279 単立 淨源寺 笛吹市八代町竹居 １９４８
1280 日本基督教団 日本基督教団山梨八代教会 笛吹市八代町北 １９８４－１８
1281 神社本庁 熊野神社 笛吹市境川町小黒坂 １７４５－１
1282 神社本庁 熊野神社 笛吹市境川町三椚 ８９８－１
1283 神社本庁 八幡神社 笛吹市境川町石橋 ２０９６
1284 神社本庁 子之神社 笛吹市境川町大窪 １０６２
1285 神社本庁 神明神社 笛吹市境川町大窪 ８９７
1286 神社本庁 諏訪神社 笛吹市境川町前間田 １６１０
1287 神社本庁 若宮神社 笛吹市境川町小山 １０２８
1288 神社本庁 白山神社 笛吹市境川町大黒坂 ８７５
1289 神社本庁 諏訪神社 笛吹市境川町藤垈 ２８３８
1290 神社本庁 金刀比羅神社 笛吹市境川町藤垈 ６９８６
1291 神社本庁 諏訪大神社 笛吹市境川町藤垈 ３９１２
1292 神社本庁 諏訪南宮大神社 笛吹市境川町寺尾 ４０２３
1293 神社本庁 八幡神社 笛吹市境川町大坪 ４９５
1294 臨済宗妙心寺 龍松寺 笛吹市境川町小山 １７３８
1295 臨済宗向嶽寺 聖応寺 笛吹市境川町大黒坂 １０９０
1296 臨済宗向嶽寺 真乗寺 笛吹市境川町小黒坂 ２２７
1297 臨済宗向嶽寺 雲善寺 笛吹市境川町三椚 ９１
1298 臨済宗向嶽寺 吉祥寺 笛吹市境川町石橋 ２０１２
1299 臨済宗向嶽寺 実相寺 笛吹市境川町大坪 ５０５
1300 曹洞宗 常楽寺 笛吹市境川町藤垈 ２４４６
1301 曹洞宗 向昌院 笛吹市境川町藤垈 ３６３
1302 曹洞宗 広岸寺 笛吹市境川町藤垈 １３０
1303 曹洞宗 智光寺 笛吹市境川町藤垈 ３２２
1304 曹洞宗 宗源寺 笛吹市境川町藤垈 ４７７１
1305 曹洞宗 光照寺 笛吹市境川町前間田 １５１４
1306 曹洞宗 龍昌院 笛吹市境川町寺尾 １３８
1307 曹洞宗 常泉寺 笛吹市境川町寺尾 ３２１０
1308 日蓮宗 晴雲寺 笛吹市境川町小黒坂 １３２－１
1309 天理教 天理教八代分教会 笛吹市境川町小山 ９６０
1340 神社本庁 諏訪神社 笛吹市芦川町上芦川 ７０４
1341 神社本庁 白髭神社 笛吹市芦川町中芦川 ５４２
1342 神社本庁 蚕影神社 笛吹市芦川町新井原
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1343 神社本庁 諏訪神社 笛吹市芦川町鶯宿 ９１
1344 臨済宗向嶽寺 宝珠寺 笛吹市芦川町中芦川 ６１３
1345 臨済宗向嶽寺 長徳寺 笛吹市芦川町鶯宿 ３５８
1346 日蓮宗 東林寺 笛吹市芦川町上芦川 １５８
1347 法華宗（本門 本国寺 笛吹市芦川町鶯宿 ２５１
2653 神社本庁 熊野神社 上野原市秋山 ８６７
2654 神社本庁 金山神社 上野原市秋山 ２５０２
2655 神社本庁 諏訪神社 上野原市秋山 ３４３０
2656 神社本庁 金山神社 上野原市秋山 ４５１９
2657 神社本庁 浅間八幡神社 上野原市秋山 ４８７４
2658 神社本庁 天神社 上野原市秋山 ５１２３
2659 神社本庁 山神社 上野原市秋山 ５５８０
2660 神社本庁 浅間神社 上野原市秋山 ８６７２
2661 神社本庁 高根神社 上野原市秋山 ９８２０
2662 神社本庁 神明神社 上野原市秋山 １２３２３
2663 神社本庁 熊野神社 上野原市秋山 １１８４０
2664 神社本庁 近社神社 上野原市秋山 １０８１９
2665 高野山真言宗 吉祥寺 上野原市秋山 ９８１８
2666 臨済宗妙心寺 寶積寺 上野原市秋山 １２２８８
2667 臨済宗建長寺 法泉寺 上野原市秋山 ５５８２
2743 神社本庁 御嶽神社 上野原市大野 ２９５
2744 神社本庁 稲荷神社 上野原市大野 １８４６
2745 神社本庁 惣祖神社 上野原市大野 ２３３０
2746 神社本庁 御嶽神社 上野原市大野 ２５７４
2747 神社本庁 武鷹槌神社 上野原市大野 ５６１1
2748 神社本庁 丹勢神社 上野原市大野 ５７９６
2749 神社本庁 諏訪神社 上野原市大野 ６２５８
2750 神社本庁 大沢神社 上野原市大野 ７５１８
2751 神社本庁 山住神社 上野原市大野 ８１２８
2752 神社本庁 犬島神社 上野原市犬目 １２８１
2753 神社本庁 八幡神社 上野原市桑久保 １７６
2754 神社本庁 神明社 上野原市桑久保 ９５２
2755 神社本庁 天満社 上野原市桑久保 １８７３
2756 神社本庁 山王社 上野原市和見 ８７９
2757 神社本庁 犬嶋社 上野原市野田尻 ３７２
2758 神社本庁 御嶽神社 上野原市野田尻 １４６９
2759 神社本庁 八幡神社 上野原市野田尻 ２４６１
2760 神社本庁 日月神社 上野原市川合 ２２８２
2761 神社本庁 犬嶋神社 上野原市川合 ３８０９
2762 神社本庁 神明社 上野原市松留 ２４
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2763 神社本庁 廣國神社 上野原市松留 ２４７
2764 神社本庁 鼓楽神社 上野原市四方津 １８９６－１
2765 神社本庁 八幡神社 上野原市八ツ沢 ８２２
2766 神社本庁 御嶽神社 上野原市大曽根 ３８１
2767 神社本庁 山神社 上野原市大曽根 ７８４
2768 神社本庁 山王神社 上野原市大倉 ７９３
2769 神社本庁 吾妻神社 上野原市大椚 ３２９
2770 神社本庁 日月神社 上野原市大椚 ５６０
2771 神社本庁 鶴川神社 上野原市鶴川 ２０９
2772 神社本庁 神明社 上野原市新田 １８６
2773 神社本庁 紅梅神社 上野原市新田 ２６１
2774 神社本庁 神明社 上野原市新田 １１８３
2775 神社本庁 神明社 上野原市鶴島 ９６１
2776 神社本庁 犬嶋神社 上野原市鶴島 ５０６３
2777 神社本庁 諏訪神社 上野原市上野原 ２１０
2778 神社本庁 牛倉神社 上野原市上野原 １６０２
2779 神社本庁 山梨神社 上野原市上野原 ２９０９
2780 神社本庁 佐田神社 上野原市上野原 ４３３０
2781 神社本庁 山梨神社 上野原市上野原 ４３６１
2782 神社本庁 明神社 上野原市上野原 ４５６３
2783 神社本庁 八幡神社 上野原市上野原 ５６４２
2784 神社本庁 御崎神社 上野原市上野原 ６１６４
2785 神社本庁 明神社 上野原市上野原 ７９４５
2786 神社本庁 虎丸神社 上野原市上野原 ９３１３
2787 神社本庁 児屋根神社 上野原市棡原 １５７
2788 神社本庁 尾続神社 上野原市棡原 ８５２
2789 神社本庁 御嶽神社 上野原市棡原 １４０９
2790 神社本庁 子之神社 上野原市棡原 １９２７
2791 神社本庁 鷲神社 上野原市棡原 ２８９２
2792 神社本庁 軍刀利神社 上野原市棡原 ４１３４
2793 神社本庁 白山神社 上野原市棡原 ５４６０
2794 神社本庁 金比羅神社 上野原市棡原 ５７２３
2795 神社本庁 八幡神社 上野原市棡原 ５７３７
2796 神社本庁 日光社 上野原市棡原 ６１８０
2797 神社本庁 秋葉社 上野原市棡原 ６４２１
2798 神社本庁 鷲神社 上野原市棡原 ７３７９
2799 神社本庁 愛宕神社 上野原市棡原 ８９７６
2800 神社本庁 照峯神社 上野原市棡原 ８９７９
2801 神社本庁 白山八幡神社 上野原市棡原 ９６２７
2802 神社本庁 日寄神社 上野原市棡原 １１８９３
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2803 神社本庁 二宮神社 上野原市西原 １５９４
2804 神社本庁 天神神社 上野原市西原 ２９３０
2805 神社本庁 稲荷神社 上野原市西原 ３８５４
2806 神社本庁 御嶽神社 上野原市西原 ５１２２
2807 神社本庁 一宮神社 上野原市西原 ５４６１
2808 神社本庁 八幡神社 上野原市西原 ５８９９
2809 神社本庁 御嶽神社 上野原市西原 ６８４１
2810 神社本庁 稲荷社 上野原市芦垣 １２１０
2811 神習教 大葉教会 上野原市大曽根 ８５
2812 天台宗 法性寺 上野原市鶴島 １３５１
2813 真言宗醍醐派 北辰寺 上野原市上野原 １５８２
2814 臨済宗建長寺 能満寺 上野原市大野 １１６６
2815 臨済宗建長寺 光禅寺 上野原市芦垣 １１６９
2816 臨済宗建長寺 西光寺 上野原市野田尻 ８４９
2817 臨済宗建長寺 江月寺 上野原市和見 ８２８
2818 臨済宗建長寺 東光寺 上野原市桑久保 １５７６
2819 臨済宗建長寺 崇福寺 上野原市川合 ３６１５
2820 臨済宗建長寺 福昌寺 上野原市四方津 ７３７
2821 臨済宗建長寺 威光寺 上野原市大倉 ７８２
2822 臨済宗建長寺 龍泉寺 上野原市上野原 ６３６２
2823 臨済宗建長寺 本光寺 上野原市棡原 ７６５６
2824 臨済宗建長寺 普済庵 上野原市棡原 １５９
2825 臨済宗建長寺 寶珠寺 上野原市棡原 ９１１
2826 臨済宗建長寺 福寿庵 上野原市棡原 １３４８
2827 臨済宗建長寺 地蔵院 上野原市棡原 ２１６７
2828 臨済宗建長寺 芳外庵 上野原市棡原 ２５２９
2829 臨済宗建長寺 観昌寺 上野原市棡原 ４７４８
2830 臨済宗建長寺 寳珠庵 上野原市棡原 ５４３３
2831 臨済宗建長寺 梁巖寺 上野原市棡原 ５７３０
2832 臨済宗建長寺 太陽寺 上野原市棡原 ６４１８
2833 臨済宗建長寺 瑞光寺 上野原市棡原 ７３８９
2834 臨済宗建長寺 蔵雲庵 上野原市棡原 ７９４０
2835 臨済宗建長寺 照澤庵 上野原市棡原 ９００６
2836 臨済宗建長寺 大通寺 上野原市棡原 １００３９
2837 臨済宗建長寺 威王院 上野原市棡原 １０８１３
2838 臨済宗建長寺 東光院 上野原市棡原 １０９８５
2839 臨済宗建長寺 慈昌庵 上野原市棡原 １２４９９
2840 臨済宗建長寺 花岳寺 上野原市大椚 ８９６
2841 臨済宗建長寺 洞泉寺 上野原市西原 ３０９
2842 臨済宗建長寺 藏春院 上野原市西原 １８０６
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2843 臨済宗建長寺 宝珠寺 上野原市西原 ４３１６
2844 臨済宗建長寺 西福寺 上野原市西原 ５８５１
2845 臨済宗南禅寺 青苔寺 上野原市鶴島 ６１１
2846 臨済宗向嶽寺 正法寺 上野原市松留 ２２２
2847 臨済宗向嶽寺 理法寺 上野原市鶴川 ２９７
2848 臨済宗向嶽寺 袋香寺 上野原市川合 ８２
2849 曹洞宗 宝勝寺 上野原市犬目 ９３０
2850 曹洞宗 清泉寺 上野原市大野 ２３３２
2851 曹洞宗 金剛寺 上野原市大野 ７５３０
2852 曹洞宗 慈眼寺 上野原市上野原 １６０
2853 曹洞宗 福泉寺 上野原市上野原 １２０４
2854 曹洞宗 保福寺 上野原市上野原 ３４００
2855 曹洞宗 悉聖寺 上野原市松留 ３２
2856 曹洞宗 長泉寺 上野原市棡原 ４２２４
2857 日蓮宗 船守寺 上野原市上野原 １８５－３
2858 単立 上野原キリストの教会 上野原市上野原 ４０９１
2859 天理教 天理教東甲陽分教会 上野原市上野原 ３６５６
377 神社本庁 熊野大神社 甲州市塩山小屋敷 １４７９
378 神社本庁 松尾神社 甲州市塩山小屋敷 ２２５６
379 神社本庁 稲荷社 甲州市塩山三日市場 ２６３９
