
番号 名称 よみかた 番号 名称 よみかた
1 愛内 あいうち 51 伊瀬崎十三里 いせざきじゅうさんり

2 愛海 あいかい 52 伊瀬田 いせだ

3 あいさい あいさい 53 伊瀬戸三 いせとみ

4 愛西 あいさい 54 いせはな いせはな

5 愛岬 あいさき 55 イセハナ いせはな

6 愛崎 あいざき 56 伊瀬岬 いせはな

7 愛岬 あいざき 57 いせみ いせみ

8 愛西 あいせい 58 伊瀬三 いせみ

9 愛岬 あいとう 59 伊瀬美 いせみ

10 愛西 あいにし 60 伊瀬味 いせみ

11 愛風 あいふう 61 井勢美 いせみ

12 愛美 あいみ 62 伊瀬岬 いせみさき

13 愛緑 あいりょく 63 一の瀬 いちのせ

14 愛和 あいわ 64 伊戸方 いとかた

15 あおぞら あおぞら 65 いとさき いとさき

16 青海 あおみ 66 伊戸崎 いとさき

17 あかり あかり 67 伊戸崎 いとざき

18 明里 あかり 68 いとみ いとみ

19 明輝海 あきうみ 69 伊戸三 いとみ

20 愛海 あきみ 70 伊戸美 いとみ

21 あげは あげは 71 一戸三 いとみ

22 あけぼの あけぼの 72 伊予 いよ

23 あけみ あけみ 73 伊予崎 いよざき

24 アメリカ あめりか 74 伊予佐田 いよさた

25 伊 い 75 伊予瀬戸 いよせと

26 いかさき いかさき 76 伊予橘 いよたちばな

27 いかせざき いかせざき 77 伊予みかん いよみかん

28 いかた いかた 78 いろは いろは

29 イカタ いかた 79 宇伊 うい

30 伊方 いかた 80 宇瀬 うせ

31 伊方宇和海 いかたうわかい 81 宇瀬海 うせうみ

32 伊方瀬崎 いかたせさき 82 海原 うなばら

33 伊方せとちょうみさき いかたせとちょうみさき 83 宇ノ瀬 うのせ

34 伊方長 いかたながい 84 海 うみ

35 伊方三戸 いかたみと 85 うみざわ うみざわ

36 伊三瀬 いかみさきせと 86 海の町 うみのまち

37 池袋 いけぶくろ 87 海山 うみやま

38 伊崎 いさき 88 宇和内 うわうち

39 伊咲見 いさみ 89 宇和海 うわかい

40 伊西 いせい 90 宇和岬 うわさき

41 伊瀬崎 いせき 91 宇和岬 うわみさき

42 伊瀬佐 いせさ 92 栄華 えいか

43 いせさき いせさき 93 栄優 えいゆう

44 伊瀬崎 いせさき 94 愛崎 えさき

45 伊瀬岬 いせさき 95 愛波 えなみ

46 いせざき いせざき 96 愛西 えにし

47 いせ崎 いせざき 97 エネルギー えねるぎー

48 伊せざき いせざき 98 えひめ えひめ

49 伊瀬崎 いせざき 99 愛媛 えひめ

50 伊瀬岬 いせざき 100 愛ひめ南 えひめみなみ



番号 名称 よみかた 番号 名称 よみかた
101 エレキ えれき 151 協力 きょうりょく

102 大佐田 おおさだ 152 清見 きよみ

103 大瀬戸 おおせと 153 輝来 きら

104 穏輝 おき 154 きら海 きらうみ

105 海光 かいこう 155 きらきら きらきら

106 海山 かいざん 156 きらきら町 きらきらまち

107 海青 かいせい 157 きらら きらら

108 海瀬崎 かいせき 158 希楽々 きらら

109 海南 かいなん 159 煌良 きらら

110 海風 かいふう 160 きらり きらり

111 海望 かいぼう 161 キラリ きらり

112 海里 かいり 162 燈 きらり

113 香流 かおる 163 きれい きれい

114 輝海 かがみ 164 くもちゃう くもちゃう

115 風海 かざうみ 165 九里 くり

116 風車 かざぐるま 166 紅 くれない

117 風車の弥七 かざぐるまのやひち 167 黒しお くろしお

118 風里 かざさと 168 元気 げんき

119 かざなみ かざなみ 169 原発 げんぱつ

120 風波 かざなみ 170 光海崎 こうかいざき

121 風音 かざね 171 彩海 さいかい

122 風野 かざの 172 最高 さいこう

123 風花 かざはな 173 西港 さいこう

124 風岬 かざはな 174 最西 さいせい

125 風燈 かざひ 175 佐伊瀬三 さいせみ

126 風町 かざまち 176 西和 さいわ

127 風海 かざみ 177 佐伯 さえき

128 風見 かざみ 178 佐方 さかた

129 風美 かざみ 179 さくら さくら

130 風岬 かざみ 180 ささき ささき

131 風緑 かざみどり 181 さざ波 さざなみ

132 風 かぜ 182 佐田 さた