380 神社本庁 白鬚神社 甲州市塩山三日市場 ２２８９
381 神社本庁 八幡神社 甲州市塩山牛奥 ２７６９
382 神社本庁 十二社太神社 甲州市塩山牛奥 ３４３５
383 神社本庁 通太神社 甲州市塩山牛奥 ３９７２
384 神社本庁 天神社 甲州市塩山牛奥 １６８９
385 神社本庁 諏訪大神社 甲州市塩山上井尻 ６９０
386 神社本庁 天神社 甲州市塩山西広門田 ６２６
387 神社本庁 田上神社 甲州市塩山西野原 １５２
388 神社本庁 熊野神社 甲州市塩山熊野 １７４
389 神社本庁 飛大神社 甲州市塩山千野 ３４３４
390 神社本庁 鈴宮神社 甲州市塩山上塩後 ４０８
391 神社本庁 菅田天神社 甲州市塩山上於曽 １０５４
392 神社本庁 若宮八幡大神社 甲州市塩山下於曽 ９６６
393 神社本庁 大石神社 甲州市塩山赤尾 ９８２
394 神社本庁 粟塚神社 甲州市塩山上粟生野 １３１１
395 神社本庁 喜久里神社 甲州市塩山上粟生野 ５４７
396 神社本庁 山王神社 甲州市塩山下粟生野 １４８７
397 神社本庁 大神社 甲州市塩山上萩原 ２１９６
398 神社本庁 神明社 甲州市塩山上萩原 ３８
399 神社本庁 神部神社 甲州市塩山上萩原 １４１５
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400 神社本庁 松田山神社 甲州市塩山上萩原 １５１８－２
401 神社本庁 若宮八幡社 甲州市塩山中萩原 ９５７
402 神社本庁 八天宮社 甲州市塩山中萩原 ３６００
403 神社本庁 駒形社 甲州市塩山中萩原 ４７０
404 神社本庁 大原山神社 甲州市塩山中萩原 １３４３
405 神社本庁 柏原神社 甲州市塩山下萩原 ２０４０
406 神社本庁 神明社 甲州市塩山上小田原 １３７６
407 神社本庁 金井加里神社 甲州市塩山下小田原 １０１６
408 神社本庁 船宮神社 甲州市塩山平沢 １１３
409 神社本庁 玉諸神社 甲州市塩山竹森 ３０４８
410 神社本庁 日吉山王神社 甲州市塩山下柚木 １２４４
411 神社本庁 八阪大神社 甲州市塩山藤木 ２３５３
412 真宗木辺派 塩山寺 甲州市塩山上萩原 ２６８０－２３
413 高野山真言宗 新省寺 甲州市塩山千野 ５５６
414 真言宗醍醐派 滝本院 甲州市塩山中萩原 ３４８２
415 真言宗醍醐派 金剛院 甲州市塩山竹森 ３６３５
416 真言宗智山派 放光寺 甲州市塩山藤木 ２４３８
417 真言宗智山派 龍光院 甲州市塩山藤木 １７４０
418 真言宗智山派 福藏院 甲州市塩山下小田原 １００５
419 浄土宗 正念寺 甲州市塩山下於曽 ５００
420 浄土真宗本願 正念寺 甲州市塩山中萩原 ２８０
421 浄土真宗本願 法正寺 甲州市塩山中萩原 ２９５７
422 浄土真宗本願 福応寺 甲州市塩山竹森 ７９８
423 浄土真宗本願 願正寺 甲州市塩山牛奥 １７８８
424 浄土真宗本願 正林寺 甲州市塩山三日市場 ２９４０
425 真宗大谷派 常泉寺 甲州市塩山三日市場 ２９８４
426 真宗大谷派 縁瑞寺 甲州市塩山三日市場 ３０６５
427 真宗大谷派 善正寺 甲州市塩山下塩後 ３２３
428 真宗大谷派 受得寺 甲州市塩山上井尻 ７２５
429 臨済宗妙心寺 望月庵 甲州市塩山小屋敷 ２２９５
430 臨済宗妙心寺 恵林寺 甲州市塩山小屋敷 ２２８０
431 臨済宗妙心寺 岩松院 甲州市塩山小屋敷 ２２８５
432 臨済宗妙心寺 栖雲寺 甲州市塩山下柚木 １８０
433 臨済宗妙心寺 安養院 甲州市塩山藤木 ２２７１
434 臨済宗妙心寺 周林寺 甲州市塩山上粟生野 ４５
435 臨済宗妙心寺 雲峰寺 甲州市塩山上萩原 ２６７８
436 臨済宗妙心寺 慈雲寺 甲州市塩山中萩原 ３５２
437 臨済宗妙心寺 松徑院 甲州市塩山竹森 ２０３０
438 臨済宗妙心寺 慈眼院 甲州市塩山竹森 １９５５
439 臨済宗向嶽寺 洞外庵 甲州市塩山上井尻 １００１
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440 臨済宗向嶽寺 清水寺 甲州市塩山上井尻 ５４２
441 臨済宗向嶽寺 西光寺 甲州市塩山上井尻 １５９６
442 臨済宗向嶽寺 円長寺 甲州市塩山熊野 ３８３
443 臨済宗向嶽寺 大本山向嶽寺 甲州市塩山上於曽 ２０２６
444 臨済宗向嶽寺 積真軒 甲州市塩山上於曽 １９９２
445 臨済宗向嶽寺 東陽軒 甲州市塩山上於曽 １９９３
446 臨済宗向嶽寺 明月院 甲州市塩山上於曽 ２０３２
447 臨済宗向嶽寺 蔵竜軒 甲州市塩山上於曽 ２０５１
448 臨済宗向嶽寺 耕月院 甲州市塩山上於曽 ２０５６
449 臨済宗向嶽寺 帰岫軒 甲州市塩山上於曽 ２０６１
450 臨済宗向嶽寺 眞忠軒 甲州市塩山上於曽 ２０６２
451 臨済宗向嶽寺 正覚寺 甲州市塩山上於曽 １２７９
452 臨済宗向嶽寺 長松院 甲州市塩山上於曽 １１１３
453 臨済宗向嶽寺 玉洞軒 甲州市塩山上於曽 ２０２８
454 臨済宗向嶽寺 慈徳院 甲州市塩山千野 ３６５３
455 臨済宗向嶽寺 昌寿院 甲州市塩山千野 ３３２５
456 臨済宗向嶽寺 應量寺 甲州市塩山千野 ６８８
457 臨済宗向嶽寺 松泉寺 甲州市塩山下粟生野 １４５９
458 臨済宗向嶽寺 東林寺 甲州市塩山下萩原 ２０９２
459 臨済宗向嶽寺 金鶏寺 甲州市塩山一ノ瀬高橋 ４０３
460 臨済宗向嶽寺 法泉寺 甲州市塩山平沢 ６５５
461 臨済宗向嶽寺 高森院 甲州市塩山竹森 ２７４０
462 臨済宗向嶽寺 福寿庵 甲州市塩山竹森 ３３５２
463 臨済宗向嶽寺 大樹院 甲州市塩山竹森 １１６５
464 臨済宗向嶽寺 延命院 甲州市塩山竹森 １４４８
465 臨済宗向嶽寺 宝珠院 甲州市塩山下塩後 ５７７
466 曹洞宗 文殊院 甲州市塩山牛奥 ５０１３
467 曹洞宗 干将寺 甲州市塩山牛奥 ２２２１
468 曹洞宗 青苔寺 甲州市塩山牛奥 １４７７
469 曹洞宗 全應院 甲州市塩山牛奥 １７８１
470 曹洞宗 仲泉寺 甲州市塩山赤尾 ６７４
471 曹洞宗 涌泉寺 甲州市塩山赤尾 ７４５
472 曹洞宗 岩昌寺 甲州市塩山上萩原 ７９
473 曹洞宗 法幢院 甲州市塩山上萩原 ９４
474 曹洞宗 宝授院 甲州市塩山竹森 ６２０５
475 日蓮宗 法傳寺 甲州市塩山西広門田 １４０
476 日蓮宗 妙善寺 甲州市塩山下於曽 ５７５
477 日蓮宗 法蓮寺 甲州市塩山赤尾 ４８３
478 日蓮宗 法昌寺 甲州市塩山上塩後 ３２５
479 日蓮宗 本要寺 甲州市塩山下塩後 ５９９
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480 日蓮宗 法盛寺 甲州市塩山下塩後 ６３６
481 本門仏立宗 清演寺 甲州市塩山上於曽 ４３１
482 天理教 天理教山梨分教会 甲州市塩山上塩後 ８１６
483 天理教 天理教甲塩分教会 甲州市塩山上於曽 １４１９
484 天理教 天理教甲斐塩山分教会 甲州市塩山下粟生野 ８１３－２
997 神社本庁 鉢塚神社 甲州市勝沼町藤井 ５１
998 神社本庁 皇大神社 甲州市勝沼町藤井 ８１８
999 神社本庁 浅間神社 甲州市勝沼町藤井 ９５０

1000 神社本庁 氷川神社 甲州市勝沼町上岩崎 ２６２８
1001 神社本庁 古宮太神社 甲州市勝沼町菱山 ３７２
1002 神社本庁 天神社 甲州市勝沼町菱山 ５１９３
1003 神社本庁 通神社 甲州市勝沼町中原 ７６７
1004 神社本庁 伏木神社 甲州市勝沼町小佐手 １０２８
1005 神社本庁 大石神社 甲州市勝沼町綿塚 ８３
1006 神社本庁 天神社 甲州市勝沼町綿塚 ８９４
1007 神社本庁 飯縄神社 甲州市勝沼町綿塚 ９４６
1008 神社本庁 雀宮神社 甲州市勝沼町勝沼 ２１０７
1009 神社本庁 天神社 甲州市勝沼町勝沼 １４２０－３
1010 神社本庁 金毘羅神社 甲州市勝沼町勝沼 ２１００
1011 神社本庁 山神社 甲州市勝沼町勝沼 ２１１５
1012 神社本庁 尾崎神社 甲州市勝沼町勝沼 ２１７６
1013 神社本庁 天神社 甲州市勝沼町勝沼 ３１９９
1014 神社本庁 五所大神社 甲州市勝沼町勝沼 ３５５３
1015 神社本庁 諏訪神社 甲州市勝沼町等々力 １５７１
1016 峡東神社会 大石神社 甲州市勝沼町深沢 ３２８６
1017 天台宗 不動寺 甲州市勝沼町中原 ５１６
1018 真言宗智山派 大善寺 甲州市勝沼町勝沼 ３５６５
1019 真言宗智山派 金剛寺 甲州市勝沼町上岩崎 ５９１
1020 浄土宗 阿弥陀寺 甲州市勝沼町藤井 １０１３
1021 浄土宗 善昌寺 甲州市勝沼町藤井 ９４４
1022 浄土宗 生福寺 甲州市勝沼町下岩崎 １９４５
1023 浄土宗 護念寺 甲州市勝沼町勝沼 ３０１８
1024 浄土真宗本願 専福寺 甲州市勝沼町下岩崎 １７３０
1025 浄土真宗本願 三光寺 甲州市勝沼町菱山 ９２８
1026 浄土真宗本願 福泉寺 甲州市勝沼町菱山 ２３４７
1027 浄土真宗本願 萬福寺 甲州市勝沼町等々力 １２８９
1028 浄土真宗本願 真光寺 甲州市勝沼町山 １５４２
1029 浄土真宗本願 林照寺 甲州市勝沼町小佐手 １０４６
1030 浄土真宗本願 玄正寺 甲州市勝沼町等々力 １３０１
1031 真宗大谷派 西教寺 甲州市勝沼町等々力 １４５８
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1032 真宗大谷派 浄蓮寺 甲州市勝沼町等々力 １４７３
1033 真宗大谷派 報恩寺 甲州市勝沼町等々力 １４７８
1034 真宗大谷派 賢正寺 甲州市勝沼町等々力 １４８５
1035 真宗大谷派 光源寺 甲州市勝沼町等々力 １５１１
1036 真宗大谷派 圓成寺 甲州市勝沼町等々力 １５７７
1037 真宗大谷派 仙光寺 甲州市勝沼町等々力 １５８２
1038 真宗大谷派 慶専寺 甲州市勝沼町等々力 １６１６
1039 真宗大谷派 専立寺 甲州市勝沼町等々力 １６２７
1040 真宗大谷派 正宗寺 甲州市勝沼町下岩崎 １７８８
1041 真宗大谷派 寿誓寺 甲州市勝沼町下岩崎 １７９２
1042 曹洞宗 徳岩院 甲州市勝沼町上岩崎 １２３１
1043 曹洞宗 東林院 甲州市勝沼町小佐手 ２１６１
1044 曹洞宗 東漸院 甲州市勝沼町勝沼 ４４８
1045 曹洞宗 泉勝院 甲州市勝沼町勝沼 １８１９
1046 日蓮宗 円常坊 甲州市勝沼町藤井 ８３６
1047 日蓮宗 蓮華寺 甲州市勝沼町下岩崎 １８７９
1048 日蓮宗 輪石庵 甲州市勝沼町休息 １６２８
1049 日蓮宗 北之坊 甲州市勝沼町休息 １６６０
1050 日蓮宗 上之坊 甲州市勝沼町休息 １６６３
1051 日蓮宗 東之坊 甲州市勝沼町休息 １６６７
1052 日蓮宗 正覚坊 甲州市勝沼町休息 １６８３
1053 日蓮宗 立正寺 甲州市勝沼町休息 １７１３
1054 日蓮宗 上行寺 甲州市勝沼町勝沼 ２０７８
1055 法華宗（本門 立正寺 甲州市勝沼町山 ２１２１
1056 日本基督教団 日本基督教団勝沼教会 甲州市勝沼町勝沼 １４１０
1057 天理教 天理教勝沼分教会 甲州市勝沼町勝沼 ７３０
1058 神社本庁 氷川神社 甲州市大和町田野 ６０５
1059 神社本庁 三島神社 甲州市大和町初鹿野 １４５２
1060 峡東神社会 諏訪神社 甲州市大和町初鹿野 １６８３－１
1061 神社本庁 諏訪神社 甲州市大和町日影 １０７９
1062 心霊界教団 心霊界教団小林教会 甲州市大和町初鹿野 １３９４
1063 真言宗醍醐派 松鶴院 甲州市勝沼町休息 １８７８－１０
1064 浄土宗 養真寺 甲州市大和町日影 ８８６
1065 浄土宗 松智院 甲州市大和町初鹿野 ７６３
1066 浄土宗 西光寺 甲州市大和町初鹿野 １４２３
1067 臨済宗建長寺 栖雲寺 甲州市大和町木賊 １２２
1068 曹洞宗 真竜寺 甲州市大和町鶴瀬 １００２
1069 曹洞宗 景徳院 甲州市大和町田野 ３８９
1348 神社本庁 天神社 中央市高部 ２７５
1349 神社本庁 秋葉神社 中央市高部 １８６６
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1350 神社本庁 竹輪八幡神社 中央市高部 ２２３５
1351 神社本庁 諏訪神社 中央市大鳥居 ２４３
1352 神社本庁 八王子大神社 中央市木原 ２４９１
1353 神社本庁 浅間愛鷹神社 中央市大鳥居 ２７６４
1354 神社本庁 御崎神社 中央市大鳥居 ３４０２
1355 神社本庁 八幡神社 中央市大鳥居 ３９９６
1356 神社本庁 水神社 中央市大鳥居 ５７８５
1357 神社本庁 山之神社 中央市大鳥居 ５７８６
1358 神社本庁 諏訪神社 中央市浅利 ２９７４
1359 神社本庁 山ノ神神社 中央市木原 ２３７
1360 神社本庁 若宮八幡神社 中央市関原 １３４６
1361 真言宗智山派 大福寺 中央市大鳥居 １６２１
1362 真言宗智山派 延命寺 中央市木原 １０７６
1363 曹洞宗 金昌院 中央市大鳥居 ５３１
1364 曹洞宗 向陽院 中央市大鳥居 ３１５３
1365 曹洞宗 伝竜院 中央市大鳥居 ３１５６
1366 曹洞宗 龍光院 中央市大鳥居 １９４
1367 曹洞宗 法久寺 中央市高部 １８７７
1368 曹洞宗 三星院 中央市木原 １８００
1369 曹洞宗 龍心院 中央市浅利 １６７４
1370 曹洞宗 慈運院 中央市関原 １３１４
1371 日蓮宗 法乗寺 中央市大鳥居 ３５２１
1372 日蓮宗 円光寺 中央市関原 ４８９
2076 神社本庁 若宮八幡社 中央市乙黒 ６
2077 神社本庁 若宮八幡社 中央市井之口 ４４７
2078 神社本庁 御崎神社 中央市上三條 ８９１
2079 神社本庁 若宮八幡社 中央市下三條 １
2080 神社本庁 諏訪神社 中央市中楯 １２５６
2081 神社本庁 諏訪神社 中央市一町畑 １
2082 神社本庁 住吉神社 中央市西新居 ３１０
2083 神社本庁 八幡神社 中央市成島 １１４８
2084 神社本庁 御崎大神社 中央市成島 １７７６
2085 神社本庁 熊野神社 中央市下河東 ９７１
2086 神社本庁 天神社 中央市町之田 ２０２
2087 曹洞宗 安楽寺 中央市極楽寺 ５７１
2088 曹洞宗 常光寺 中央市極楽寺 ９９４
2089 曹洞宗 光福院 中央市井之口 ５９０
2090 曹洞宗 貴雲院 中央市井之口 ６２５
2091 曹洞宗 廣運寺 中央市井之口 １０６３
2092 曹洞宗 廣泰院 中央市一町畑 ８
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2093 曹洞宗 長林寺 中央市乙黒 ６５６
2094 曹洞宗 竜徳寺 中央市中楯 １３３２
2095 曹洞宗 瑠璃光寺 中央市上三條 ４６９
2096 曹洞宗 歓盛院 中央市下三條 ８８
2097 曹洞宗 永源寺 中央市下河東 ８８０
2098 曹洞宗 海蔵院 中央市下河東 ９６９
2099 曹洞宗 林照院 中央市成島 １８１３
2100 日蓮宗 滝泉寺 中央市成島 １０２８
2101 日蓮宗 長栄寺 中央市井之口 ４１５
2102 日蓮宗 妙遠寺 中央市中楯 １３４２
2103 日蓮宗 蓮華寺 中央市乙黒 ６２４
2104 日蓮宗 妙性寺 中央市下三條 ３
2105 日蓮宗 正行寺 中央市下河東 ８９２
2141 神社本庁 鈴鹿大神社 中央市藤巻 １５２７
2142 神社本庁 諏訪神社 中央市大田和 ７４０
2143 神社本庁 大輿神社 中央市今福 ３３１
2144 神社本庁 八幡大神社 中央市西花輪 ３９７
2145 神社本庁 伊勢神社 中央市臼井阿原 ４２４
2146 神社本庁 天神社 中央市山之神 ６３６
2147 神社本庁 八幡神社 中央市山之神 ３４２５
2148 神社本庁 諏訪神社 中央市東花輪 ７０１
2149 神社本庁 八幡穂見神社 中央市布施 ２０３４
2150 曹洞宗 貴盛院 中央市東花輪 ４００
2151 曹洞宗 大聖院 中央市東花輪 １８３８
2152 曹洞宗 貴蔵院 中央市東花輪 １８５５
2153 曹洞宗 龍光院 中央市西花輪 １３６７
2154 曹洞宗 長徳院 中央市西花輪 １４４６
2155 曹洞宗 海禅寺 中央市今福 １７８
2156 曹洞宗 宝珠院 中央市今福 ２５０
2157 曹洞宗 法星院 中央市布施 １９２６
2158 曹洞宗 慈光院 中央市藤巻 ７３５
2159 曹洞宗 慈雲院 中央市大田和 ８４１
2160 曹洞宗 海雲院 中央市臼井阿原 ７４７
2161 日蓮宗 蓮性寺 中央市西花輪 ３００５
2162 日蓮宗 永正寺 中央市藤巻 １４８７
2163 日蓮宗 妙泉寺 中央市布施 ２１６３
2164 日蓮宗 円立寺 中央市西花輪 １４５６
2165 日蓮宗 妙法寺 中央市今福 ３９９
2166 日蓮宗 蓮重寺 中央市大田和 ８３６
2167 日蓮宗 遠妙寺 中央市山之神 ７１３
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2168 天理教 天理教中巨摩分教会 中央市西花輪 ４３８８
2169 天理教 天理教甲斐分教会 中央市東花輪 ３５５
1383 神社本庁 諏訪神社 西八代郡市川三郷町中山 ９１８
1384 神社本庁 諏訪神社 西八代郡市川三郷町畑熊 ２３１
1385 神社本庁 諏訪神社 西八代郡市川三郷町高萩 １
1386 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町高萩 ３７２
1387 神社本庁 稲荷大神社 西八代郡市川三郷町三帳 １９６
1388 神社本庁 諏訪神社 西八代郡市川三郷町垈 ２１４
1389 神社本庁 蹴裂神社 西八代郡市川三郷町上野 ３１５７
1390 神社本庁 熊野神社 西八代郡市川三郷町大塚 ４２３２
1391 神社本庁 小御崎神社 西八代郡市川三郷町上野 ７４
1392 神社本庁 蹴裂神社 西八代郡市川三郷町下芦川 ３０６３
1393 神社本庁 八坂神社 西八代郡市川三郷町上野 １５７６
1394 神社本庁 表門神社 西八代郡市川三郷町上野 ２７６７
1395 神社本庁 八王子神社 西八代郡市川三郷町上野 ４３００
1396 高野山真言宗 不動院 西八代郡市川三郷町上野 １４
1397 高野山真言宗 薬王寺 西八代郡市川三郷町上野 １９９－１
1398 高野山真言宗 光勝寺 西八代郡市川三郷町上野 ４３０８
1399 曹洞宗 光源院 西八代郡市川三郷町高萩 ６０
1400 曹洞宗 西福寺 西八代郡市川三郷町中山 ９５３
1401 曹洞宗 雲洞寺 西八代郡市川三郷町下芦川 ３１１
1402 曹洞宗 西福寺 西八代郡市川三郷町大塚 １６４７
1403 曹洞宗 林泉寺 西八代郡市川三郷町大塚 ４１６６
1404 曹洞宗 長昌院 西八代郡市川三郷町大塚 ４２７７
1405 曹洞宗 禅昌寺 西八代郡市川三郷町上野 １１２１
1406 曹洞宗 多宝院 西八代郡市川三郷町上野 ３０１５
1407 曹洞宗 真福寺 西八代郡市川三郷町上野 ３３３４
1408 曹洞宗 永泉寺 西八代郡市川三郷町三帳 ７３
1409 日蓮宗 大乗寺 西八代郡市川三郷町下芦川 ３３４
1410 神社本庁 御崎大神社 西八代郡市川三郷町市川大門 １１０８
1411 神社本庁 須佐之男社 西八代郡市川三郷町市川大門 １６９０
1412 神社本庁 若宮八幡社 西八代郡市川三郷町若宮 ２５２４－６
1413 神社本庁 八處女神明宮 西八代郡市川三郷町市川大門 ２６６０
1414 神社本庁 八幡神社 西八代郡市川三郷町市川大門 ２６６３
1415 神社本庁 摩利支天社 西八代郡市川三郷町市川大門 ４４５５
1416 神社本庁 熊野神社 西八代郡市川三郷町市川大門 ５１５４
1417 神社本庁 正木稲荷社 西八代郡市川三郷町市川大門 ５２６７
1418 神社本庁 金比羅神社 西八代郡市川三郷町市川大門 ５９１０－１
1419 神社本庁 弓削神社 西八代郡市川三郷町市川大門 ６３７３
1420 神社本庁 浅間社 西八代郡市川三郷町市川大門 ７４３８
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1421 神社本庁 一宮浅間神社 西八代郡市川三郷町高田 ３６９６
1422 神社本庁 諏訪神社 西八代郡市川三郷町山保 ４７０
1423 神社本庁 斎宮神社 西八代郡市川三郷町山保 ２４３８
1424 神社本庁 神明浅間神社 西八代郡市川三郷町山保 ３６０７
1425 神社本庁 花開神社 西八代郡市川三郷町山保 ５３７１
1426 神社本庁 八幡神社 西八代郡市川三郷町山保 ６６５０
1427 神社本庁 八幡神社 西八代郡市川三郷町山保 ８３９１
1428 神社本庁 比叡神社 西八代郡市川三郷町黒沢 ５９６
1429 神社本庁 巣鷹神社 西八代郡市川三郷町黒沢 １７２０
1430 神社本庁 神明社 西八代郡市川三郷町黒沢 ５５０９
1431 神社本庁 山ノ神社 西八代郡市川三郷町黒沢 ５６０８
1432 神社本庁 聖社 西八代郡市川三郷町黒沢 ５６０９
1433 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町八ノ尻 ４３２
1434 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町八ノ尻 ７２０
1435 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町八ノ尻 １０２７
1436 神社本庁 天王明王天神社 西八代郡市川三郷町八之尻 １４３５
1437 神社本庁 御嵜神社 西八代郡市川三郷町下大鳥居 １９９４
1438 高野山真言宗 宝幢寺 西八代郡市川三郷町高田 ３０６８
1439 高野山真言宗 宝寿寺 西八代郡市川三郷町市川大門 ５４２
1440 高野山真言宗 善福寺 西八代郡市川三郷町市川大門 ５５３
1441 高野山真言宗 金剛院 西八代郡市川三郷町市川大門 １０５７
1442 高野山真言宗 蓮光院 西八代郡市川三郷町市川大門 １２０７
1443 高野山真言宗 成蔵院 西八代郡市川三郷町市川大門 １２３１
1444 高野山真言宗 福寿院 西八代郡市川三郷町市川大門 １３３１
1445 高野山真言宗 延寿院 西八代郡市川三郷町市川大門 ２７６１
1446 高野山真言宗 花園院 西八代郡市川三郷町市川大門 ５６９６
1447 高野山真言宗 宝寿院 西八代郡市川三郷町市川大門 ５７１１
1448 浄土宗 大竜寺 西八代郡市川三郷町市川大門 ２５３
1449 時宗 花台寺 西八代郡市川三郷町下大鳥居 ２０４８
1450 臨済宗妙心寺 新蔵院 西八代郡市川三郷町市川大門 ９１１
1451 曹洞宗 源昌寺 西八代郡市川三郷町印沢 ２４４
1452 曹洞宗 西光寺 西八代郡市川三郷町高田 ２６２０
1453 曹洞宗 清堂院 西八代郡市川三郷町黒沢 １０２７
1454 曹洞宗 大増寺 西八代郡市川三郷町黒沢 ４４２７