133 かせき かせき 183 さだ さだ

134 風島 かぜしま 184 さ田 さだ

135 風のメロディー かぜのめろでぃー 185 佐田 さだ

136 風早 かぜはや 186 佐田海 さだうみ

137 風吹 かぜふき 187 佐田の岬 さだのみさき

138 風崎 かぜみさき 188 佐田岬 さだのみさき

139 風岬 かぜみさき 189 佐田光 さだひかり

140 方瀬崎 かたせさき 190 佐田三 さだみ

141 方戸崎 かたとさき 191 佐田美 さだみ

142 方戸三 かたとみ 192 佐田岬 さだみ

143 合体 がったい 193 佐多岬 さたみさき

144 カナリア かなりあ 194 佐田岬 さたみさき

145 風音 かのん 195 佐多岬市 さたみさきし

146 海美山 かみやま 196 さだみさき さだみさき

147 亀三崎 かめみざき 197 さだ三さき さだみさき

148 柑島 かんじま 198 さだ三崎 さだみさき

149 橘海 きかい 199 さだ岬 さだみさき

150 希未 きみ 200 さ田みさき さだみさき



番号 名称 よみかた 番号 名称 よみかた
201 佐田みさき さだみさき 251 せいい せいい

202 佐田崎 さだみさき 252 清海 せいかい

203 佐田三崎 さだみさき 253 西海 せいかい

204 佐田三岬 さだみさき 254 青海 せいかい

205 佐田岬 さだみさき 255 せいき せいき

206 佐田岬町 さだみさきまち 256 西輝 せいき

207 さだみさき力生 さだみさきりきお 257 瀬伊崎 せいざき

208 さなぎ さなぎ 258 西端 せいたん

209 さん さん 259 瀬南 せいなん

210 サン さん 260 西南 せいなん

211 三 さん 261 星風 せいふう

212 賛 さん 262 青風 せいふう

213 三愛 さんあい 263 清風蕗 せいふうぶき

214 三伊瀬 さんいせ 264 せいみ せいみ

215 三栄 さんえい 265 瀬伊三 せいみ

216 三合 さんごう 266 西予 せいよ

217 三国 さんごく 267 西和 せいわ

218 三瀬伊 さんせい 268 世界 せかい

219 しあわせ しあわせ 269 ぜっこう ぜっこう

220 しおかぜ しおかぜ 270 せと せと

221 潮風 しおかぜ 271 瀬戸 せと

222 しお風山 しおかぜさん 272 せといかみさ せといかみさ

223 潮崎 しおざき 273 瀬戸内 せとうち

224 潮岬 しおざき 274 せとしお せとしお

225 潮路 しおじ 275 瀬戸岬 せとはな

226 しおなし しおなし 276 瀬戸三 せとみ

227 しおなみ しおなみ 277 せとみさき せとみさき

228 潮見岬 しおみみさき 278 瀬戸美崎 せとみさき

229 四国瀬戸内 しこくせとうち 279 瀬三伊 せみい

230 しこくにし しこくにし 280 微風 そよかぜ

231 自然 しぜん 281 空の町 そらのまち

232 自然みかん しぜんみかん 282 大海 だいかい

233 十三里 じゅうさんり 283 第三 だいさん

234 新 しん 284 太瀬 たいせ

235 しんあい しんあい 285 ダイヤ だいや

236 新伊方 しんいかた 286 太陽 たいよう

237 真伊方 しんいかた 287 多鎖是 たさせ

238 新伊瀬崎 しんいせさき 288 たちばな たちばな

239 新開 しんかい 289 橘 たちばな

240 神守 しんしゅ 290 たとき たとき

241 新心 しんしん 291 だんだん だんだん

242 人心 じんしん 292 蝶 ちょう

243 新美 しんび 293 チワワさび ちわわさび

244 新風 しんぷう 294 つわぶき つわぶき

245 新岬 しんみさき 295 天狗 てんぐ

246 心優 しんゆう 296 電風崎 でんぷうさき

247 新緑 しんろく 297 でん力 でんりょく

248 すずかぜ すずかぜ 298 デンリョクノマチ デンリョクノマチ

249 すず風 すずかぜ 299 戸方三 とかたみ

250 西愛 せいあい 300 戸越 とごし



番号 名称 よみかた 番号 名称 よみかた
301 とったん とったん 351 一二三 ひふみ

302 戸三伊 とみい 352 燈風海 ひふみ

303 十三里 とみさと 353 ひまわり ひまわり

304 巴栄 ともえ 354 愛端 ひめたん

305 友だち ともだち 355 媛西 ひめにし

306 とよのうら とよのうら 356 媛岬 ひめはな

307 豊蜜 とよみ 357 媛岬 ひめみさき

308 豊緑 とよりょく 358 広海 ひろみ