1455 曹洞宗 龍仙院 西八代郡市川三郷町下大鳥居 １９７４
1456 曹洞宗 龍光寺 西八代郡市川三郷町下大鳥居 ２４０５
1457 曹洞宗 多福寺 西八代郡市川三郷町山保 ４７３
1458 曹洞宗 東仙寺 西八代郡市川三郷町山保 ２５１２
1459 曹洞宗 浄泉院 西八代郡市川三郷町山保 ３７６０
1460 曹洞宗 清養寺 西八代郡市川三郷町山保 ４８２６
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1461 曹洞宗 慶福院 西八代郡市川三郷町市川大門 １６４０
1462 曹洞宗 禅林寺 西八代郡市川三郷町市川大門 １２９０
1463 日蓮宗 宮澤寺 西八代郡市川三郷町黒沢 １１５８
1464 日蓮宗 妙学寺 西八代郡市川三郷町黒沢 １２５７
1465 日蓮宗 一心庵 西八代郡市川三郷町黒沢 ４４６３
1466 日蓮宗 相延寺 西八代郡市川三郷町黒沢 ５９３１
1467 日蓮宗 妙増寺 西八代郡市川三郷町下大鳥居 ６４－１
1468 日蓮宗 妙浄寺 西八代郡市川三郷町下大鳥居 ３３４
1469 日蓮宗 永盛寺 西八代郡市川三郷町八之尻 １７７３
1470 日蓮宗 本明寺 西八代郡市川三郷町山保 ４３８
1471 日蓮宗 円立寺 西八代郡市川三郷町市川大門 １３４５
1472 日蓮宗 法傳寺 西八代郡市川三郷町市川大門 ２７１３
1473 日蓮宗 妙伝寺 西八代郡市川三郷町山保 ５１３４
1474 日蓮宗 法受寺 西八代郡市川三郷町山保 ８３３４
1475 日蓮宗 長生寺 西八代郡市川三郷町高田 ２５１８
1476 日蓮宗 流通寺 西八代郡市川三郷町高田 ２７８６－１
1477 日本基督教団 日本基督教団市川教会 西八代郡市川三郷町市川大門 ９０７
1478 神社本庁 伊勢神明宮諏訪神社 西八代郡市川三郷町楠甫十五堂 ２８２
1479 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町落居 ６９
1480 神社本庁 魔王天神社 西八代郡市川三郷町落居 ６７２
1481 神社本庁 白髭神社 西八代郡市川三郷町落居 ２０３１
1482 神社本庁 愛鷹神社 西八代郡市川三郷町落居 ４１０６
1483 神社本庁 天神社 西八代郡市川三郷町落居 ５０８８
1484 神社本庁 神明社 西八代郡市川三郷町落居 ６１００
1485 神社本庁 神明社天神社山神社 西八代郡市川三郷町岩下 １５３２
1486 神社本庁 金比羅神社 西八代郡市川三郷町岩間 ２０８７
1487 神社本庁 伊勢神明宮 西八代郡市川三郷町岩間 ２５４６
1488 神社本庁 津島天王社 西八代郡市川三郷町葛籠沢 １２６６
1489 神社本庁 城山神社 西八代郡市川三郷町鴨狩津向 ８６７
1490 神社本庁 浅間神社 西八代郡市川三郷町宮原 １
1491 神社本庁 春日大神社 西八代郡市川三郷町寺所 ７９２
1492 神社本庁 神明社 西八代郡市川三郷町五八 ５２８
1493 曹洞宗 永昌寺 西八代郡市川三郷町鴨狩津向 ３２７
1494 曹洞宗 高前寺 西八代郡市川三郷町鴨狩津向 ８５７
1495 曹洞宗 普蔵院 西八代郡市川三郷町落居 ３８３０
1496 曹洞宗 光岳寺 西八代郡市川三郷町落居 ６６５２
1497 曹洞宗 無量寺 西八代郡市川三郷町宮原 １３６８
1498 曹洞宗 善応寺 西八代郡市川三郷町楠甫 １７
1499 曹洞宗 東陽院 西八代郡市川三郷町葛籠沢 １９０
1500 曹洞宗 宝珠院 西八代郡市川三郷町岩下 ８９５



山梨県の宗教法人名簿　　平成３１年４月１日現在

1501 曹洞宗 岳雲院 西八代郡市川三郷町岩間 ２６８５
1502 曹洞宗 昌寿院 西八代郡市川三郷町岩間 ８２７
1503 日蓮宗 大乗寺 西八代郡市川三郷町岩間 ８２３
1504 日蓮宗 大仙寺 西八代郡市川三郷町岩間 ２５４５
1505 日蓮宗 隨岸寺 西八代郡市川三郷町岩間 ２５５８
1506 日蓮宗 妙現寺 西八代郡市川三郷町葛篭沢 ８３８
1507 日蓮宗 本定寺 西八代郡市川三郷町宮原 １３１０
1508 日蓮宗 本照寺 西八代郡市川三郷町落居 １９１８
1509 日蓮宗 妙蓮寺 西八代郡市川三郷町落居 ２０４９
1510 日蓮宗 常慶寺 西八代郡市川三郷町落居 ２５７３
1511 日蓮宗 浄善寺 西八代郡市川三郷町落居 ６１３７
1512 天理教 天理教豊金分教会 西八代郡市川三郷町落居 ６８１８
1762 神社本庁 天神社 南巨摩郡早川町草塩 ６１７
1763 神社本庁 鷲大神社 南巨摩郡早川町草塩 ９７１
1764 神社本庁 六社神社 南巨摩郡早川町雨畑 １６２６
1765 神社本庁 鐘馗神社 南巨摩郡早川町雨畑 ２２３６
1766 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町雨畑 ２７７
1767 神社本庁 山王神社 南巨摩郡早川町新倉 １１１５
1768 神社本庁 国玉神社 南巨摩郡早川町新倉 ２０３３
1769 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町小縄 ４７９
1770 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町薬袋 ２７３２
1771 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町薬袋 ２０４３
1772 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町早川 １１８４
1773 神社本庁 山神社 南巨摩郡早川町早川 ４８４
1774 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町奈良田 ７６６
1775 神社本庁 奈良王神社 南巨摩郡早川町奈良田 ４７９
1776 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町千須和 １４８６
1777 神社本庁 山王神社 南巨摩郡早川町大原野 １８７３
1778 神社本庁 山王神社 南巨摩郡早川町湯島 １０４８
1779 神社本庁 岩屋神社 南巨摩郡早川町湯島 １２７２
1780 神社本庁 岩殿神社 南巨摩郡早川町黒桂 １０１
1781 神社本庁 熊野神社 南巨摩郡早川町塩上 ７８５－２
1782 神社本庁 十二神社 南巨摩郡早川町西之宮 １００７
1783 神社本庁 七社遠渡神社 南巨摩郡早川町笹走 ３４１
1784 神社本庁 大神社 南巨摩郡早川町京ケ島 ９９５
1785 神社本庁 八幡日吉神社 南巨摩郡早川町京ケ島 ６１２
1786 神社本庁 金比羅社 南巨摩郡早川町京ケ島 ９９６
1787 神社本庁 熊野天神社 南巨摩郡早川町保 １３８６
1788 神社本庁 天神社 南巨摩郡早川町大島 ５０４
1789 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡早川町大島 ４６４
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1790 神社本庁 若宮八幡神社 南巨摩郡早川町初鹿島 １０２９
1791 神社本庁 遠渡神社 南巨摩郡早川町榑坪 １３５２
1792 真言宗醍醐派 宝竜寺 南巨摩郡早川町黒桂 １７１
1793 臨済宗妙心寺 朝晨庵 南巨摩郡早川町保 １１
1794 曹洞宗 常昌院 南巨摩郡早川町京ケ島 ７１１
1795 曹洞宗 宗伝寺 南巨摩郡早川町草塩 ５４０
1796 曹洞宗 大抱院 南巨摩郡早川町新倉 ９１６
1797 曹洞宗 西方寺 南巨摩郡早川町新倉 ２０２１
1798 曹洞宗 抱明院 南巨摩郡早川町早川 １１７８
1799 日蓮宗 塩上寺 南巨摩郡早川町塩之上 １０６１
1800 日蓮宗 本證寺 南巨摩郡早川町千須和 １１８
1801 日蓮宗 円柳寺 南巨摩郡早川町榑坪 １４０２
1802 日蓮宗 浄蓮寺 南巨摩郡早川町薬袋 ２７３７
1803 日蓮宗 円立寺 南巨摩郡早川町薬袋 ４８１
1804 日蓮宗 妙法寺 南巨摩郡早川町大島 ４６２
1805 日蓮宗 長得寺 南巨摩郡早川町雨畑 ３９５６
1806 日蓮宗 正徳寺 南巨摩郡早川町雨畑 ２０３３
1807 日蓮宗 妙蓮寺 南巨摩郡早川町新倉 １８９４
1808 日蓮宗 法善寺 南巨摩郡早川町新倉 １０８９
1809 日蓮宗 宝乗寺 南巨摩郡早川町保 １４４
1810 日蓮宗 宗説坊 南巨摩郡早川町赤沢 １０１９
1811 日蓮宗 妙福寺 南巨摩郡早川町赤沢 ３５１
1812 日蓮宗 神力坊 南巨摩郡早川町赤沢 １３２８
1813 日蓮宗 常蔵寺 南巨摩郡早川町高住 ２３５
1814 日蓮宗 十万部寺 南巨摩郡早川町小縄 １３７
1815 日蓮宗 本泉寺 南巨摩郡早川町小縄 ５２７
1816 日蓮宗 上橋寺 南巨摩郡早川町初鹿島 ９８１
1817 日蓮宗 学定寺 南巨摩郡早川町初鹿島 １５３２
1818 日蓮宗 外良寺 南巨摩郡早川町奈良田 ２１１
1819 日蓮宗 蓮定寺 南巨摩郡早川町湯島 ９１３
1820 日蓮宗 法雲寺 南巨摩郡早川町湯島 １５６０
1821 日蓮宗 本妙寺 南巨摩郡早川町笹走 ６９７
1822 日蓮宗 真妙寺 南巨摩郡早川町早川 ６０９
1823 日蓮宗 建長寺 南巨摩郡早川町大原野 １５３０
1824 日蓮宗 白糸教会 南巨摩郡早川町赤沢 １２５２
1825 日蓮宗 日蓮宗妙法教会 南巨摩郡早川町赤沢 １３３５
1826 日蓮宗 日蓮宗日教教会 南巨摩郡早川町赤沢 １２４５
1513 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町古関 １３８２
1514 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町古関 ３３９７
1515 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町古関 ３７７１
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1516 神社本庁 天満天神宮 南巨摩郡身延町古関 ４１６５
1517 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町大磯小磯 ４７１７
1518 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町市之瀬 １６６６
1519 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町北川 １０８１
1520 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町北川 ２１４１
1521 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町北川 ３７４５
1522 神社本庁 天満天神社 南巨摩郡身延町樋田 ３８０
1523 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町水船 ２８６
1524 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡身延町水船 ３４５
1525 神社本庁 日光社 南巨摩郡身延町常葉 ８７７
1526 神社本庁 諏訪大神社 南巨摩郡身延町常葉 １１２４
1527 神社本庁 天王社 南巨摩郡身延町常葉 １７４１
1528 神社本庁 石尊神社 南巨摩郡身延町常葉 ４３７８
1529 神社本庁 八王子神社 南巨摩郡身延町杉山 １２３
1530 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町杉山 １８２２
1531 神社本庁 曽我神社 南巨摩郡身延町大炊平 ２７２
1532 神社本庁 熊野大神社 南巨摩郡身延町下部 ２３
1533 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町湯之奧 １
1534 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町上之平 ６４０
1535 神社本庁 愛鷹神社 南巨摩郡身延町岩欠 ８２２
1536 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町岩欠 ２０４７
1537 神社本庁 諏訪社山神社 南巨摩郡身延町大山 ９０５
1538 神社本庁 四社大神社 南巨摩郡身延町久保 ２６３
1539 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町嶺 １１２
1540 神社本庁 十五所大神社 南巨摩郡身延町三沢 ９７０
1541 神社本庁 阿夫利神社 南巨摩郡身延町三沢 ３３８６
1542 神社本庁 十五所大神社 南巨摩郡身延町三沢 ４４３８
1543 神社本庁 伊勢神明宮 南巨摩郡身延町三沢 ５２１２
1544 神社本庁 神明社 南巨摩郡身延町切房木 ５９６
1545 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡身延町切房木 ２１１９
1546 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町道 １３５９
1547 神社本庁 八王子神社 南巨摩郡身延町道 ７８３
1548 神社本庁 白山神社 南巨摩郡身延町道 １１４９
1549 神社本庁 天照大神社 南巨摩郡身延町釜額 ６０５
1550 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町釜額 １３４５
1551 神社本庁 子神社 南巨摩郡身延町中之倉 １２７２
1552 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町根子 ５１８
1553 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町根子 ２６６４
1554 神社本庁 熊野八幡神社 南巨摩郡身延町清沢 ６５６
1555 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町波高島 ９９１
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1556 神社本庁 伊勢神明社 南巨摩郡身延町上田原 ２２４６
1557 神社本庁 愛鷹神社 南巨摩郡身延町一色 １３６３
1558 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町一色 ２３４３
1559 神社本庁 熊野大神社 南巨摩郡身延町一色 ５５６１
1560 神社本庁 諏訪八王子神社 南巨摩郡身延町八坂 １５５
1561 神社本庁 皇大神社 南巨摩郡身延町折門 ５２７
1562 神社本庁 稲荷社 南巨摩郡身延町車田 １２２３
1563 曹洞宗 願光院 南巨摩郡身延町一色 ４０１８
1564 曹洞宗 永明院 南巨摩郡身延町上田原 ５４９
1565 曹洞宗 玉峰寺 南巨摩郡身延町嶺 ６２
1566 曹洞宗 長松院 南巨摩郡身延町三沢 ２８１６
1567 曹洞宗 竜泉寺 南巨摩郡身延町切房木 ２３３
1568 曹洞宗 西方寺 南巨摩郡身延町切房木 ８３７
1569 曹洞宗 光澤寺 南巨摩郡身延町三沢 ８８１
1570 曹洞宗 慈観寺 南巨摩郡身延町道 １４３
1571 曹洞宗 清久寺 南巨摩郡身延町道 １６９
1572 曹洞宗 方外院 南巨摩郡身延町瀬戸 １３５
1573 曹洞宗 長沢寺 南巨摩郡身延町釜額 ７８２
1574 曹洞宗 磯善院 南巨摩郡身延町大磯小磯 ２５４４
1575 曹洞宗 永寿庵 南巨摩郡身延町古関 ３７７２
1576 曹洞宗 常幸院 南巨摩郡身延町常葉 ４３９
1577 曹洞宗 東前院 南巨摩郡身延町常葉 １０７３
1578 曹洞宗 明珠院 南巨摩郡身延町常葉 ４４３４
1579 曹洞宗 大滝院 南巨摩郡身延町波高島 ７８３
1580 曹洞宗 慈照院 南巨摩郡身延町下部 ７８
1581 曹洞宗 清澤寺 南巨摩郡身延町清沢 １２０９
1582 日蓮宗 法圓寺 南巨摩郡身延町車田 ６０７
1583 日蓮宗 正福寺 南巨摩郡身延町北川 １１２
1584 日蓮宗 妙円寺 南巨摩郡身延町市之瀬 ９２
1585 日蓮宗 常法寺 南巨摩郡身延町岩欠 ２０７４
1586 日蓮正宗 有明寺 南巨摩郡身延町杉山 １４７
1683 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町久成 １５３４
1684 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町寺沢 ２３８２
1685 神社本庁 御崎神社 南巨摩郡身延町切石 ６１
1686 神社本庁 天神社赤山神社 南巨摩郡身延町切石 ７７５
1687 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町日向南沢 ６１１
1688 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町日向南沢 ５６８１
1689 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町夜子沢 １６８８
1690 神社本庁 赤石神社 南巨摩郡身延町夜子沢 ６５５
1691 神社本庁 天照大神社 南巨摩郡身延町伊沼 ６９８
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1692 神社本庁 大山大神社天神社 南巨摩郡身延町伊沼 １０６５
1693 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町飯富 １９４
1694 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町飯富 １２５０
1695 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町久成 ３２２４
1696 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町久成 ４８６２
1697 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町大塩 ２２７４
1698 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町大塩 ２７６７
1699 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町西嶋 １
1700 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡身延町西嶋 ３７１８
1701 神社本庁 岩崎神社 南巨摩郡身延町西嶋 ２９７５
1702 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町矢細工 ３２３０
1703 神社本庁 蛭子神社 南巨摩郡身延町矢細工 ７８８
1704 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町西嶋 ２８６０
1705 神社本庁 若宮八幡神社 南巨摩郡身延町西嶋 １５３４
1706 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町中山 １８９１
1707 神社本庁 金比羅神社 南巨摩郡身延町中山 １３１８
1708 神社本庁 天王社 南巨摩郡身延町西嶋 ２５８８
1709 神社本庁 神明社 南巨摩郡身延町西嶋 ２２３３
1710 神社本庁 福原神社 南巨摩郡身延町福原 ４８２
1711 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町古長谷 １１４９
1712 神社本庁 熊野八王子神社 南巨摩郡身延町江尻窪 １３０９
1713 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町八日市場 ５３８
1714 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡身延町宮木 ７２９
1715 神社本庁 金山神社 南巨摩郡身延町宮木 １５１７
1716 神社本庁 伊勢神明宮 南巨摩郡身延町宮木 ３３４２
1717 神社本庁 子安神社 南巨摩郡身延町遅沢 １０５４
1718 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡身延町梨子 ７５６
1719 神社本庁 太神社 南巨摩郡身延町西嶋 ２７８６
1720 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町手打沢 ７６７
1721 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町下田原 １
1722 単立 念力教会 南巨摩郡身延町日向南沢 ７１６０
1723 真言宗醍醐派 大聖寺 南巨摩郡身延町八日市場 ５３９
1724 臨済宗妙心寺 薬王寺 南巨摩郡身延町中山 １１２
1725 臨済宗妙心寺 寶珠院 南巨摩郡身延町中山 １５
1726 臨済宗妙心寺 千光庵 南巨摩郡身延町遅沢 １１７２
1727 曹洞宗 日輪寺 南巨摩郡身延町江尻窪 ５９９
1728 曹洞宗 福寿院 南巨摩郡身延町矢細工 ３２
1729 曹洞宗 寶泉寺 南巨摩郡身延町夜子沢 ３８７６
1730 曹洞宗 青原院 南巨摩郡身延町西嶋 ５５１
1731 曹洞宗 大塩寺 南巨摩郡身延町大塩 １５０８
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1732 曹洞宗 栄寶寺 南巨摩郡身延町西嶋 １３２０
1733 曹洞宗 常嶽寺 南巨摩郡身延町古長谷 １１８３
1734 曹洞宗 広禅院 南巨摩郡身延町西嶋 ５０１
1735 曹洞宗 円通寺 南巨摩郡身延町宮木 ３２０８
1736 曹洞宗 向旭院 南巨摩郡身延町下田原 ２４６１
1737 日蓮宗 妙伝寺 南巨摩郡身延町大塩 ９３９
1738 日蓮宗 仙応寺 南巨摩郡身延町大塩 １４５９
1739 日蓮宗 法永寺 南巨摩郡身延町大塩 １９６８
1740 日蓮宗 薬王寺 南巨摩郡身延町大塩 １９９０
1741 日蓮宗 寂遠寺 南巨摩郡身延町久成 ３３０６
1742 日蓮宗 円妙寺 南巨摩郡身延町久成 ４８７３
1743 日蓮宗 妙光寺 南巨摩郡身延町手打沢 １４６６
1744 日蓮宗 妙光寺 南巨摩郡身延町平須 ５４３