309 仲海 なかみ 359 風愛 ふうあい

310 なかよし なかよし 360 風香 ふうか

311 渚 なぎさ 361 風海 ふうかい

312 南西 なんせい 362 風原 ふうげん

313 南予 なんよ 363 風光 ふうこう

314 南陽 なんよう 364 風光岬 ふうこうみさき

315 二海 にかい 365 風山 ぷうさん

316 にぎやか にぎやか 366 風車 ふうしゃ

317 二ケ にけ 367 風車七 ふうしゃななつ

318 西伊予 にしいよ 368 風電 ふうでん

319 にしうわ にしうわ 369 風灯 ふうとう

320 西宇和 にしうわ 370 風海 ふうみ

321 西えひめ にしえひめ 371 風明 ふうめい

322 西愛媛 にしえひめ 372 風路 ふうろ

323 西方 にしかた 373 ふれあい ふれあい

324 西桜町 にしさくらまち 374 ふれ合い ふれあい

325 西佐田 にしさだ 375 豊成 ほうせい

326 西瀬戸 にしせと 376 方戸崎 ほうとざき

327 西岬 にしはな 377 豊予 ほうよ

328 西岬 にしばな 378 豊予新 ほうよしん

329 日本一細長岬 にっぽんいちさいちょうみさき 379 星之 ほしの

330 日本一のっぽ岬 にっぽんいちのっぽみさき 380 細長 ほそなが

331 波光羽 はこう 381 方戸三 ほとみ

332 花 はな 382 学 まなぶ

333 岬 はな 383 愛海 まなみ

334 岬町 はなまち 384 愛山 まなやま

335 華海 はなみ 385 満天 まんてん

336 岬海 はなみ 386 三伊瀬 みいせ

337 岬盛 はなもり 387 三伊戸 みいと

338 疾風 はやて 388 美海 みうみ

339 春風 はるかぜ 389 美海 みかい

340 晴海 はれうみ 390 未海 みかい

341 晴橘 はれたちばな 391 美海山 みかいざん

342 はんとう はんとう 392 美風 みかせ

343 半とう はんとう 393 海風 みかぜ

344 半島 はんとう 394 みかん みかん

345 ひかり ひかり 395 ミカン みかん

346 ヒカリ ひかり 396 三暖 みかん

347 光 ひかり 397 蜜柑 みかん

348 飛翔 ひしょう 398 三輝 みき

349 ピッカピカ ピッカピカ 399 御西予 みさいよ

350 日向 ひなた 400 三瀬方 みさかた



番号 名称 よみかた 番号 名称 よみかた
401 みさかと みさかと 451 メロディー めろでぃー

402 みさき みさき 452 メロディー海山 めろでぃーうみやま

403 三咲 みさき 453 メロディーライン めろでぃーらいん

404 三崎 みさき 454 もんしろ もんしろ

405 三岬 みさき 455 山海密 やまうみ

406 美崎 みさき 456 山ね やまね

407 美岬 みさき 457 山見 やまみ

408 岬 みさき 458 唯弥 ゆいみ

409 岬漁田 みさきぎょたん 459 友愛 ゆうあい

410 三崎瀬戸伊方 みさきせといかた 460 夕映 ゆうばえ

411 三里 みさと 461 優美 ゆうび

412 美里 みさと 462 ゆめみ ゆめみ

413 水輝 みずき 463 夢見 ゆめみ

414 三瀬 みせ 464 夢岬 ゆめみさき

415 みせい みせい 465 夢岬町 ゆめみさきまち

416 三せい みせい 466 緑囲 りょくい

417 三瀬伊 みせい 467 緑豊 りょくとよ

418 三瀬方 みせかた 468 緑豊 りょくほう

419 三瀬崎 みせさき 469 緑海 りょっかい

420 み空 みそら 470 緑音 ろくね

421 三津水龍 みつすいりゅう 471 和加伊 わかい

422 三つ星町 みつぼしまち 472 わくわく わくわく

423 みつみ みつみ 473 わたしの町 わたしのまち

424 三戸伊 みとい

425 三戸方 みとかた

426 三戸方 みとがた

427 みどり みどり

428 緑 みどり

429 緑海 みどりうみ

430 みどり山 みどりやま

431 緑山 みどりやま

432 三仲 みなか

433 美海 みなみ

434 見晴 みはらし

435 美風 みふう

436 三宝 みほう

437 三町 みまち

438 実夢 みむ

439 雅 みやび

440 三幸 みゆき

441 明元 みょうげん

442 未来 みらい

443 美緑 みりょく

444 三輪 みわ

445 三和 みわ

446 みんな みんな

447 みんなの みんなの

448 めぐみ めぐみ

449 恵み めぐみ

450 メロディ めろでぃ