1745 日蓮宗 長遠寺 南巨摩郡身延町平須 ２２４５
1746 日蓮宗 圓明寺 南巨摩郡身延町西嶋 １２５１
1747 日蓮宗 妙泉寺 南巨摩郡身延町矢細工 ７８９
1748 日蓮宗 来光寺 南巨摩郡身延町日向南沢 ７３５
1749 日蓮宗 妙沢寺 南巨摩郡身延町寺沢 ２３８４
1750 日蓮宗 正伝寺 南巨摩郡身延町切石 ７３８
1751 日蓮宗 善妙寺 南巨摩郡身延町切石 １６７
1752 日蓮宗 法向寺 南巨摩郡身延町夜子沢 ３７６８
1753 日蓮宗 円久寺 南巨摩郡身延町飯富 ２５５
1754 日蓮宗 永久寺 南巨摩郡身延町飯富 １２４８
1755 日蓮宗 本成寺 南巨摩郡身延町飯富 １４１７
1756 日蓮宗 妙蓮寺 南巨摩郡身延町八日市場 １９８１
1757 日蓮宗 円光寺 南巨摩郡身延町八日市場 ５１５
1758 日蓮宗 慈照寺 南巨摩郡身延町伊沼 ２５
1759 日蓮宗 蓮宗寺 南巨摩郡身延町宮木 １３５８
1760 日本基督教団 日本基督教団　峡南教会 南巨摩郡身延町切石 ５５４
1761 天理教 天理教神金分教会 南巨摩郡身延町西嶋 １２４２
1827 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町大城 ３１４
1828 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町相又 ３２０
1829 神社本庁 宮ノ花八幡神社 南巨摩郡身延町波木井 ２５９－１
1830 神社本庁 坂八幡神社 南巨摩郡身延町波木井 ２４８０
1831 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町梅平 ５７５
1832 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町粟倉 ７２３
1833 神社本庁 一宮賀茂神社 南巨摩郡身延町下山 ２６５１
1834 神社本庁 八王子神社 南巨摩郡身延町粟倉 １２６９
1835 神社本庁 北野天神社 南巨摩郡身延町下山 ２００１
1836 神社本庁 二宮下加茂神社 南巨摩郡身延町下山 ２５４５
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1837 神社本庁 三宮飯縄神社 南巨摩郡身延町下山 ５０３０
1838 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町下山 ７５６３
1839 神社本庁 境宮住吉神社 南巨摩郡身延町下山 ８５２７
1840 神社本庁 稲荷神社 南巨摩郡身延町下山 ８９０１
1841 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町光子沢 ６９６
1842 神社本庁 熊野神社 南巨摩郡身延町光子沢 １１１９
1843 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町小田船原 １３４８
1844 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡身延町小田船原 １５３３
1845 神社本庁 子神社 南巨摩郡身延町角打 ５７７
1846 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町角打 １２７８
1847 神社本庁 桜井神明社 南巨摩郡身延町丸滝 ８６８
1848 神社本庁 神明神社 南巨摩郡身延町丸滝 ７１８
1849 神社本庁 金山神社 南巨摩郡身延町和田 １７３９
1850 神社本庁 熊野大神社 南巨摩郡身延町和田 ２２２７
1851 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町樋の上 ８４
1852 神社本庁 伊勢神明神社 南巨摩郡身延町大島 １２４６
1853 神社本庁 春日神社 南巨摩郡身延町大島 １２４６
1854 神社本庁 廣田神社 南巨摩郡身延町大島 ４６１４
1855 神社本庁 八幡大神社 南巨摩郡身延町大島 ４９３３
1856 神社本庁 山神社 南巨摩郡身延町上八木沢 １８
1857 神社本庁 金刀比羅神社 南巨摩郡身延町上八木沢 ４７２
1858 神社本庁 天神社 南巨摩郡身延町上八木沢 ６３８－３
1859 神社本庁 十二天神社 南巨摩郡身延町下八木沢 ４３
1860 神社本庁 八幡大神社 南巨摩郡身延町帯金 １
1861 臨済宗妙心寺 南松院 南巨摩郡身延町下山 ３２２１
1862 臨済宗妙心寺 天倫寺 南巨摩郡身延町下山 １９５４
1863 臨済宗南禅寺 接心庵 南巨摩郡身延町和田 １６６１
1864 曹洞宗 長泉寺 南巨摩郡身延町下山 ５２３８
1865 曹洞宗 龍雲寺 南巨摩郡身延町下山 ４６１４
1866 曹洞宗 長谷寺 南巨摩郡身延町下山 ５５４５
1867 曹洞宗 観立寺 南巨摩郡身延町上八木沢 ９２４
1868 曹洞宗 静仙院 南巨摩郡身延町帯金 ５３６２
1869 日蓮宗 志摩坊 南巨摩郡身延町身延 ３５４３
1870 日蓮宗 大善坊 南巨摩郡身延町身延 ３５１３
1871 日蓮宗 積善坊 南巨摩郡身延町身延 ３９８９
1872 日蓮宗 山本坊 南巨摩郡身延町身延 ３５６０
1873 日蓮宗 蓮盛坊 南巨摩郡身延町身延 ３４６８
1874 日蓮宗 清水房 南巨摩郡身延町身延 ３６１６
1875 日蓮宗 竹之坊 南巨摩郡身延町身延 ３５６９
1876 日蓮宗 智寂坊 南巨摩郡身延町身延 ３５８２
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1877 日蓮宗 圓台坊 南巨摩郡身延町身延 ３５６５
1878 日蓮宗 大乗坊 南巨摩郡身延町身延 ３５０６
1879 日蓮宗 逕泉坊 南巨摩郡身延町身延 １
1880 日蓮宗 定林坊 南巨摩郡身延町身延 ３５７１
1881 日蓮宗 林蔵坊 南巨摩郡身延町身延 ３５８８
1882 日蓮宗 岸之坊 南巨摩郡身延町身延 ３５９１
1883 日蓮宗 樋澤坊 南巨摩郡身延町身延 ３６００
1884 日蓮宗 延寿坊 南巨摩郡身延町身延 ３３９２
1885 日蓮宗 武井坊 南巨摩郡身延町身延 ３５８３
1886 日蓮宗 本行坊 南巨摩郡身延町身延 ３６１０
1887 日蓮宗 覚林坊 南巨摩郡身延町身延 ３５１０
1888 日蓮宗 恵善坊 南巨摩郡身延町身延 ３５６８
1889 日蓮宗 身延山久遠寺 南巨摩郡身延町身延 ３５６７
1890 日蓮宗 北之坊 南巨摩郡身延町身延 ３５９５
1891 日蓮宗 大光坊 南巨摩郡身延町身延 ４２３３
1892 日蓮宗 麓坊 南巨摩郡身延町身延 ３６１７
1893 日蓮宗 窪之坊 南巨摩郡身延町身延 ３５３８
1894 日蓮宗 大林坊 南巨摩郡身延町身延 ３５０５
1895 日蓮宗 松井坊 南巨摩郡身延町身延 ３５６６
1896 日蓮宗 花之坊 南巨摩郡身延町身延 ４１７０
1897 日蓮宗 良円寺 南巨摩郡身延町大野 ８３９
1898 日蓮宗 妙石坊 南巨摩郡身延町身延 ４１８１
1899 日蓮宗 端場坊 南巨摩郡身延町身延 ３４９３
1900 日蓮宗 本遠寺 南巨摩郡身延町大野 ８３９
1901 日蓮宗 鏡円坊 南巨摩郡身延町梅平 ２７８０
1902 日蓮宗 円實寺 南巨摩郡身延町波木井 １１３２
1903 日蓮宗 南之坊 南巨摩郡身延町身延 ３５７４
1904 日蓮宗 妙泉寺 南巨摩郡身延町大島 ２１５６
1905 日蓮宗 感応寺 南巨摩郡身延町大島 ４３１７
1906 日蓮宗 山之坊 南巨摩郡身延町小田船原 ４３４
1907 日蓮宗 妙正寺 南巨摩郡身延町小田船原 １２４４
1908 日蓮宗 善行寺 南巨摩郡身延町小田船原 １８９３
1909 日蓮宗 本妙寺 南巨摩郡身延町門野 １０７９
1910 日蓮宗 唯勝寺 南巨摩郡身延町横根中 ３４３２
1911 日蓮宗 本成寺 南巨摩郡身延町大城 １２３０
1912 日蓮宗 妙覚寺 南巨摩郡身延町大城 ２３６
1913 日蓮宗 報恩寺 南巨摩郡身延町相又 １７２７
1914 日蓮宗 妙久寺 南巨摩郡身延町相又 １６１７
1915 日蓮宗 正慶寺 南巨摩郡身延町相又 ３８１４
1916 日蓮宗 光澤庵 南巨摩郡身延町光子沢 １３８１
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1917 日蓮宗 雲澤寺 南巨摩郡身延町清子 １５６５
1918 日蓮宗 円教坊 南巨摩郡身延町下山 ６９５５
1919 日蓮宗 常福寺 南巨摩郡身延町下山 ５３０２
1920 日蓮宗 上澤寺 南巨摩郡身延町下山 ２７９
1921 日蓮宗 本国寺 南巨摩郡身延町下山 ２２７１
1922 日蓮宗 蓮華寺 南巨摩郡身延町下山 ２４１６
1923 日蓮宗 妙見寺 南巨摩郡身延町下山 ４３２０
1924 日蓮宗 妙仙寺 南巨摩郡身延町大垈 ２５４
1925 日蓮宗 金龍寺 南巨摩郡身延町帯金 １９２０
1926 日蓮宗 妙経寺 南巨摩郡身延町帯金 １２１５
1927 日蓮宗 一円寺 南巨摩郡身延町粟倉 ６６０－１
1928 日蓮宗 正運坊 南巨摩郡身延町粟倉 ２０２９
1929 日蓮宗 宗光寺 南巨摩郡身延町粟倉 １２９８
1930 日蓮宗 妙法寺 南巨摩郡身延町丸滝 ３９１
1931 日蓮宗 平等寺 南巨摩郡身延町和田 ２３０２
1932 日蓮宗 了円坊 南巨摩郡身延町身延 １３８８
1933 日蓮宗 清兮寺 南巨摩郡身延町身延 ３５７３
1934 日蓮宗 實教寺 南巨摩郡身延町横根中 １６７７
1935 日蓮宗 蓮華寺 南巨摩郡身延町身延 ４１４４
1936 日蓮宗 長円坊 南巨摩郡身延町梅平 ２９４２
1937 日蓮宗 十如坊 南巨摩郡身延町身延 ４２２６－２８
1938 神社本庁 山王社 南巨摩郡南部町本郷 ５７０
1939 神社本庁 若宮八幡神社 南巨摩郡南部町本郷 １０３０－１
1940 神社本庁 山神社 南巨摩郡南部町塩沢 １４９０
1941 神社本庁 駒形神社 南巨摩郡南部町大和 １３４
1942 神社本庁 熊野神社 南巨摩郡南部町大和 ７５４
1943 神社本庁 中野神社 南巨摩郡南部町中野 ５００７
1944 神社本庁 新羅神社 南巨摩郡南部町南部 ８１１４
1945 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡南部町南部 ８９０９
1946 神社本庁 山城神社 南巨摩郡南部町南部 ５５７９
1947 神社本庁 皇大神社 南巨摩郡南部町内船 １２０３９
1948 神社本庁 皇大神社 南巨摩郡南部町内船 １１６６２
1949 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡南部町内船 ５１９７
1950 神社本庁 天神社 南巨摩郡南部町内船 １１５０７
1951 神社本庁 長田天神社 南巨摩郡南部町内船 ９９３３－１
1952 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町内船 ６８５９－１
1953 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町内船 ３９３５
1954 神社本庁 御岳神社 南巨摩郡南部町内船 ５３４９
1955 神社本庁 城山天神社 南巨摩郡南部町井出 ３３２
1956 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町井出 ５５８
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1957 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町井出 ２５８２－１
1958 神社本庁 若宮八幡神社 南巨摩郡南部町井出 １２８６
1959 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町下佐野 ５４８
1960 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町下佐野 １７７－２
1961 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町上佐野 ３２４
1962 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町十島 １８６８
1963 単立 宝生教 南巨摩郡南部町内船 ５３５９－１
1964 臨済宗妙心寺 常安寺 南巨摩郡南部町内船 ５６４４
1965 臨済宗妙心寺 円蔵院 南巨摩郡南部町南部 ７５７６
1966 臨済宗妙心寺 浄光寺 南巨摩郡南部町南部 ８８４３
1967 臨済宗妙心寺 慈眼寺 南巨摩郡南部町中野 ４０６３
1968 臨済宗妙心寺 松岳院 南巨摩郡南部町中野 １６３９
1969 日蓮宗 内船寺 南巨摩郡南部町内船 ３５９９
1970 日蓮宗 実成寺 南巨摩郡南部町南部 ５８１２
1971 日蓮宗 妙浄寺 南巨摩郡南部町南部 ８１２２
1972 日蓮宗 経王寺 南巨摩郡南部町井出 １５１１
1973 日蓮宗 源立寺 南巨摩郡南部町井出 ２５８７
1974 日蓮宗 佛成寺 南巨摩郡南部町成島 ３０６５
1975 日蓮宗 妙高寺 南巨摩郡南部町成島 １３７
1976 日蓮宗 蓮性寺 南巨摩郡南部町塩沢 １４８９
1977 日蓮宗 浄泉寺 南巨摩郡南部町十島 ２５
1978 日蓮宗 妙久寺 南巨摩郡南部町中野 ２３１２
1979 日蓮宗 萬福寺 南巨摩郡南部町大和 １５６４
1980 日蓮宗 円応寺 南巨摩郡南部町上佐野 ３６８
1981 日蓮宗 本郷寺 南巨摩郡南部町本郷 ４２７４
1982 天理教 天理教上富士川分教会 南巨摩郡南部町南部 ８６７０－１
1983 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡南部町万沢 ３５１７
1984 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町福士 １８３３０
1985 神社本庁 池大神社 南巨摩郡南部町福士 ２０７００
1986 神社本庁 八幡一宮諏訪神社 南巨摩郡南部町福士 ２１４６
1987 神社本庁 八雲神社 南巨摩郡南部町福士 ５６３２
1988 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡南部町楮根 ２３０８
1989 臨済宗妙心寺 観智院 南巨摩郡南部町福士 ５５５０
1990 臨済宗妙心寺 徳間寺 南巨摩郡南部町福士 １６７３８
1991 臨済宗妙心寺 福寿院 南巨摩郡南部町福士 ４４９７
1992 臨済宗妙心寺 最恩寺 南巨摩郡南部町福士 ２３５０２
1993 臨済宗妙心寺 修善寺 南巨摩郡南部町福士 ２０２２
1994 臨済宗妙心寺 龍徳寺 南巨摩郡南部町福士 ９１５５
1995 臨済宗妙心寺 廣福寺 南巨摩郡南部町万沢 ３５３４
1996 日蓮宗 本光寺 南巨摩郡南部町万沢 ３５１８
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1997 日蓮宗 一乗寺 南巨摩郡南部町万沢 １６５３８
1998 日蓮宗 妙泉寺 南巨摩郡南部町万沢 １２０３４
1999 日蓮宗 顕本寺 南巨摩郡南部町万沢 ３９２６
2000 日蓮宗 弘圓寺 南巨摩郡南部町福士 ３９７７
2001 日蓮宗 妙法寺 南巨摩郡南部町福士 １０１７０
2002 日蓮宗 聴法寺 南巨摩郡南部町楮根 ４３９６
2003 日蓮宗 正行寺 南巨摩郡南部町楮根 ３７１
2004 天理教 天理教南巨摩分教会 南巨摩郡南部町福士 １６４４６－１
1587 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町高下 ２１５０
1588 神社本庁 鈴鹿神社 南巨摩郡富士川町高下 ３４１３
1589 神社本庁 皇大神社 南巨摩郡富士川町高下 ４４０
1590 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡富士川町高下 ４２５６
1591 神社本庁 七尾神社 南巨摩郡富士川町小室 ５５０４
1592 神社本庁 七尾神社 南巨摩郡富士川町小室 ５０８７
1593 神社本庁 山神社 南巨摩郡富士川町小室 ５３０７
1594 神社本庁 松尾神社 南巨摩郡富士川町小室 ４５２２
1595 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町小室 ４６７２
1596 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡富士川町小室 １１５７
1597 神社本庁 熊野神社 南巨摩郡富士川町小室 １７２３
1598 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町小室 ２７４４
1599 神社本庁 春日神社 南巨摩郡富士川町小室 ５８１３
1600 神社本庁 神明社 南巨摩郡富士川町最勝寺 １５８７
1601 神社本庁 飛川神社 南巨摩郡富士川町最勝寺 ６４２
1602 神社本庁 熊野神社 南巨摩郡富士川町舂米 １
1603 神社本庁 稲荷神社 南巨摩郡富士川町大久保 ４３６
1604 神社本庁 天神中条天満宮 南巨摩郡富士川町天神中條 ５５２
1605 神社本庁 白山神社 南巨摩郡富士川町大椚 ２５７
1606 神社本庁 稲荷神社 南巨摩郡富士川町小林 １６７５
1607 神社本庁 若宮八幡神社 南巨摩郡富士川町小林 １７７６
1608 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡富士川町小林 ２２４７
1609 神社本庁 長澤若宮八幡神社 南巨摩郡富士川町長沢 ９１７
1610 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町長沢 １８６４
1611 神社本庁 氷室神社 南巨摩郡富士川町平林 ３３３４
1612 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町平林 ７６２
1613 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡富士川町青柳町 １２４
1614 高野山真言宗 最勝寺 南巨摩郡富士川町最勝寺 ２０１６
1615 真言宗智山派 明王寺 南巨摩郡富士川町舂米 ２
1616 曹洞宗 南明寺 南巨摩郡富士川町小林 ２２４７
1617 日蓮宗 本浄寺 南巨摩郡富士川町最勝寺 ９１９
1618 日蓮宗 妙性寺 南巨摩郡富士川町最勝寺 １６２６ー１
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1619 日蓮宗 幸栖寺 南巨摩郡富士川町天神中條 ７６８
1620 日蓮宗 真浄寺 南巨摩郡富士川町天神中條 ４４１
1621 日蓮宗 法界寺 南巨摩郡富士川町長沢 ３１
1622 日蓮宗 善住寺 南巨摩郡富士川町長沢 ３３１
1623 日蓮宗 上行寺 南巨摩郡富士川町長沢 ２２５６
1624 日蓮宗 善国寺 南巨摩郡富士川町長沢 ６０７
1625 日蓮宗 寶林寺 南巨摩郡富士川町舂米 １３４１
1626 日蓮宗 妙善寺 南巨摩郡富士川町大椚 ８３
1627 日蓮宗 盛善寺 南巨摩郡富士川町大椚 ２６２
1628 日蓮宗 法長寺 南巨摩郡富士川町青柳町 ２３２
1629 日蓮宗 昌福寺 南巨摩郡富士川町青柳町 ４８３
1630 日蓮宗 青柳寺 南巨摩郡富士川町青柳町 ３６７
1631 日蓮宗 法久寺 南巨摩郡富士川町青柳町 １７８
1632 日蓮宗 妙諸寺 南巨摩郡富士川町小林 １８１５
1633 日蓮宗 法壽寺 南巨摩郡富士川町小林 ８７５
1634 日蓮宗 延寿寺 南巨摩郡富士川町高下 ７８９
1635 日蓮宗 妙楽寺 南巨摩郡富士川町高下 ７１２
1636 日蓮宗 妙林寺 南巨摩郡富士川町高下 ２３２５
1637 日蓮宗 妙祐寺 南巨摩郡富士川町高下 ２０９２
1638 日蓮宗 仙妙坊 南巨摩郡富士川町高下 ２４０９
1639 日蓮宗 玉全寺 南巨摩郡富士川町小室 ７６７
1640 日蓮宗 懸腰寺 南巨摩郡富士川町小室 ７０７
1641 日蓮宗 玄浄院 南巨摩郡富士川町小室 ３１５３
1642 日蓮宗 妙法寺 南巨摩郡富士川町小室 ３０６３
1643 日蓮宗 久成院 南巨摩郡富士川町小室 ２６０９
1644 日蓮宗 隆運寺 南巨摩郡富士川町平林 ２３２
1645 日蓮宗 長命寺 南巨摩郡富士川町平林 ２２３３
1646 日蓮宗 徳林寺 南巨摩郡富士川町平林 １９９０
1647 日蓮宗 徳楽寺 南巨摩郡富士川町平林 ３１６３
1648 日蓮宗 妙題寺 南巨摩郡富士川町平林 ２４１１
1649 日蓮宗 常泉寺 南巨摩郡富士川町大久保 ３７７
1650 日蓮正宗 白蓮寺 南巨摩郡富士川町最勝寺 １７９０
1651 日本基督教団 日本基督教団巨摩教会 南巨摩郡富士川町青柳町 １６７
1652 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ７１１４
1653 神社本庁 八幡神社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ２３２９
1654 神社本庁 鈴鹿神社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ６３９８
1655 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ４３０６
1656 神社本庁 出世稲荷神社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ２２５５
1657 神社本庁 神明社 南巨摩郡富士川町鰍沢 ４９０８
1658 神社本庁 十五所神社 南巨摩郡富士川町長知沢 １
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1659 神社本庁 日吉山王神社 南巨摩郡富士川町十谷 ２７６２
1660 神社本庁 鈴鹿神社 南巨摩郡富士川町十谷 ４１７
1661 神社本庁 天神社 南巨摩郡富士川町箱原 ５９３
1662 神社本庁 浅間神社 南巨摩郡富士川町箱原 ９７９
1663 神社本庁 神明社 南巨摩郡富士川町鳥屋 ３３７
1664 神社本庁 吹上天神社 南巨摩郡富士川町鳥屋 １５１８
1665 神社本庁 諏訪神社 南巨摩郡富士川町鳥屋 ８７７
1666 神社本庁 鈴鹿神社 南巨摩郡富士川町柳川 １３９０
1667 神社本庁 鹿島神社 南巨摩郡富士川町鹿島 ２５６
1668 曹洞宗 久真院 南巨摩郡富士川町十谷 ３８７
1669 日蓮宗 蓮久寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ２２１３
1670 日蓮宗 妙台寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ２３８４
1671 日蓮宗 経王寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 １１６３
1672 日蓮宗 感応寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ３３２９
1673 日蓮宗 寂光寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ３５３５
1674 日蓮宗 妙成寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ４３０７
1675 日蓮宗 蓮華寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ２３２１
1676 日蓮宗 妙長寺 南巨摩郡富士川町十谷 ３８３
1677 日蓮宗 本能寺 南巨摩郡富士川町箱原 ２１６
1678 日蓮宗 永立寺 南巨摩郡富士川町鳥屋 ４５７
1679 日蓮宗 柳川寺 南巨摩郡富士川町柳川 １３５４
1680 日蓮宗 円応寺 南巨摩郡富士川町鹿島 ２６０
1681 日蓮宗 妙森寺 南巨摩郡富士川町長知沢 １９４
1682 日蓮宗 妙現寺 南巨摩郡富士川町鰍沢 ５２７４
2106 神社本庁 天白神社 中巨摩郡昭和町紙漉阿原 １４８７
2107 神社本庁 八幡大神社 中巨摩郡昭和町押越 １８９
2108 神社本庁 熊野神社 中巨摩郡昭和町河東中島 １４８１
2109 神社本庁 諏訪大神社 中巨摩郡昭和町清水新居 １４８
2110 神社本庁 熊野神社 中巨摩郡昭和町上河東 １７１
2111 神社本庁 熊野神社 中巨摩郡昭和町飯喰 ９２２
2112 神社本庁 諏訪神社 中巨摩郡昭和町河西 ９７８
2113 神社本庁 若宮八幡神社 中巨摩郡昭和町西条 ４１６１
2114 神社本庁 義清神社 中巨摩郡昭和町西条 ４２６５
2115 神社本庁 御崎大神社 中巨摩郡昭和町築地新居 ６０３
2116 浄土宗 浄慶寺 中巨摩郡昭和町西条 ４２４６
2117 浄土宗 清心寺 中巨摩郡昭和町清水新居 ５１２
2118 浄土宗 源光寺 中巨摩郡昭和町築地新居 ２１８１
2119 浄土真宗本願 本誓寺 中巨摩郡昭和町紙漉阿原 １８６９
2120 臨済宗妙心寺 香積寺 中巨摩郡昭和町築地新居 ６１５
2121 曹洞宗 寿楽寺 中巨摩郡昭和町西条 ４２３２
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2122 曹洞宗 増泉寺 中巨摩郡昭和町西条 ４２９６
2123 曹洞宗 浄安寺 中巨摩郡昭和町飯喰 １５３２－３
2124 曹洞宗 西方寺 中巨摩郡昭和町飯喰 ９８３
2125 曹洞宗 興禅寺 中巨摩郡昭和町河東中島 ２４７
2126 曹洞宗 浅間寺 中巨摩郡昭和町河東中島 ２０３２
2127 曹洞宗 長禅寺 中巨摩郡昭和町押越 ４４７
2128 曹洞宗 長泉院 中巨摩郡昭和町清水新居 ５３８
2129 日蓮宗 妙福寺 中巨摩郡昭和町上河東 ３８３
2130 日蓮宗 大圓寺 中巨摩郡昭和町上河東 ３９５
2131 日蓮宗 蓮華寺 中巨摩郡昭和町築地新居 ６１３
2132 日蓮宗 法界寺 中巨摩郡昭和町河西 ７３８
2133 日蓮宗 泉應寺 中巨摩郡昭和町紙漉阿原 １６６９
2134 日蓮宗 妙源寺 中巨摩郡昭和町西条 ４１５７
2135 日蓮宗 正法寺 中巨摩郡昭和町押越 ２１６５
2136 日蓮宗 佛乗寺 中巨摩郡昭和町河東中島 １８８６
2137 日蓮宗 妙全寺 中巨摩郡昭和町清水新居 ５７５
2138 日蓮宗 本妙寺 中巨摩郡昭和町押越 ８５０
2139 日蓮宗 浄心寺 中巨摩郡昭和町築地新居 ６０８
2140 天理教 天理教丹山分教会 中巨摩郡昭和町飯喰 ９０４
2668 神社本庁 熊野神社 南都留郡道志村 １５８３
2669 神社本庁 大室神社 南都留郡道志村 ２５９９
2670 神社本庁 大室神社 南都留郡道志村 ３３４９
2671 神社本庁 金山太神社 南都留郡道志村 ４２２９
2672 神社本庁 神明神社 南都留郡道志村 ４５２８
2673 神社本庁 大室八幡神社 南都留郡道志村 ５７２４
2674 神社本庁 熊野八幡神社 南都留郡道志村 ８３５６
2675 神社本庁 子之神社 南都留郡道志村 ９６２６
2676 神社本庁 津島神社 南都留郡道志村 １０５１８
2677 曹洞宗 円福寺 南都留郡道志村 ２３５５
2678 曹洞宗 永見寺 南都留郡道志村 ８３４７
2679 神社本庁 諏訪八幡神社 南都留郡西桂町小沼 １６１３
2680 神社本庁 浅間神社 南都留郡西桂町小沼 ２７９７
2681 神社本庁 浅間諏訪神社 南都留郡西桂町下暮地 １１６５
2682 神社本庁 山祇神社 南都留郡西桂町下暮地 １８８４
2683 神社本庁 厄神社 南都留郡西桂町倉見 １８６
2684 神社本庁 白山神社 南都留郡西桂町倉見 １０２９
2685 真如苑 一乗院 南都留郡西桂町小沼 ２３２
2686 浄土真宗本願 福善寺 南都留郡西桂町小沼 １９９０
2687 臨済宗妙心寺 松寿庵 南都留郡西桂町小沼 １５３４
2688 臨済宗妙心寺 一乗寺 南都留郡西桂町小沼 １９９７
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2689 曹洞宗 長得院 南都留郡西桂町小沼 １４７０
2690 曹洞宗 佛眼寺 南都留郡西桂町下暮地 ７４３
2691 曹洞宗 寶養寺 南都留郡西桂町倉見 ９５４
2692 神社本庁 浅間神社 南都留郡忍野村忍草 ４５６
2693 神社本庁 浅間神社 南都留郡忍野村内野 １
2694 神社本庁 八幡社 南都留郡忍野村内野 ３
2695 神社本庁 天狗社 南都留郡忍野村内野 ３８１－１
2696 天台宗 東圓寺 南都留郡忍野村忍草 ３８
2697 臨済宗妙心寺 承天寺 南都留郡忍野村内野 １９２
2698 神社本庁 浅間神社 南都留郡山中湖村山中 １１
2699 神社本庁 諏訪神社 南都留郡山中湖村山中 １３
2700 神社本庁 天神社 南都留郡山中湖村平野 １８７７
2701 神社本庁 石割神社 南都留郡山中湖村平野 １９７９
2702 神社本庁 天神社 南都留郡山中湖村平野 ２４３６
2703 単立 神国神社 南都留郡山中湖村山中 ８６５－３７１
2704 臨済宗妙心寺 寿徳寺 南都留郡山中湖村平野 １４７
2705 天理教 天理教温永分教会 南都留郡山中湖村山中 ２４８－１
2738 神社本庁 八幡神社 南都留郡鳴沢村 ３３２３
2739 神社本庁 魔王天神社 南都留郡鳴沢村 ７９３２
2740 神社本庁 春日神社 南都留郡鳴沢村 ８０７３
2741 臨済宗妙心寺 通玄寺 南都留郡鳴沢村 ２５１
2742 天理教 天理教明成分教会 南都留郡鳴沢村 １８６７
1373 神社本庁 山神社 南都留郡富士河口湖町本栖 ３７２
1374 神社本庁 諏訪神社 南都留郡富士河口湖町精進 ８４
1377 天台宗 聖徳寺 南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺 ３００－２
1381 曹洞宗 江岸寺 南都留郡富士河口湖町本栖 ３１８
1382 曹洞宗 竜泉寺 南都留郡富士河口湖町精進 ８４
2706 神社本庁 うの嶋神社 南都留郡富士河口湖町大石 ２５８４
2707 神社本庁 浅間神社 南都留郡富士河口湖町河口 １
2708 神社本庁 筒口神社 南都留郡富士河口湖町船津 ５
2709 神社本庁 天神社 南都留郡富士河口湖町船津 １５４
2710 神社本庁 太神社 南都留郡富士河口湖町船津 １９８－１
2711 神社本庁 八王子神社 南都留郡富士河口湖町船津 ４０１３
2712 神社本庁 無戸室浅間神社 南都留郡富士河口湖町船津 ６６０３
2713 神社本庁 天上山護国神社 南都留郡富士河口湖町船津 ４２１３
2714 神社本庁 浅間日月神社 南都留郡富士河口湖町大石 ２６８
2715 神社本庁 白山神社 南都留郡富士河口湖町浅川 １０３９
2716 神社本庁 三魂交通神社 南都留郡富士河口湖町浅川 １０８１－１
2717 神社本庁 金山神社 南都留郡富士河口湖町小立 １５２６
2718 神社本庁 諏訪神社 南都留郡富士河口湖町小立 ２０４０
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2719 単立 太成殿本宮 南都留郡富士河口湖町大石 ２８２４－１
2720 臨済宗妙心寺 善応寺 南都留郡富士河口湖町河口 １６０
2721 臨済宗妙心寺 海蔵寺 南都留郡富士河口湖町大石 １２２０
2722 臨済宗妙心寺 桂久寺 南都留郡富士河口湖町河口 １２９０
2723 臨済宗妙心寺 円通寺 南都留郡富士河口湖町船津 ３９３２
2724 法華宗（本門 常在寺 南都留郡富士河口湖町小立 １３９
2725 法華宗（本門 妙法寺 南都留郡富士河口湖町小立 ６９２
2726 生長の家 生長の家富士河口湖練成道場 南都留郡富士河口湖町船津 ５０８８
2727 神社本庁 八王子神社 南都留郡富士河口湖町勝山 ９３８
2728 神社本庁 冨士御室浅間神社 南都留郡富士河口湖町勝山富士山２合目 ３９５３
2729 法華宗（本門 妙本寺 南都留郡富士河口湖町勝山 ６０９
2730 神社本庁 金毘羅神社 南都留郡富士河口湖町長浜 ４２８
2731 神社本庁 貴船神社 南都留郡富士河口湖町長浜 １２０４
2732 神社本庁 薬明神社 南都留郡富士河口湖町西湖 ２９５
2733 神社本庁 薬明神社 南都留郡富士河口湖町西湖 １６２３
2734 神社本庁 浅海神社 南都留郡富士河口湖町西湖 ２０６８
2735 神社本庁 天神社 南都留郡富士河口湖町大嵐 ７１
2736 臨済宗妙心寺 東光寺 南都留郡富士河口湖町長浜 ６２５
2737 日蓮宗 蓮華寺 南都留郡富士河口湖町大嵐 ６
2860 神社本庁 御鷹神社 北都留郡小菅村長作 ６１
2861 神社本庁 熊野神社 北都留郡小菅村 １３８９
2862 神社本庁 作之宮神社 北都留郡小菅村 １８０９
2863 神社本庁 御嶽神社 北都留郡小菅村 ２３３９
2864 神社本庁 小森神社 北都留郡小菅村 ２６６３
2865 神社本庁 御嶽神社 北都留郡小菅村 ３１６５
2866 神社本庁 山沢神社 北都留郡小菅村 ３５９２
2867 神社本庁 箭弓神社 北都留郡小菅村 ４６４１
2868 神社本庁 八幡神社 北都留郡小菅村 ５０７１
2869 神社本庁 熊野神社 北都留郡小菅村 ５２０３
2870 臨済宗建長寺 宝生寺 北都留郡小菅村 ６０７１
2871 単立 長作観世音礼拝所 北都留郡小菅村 ４２６
2872 神社本庁 川上神社 北都留郡丹波山村 ４７６
2873 神社本庁 船井社 北都留郡丹波山村 ８０３
2874 神社本庁 大六天神社 北都留郡丹波山村 １１８２
2875 神社本庁 子之神社 北都留郡丹波山村 １８５５
2876 神社本庁 熊野神社 北都留郡丹波山村 ２７７１
2877 神社本庁 春日神社 北都留郡丹波山村 ３３６２
2878 神社本庁 加茂神社 北都留郡丹波山村 ４９９９
2879 真言宗智山派 法興寺 北都留郡丹波山村 ３４７４
2880 真言宗智山派 宝蔵寺 北都留郡丹波山村 ２５０９
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2881 臨済宗建長寺 福壽寺 北都留郡丹波山村 ４９２３－６


