
亡失した基準点



基準点名 Ｘ座標 Ｙ座標 備　考 基準点名 Ｘ座標 Ｙ座標 備　考

2 -23610.059 -33575.274 法務局４級基準点 48 -23726.169 -33249.519 法務局４級基準点
3 -23654.771 -33529.053 法務局４級基準点 49 -23757.192 -33281.069 法務局４級基準点
4 -23685.285 -33486.878 法務局４級基準点 50 -23741.246 -33219.774 法務局４級基準点
5 -23715.284 -33410.747 法務局４級基準点 51 -23768.784 -33233.224 法務局４級基準点
6 -23696.904 -33364.775 法務局４級基準点 52 -23741.647 -33348.821 法務局４級基準点
7 -23673.228 -33313.479 法務局４級基準点 53 -23777.370 -33398.938 法務局４級基準点
8 -23655.139 -33248.167 法務局４級基準点 53A -23734.236 -33400.616 法務局４級基準点
9 -23664.992 -33183.944 法務局４級基準点 54 -23834.094 -33391.976 法務局４級基準点
10 -23634.506 -33132.538 法務局４級基準点 55 -23870.271 -33389.893 法務局４級基準点
11 -23608.923 -33083.598 法務局４級基準点 56 -23904.563 -33429.915 法務局４級基準点
12 -23603.207 -33033.714 法務局４級基準点 57 -23942.125 -33388.792 法務局４級基準点
13 -23596.688 -32994.765 法務局４級基準点 58 -23966.348 -33358.860 法務局４級基準点
14 -23582.116 -32943.678 法務局４級基準点 59 -24004.807 -33311.709 法務局４級基準点
14A -23640.340 -32966.537 法務局４級基準点 60 -23968.571 -33298.482 法務局４級基準点
15 -23602.181 -32899.869 法務局４級基準点 61 -23927.979 -33300.167 法務局４級基準点
16 -23662.101 -32906.190 法務局４級基準点 62 -23899.919 -33292.992 法務局４級基準点
17 -23706.011 -32905.427 法務局４級基準点 63 -23857.172 -33291.759 法務局４級基準点
18 -23746.521 -32911.606 法務局４級基準点 64 -23801.269 -33298.221 法務局４級基準点
19 -23781.591 -32910.286 法務局４級基準点 65 -23792.763 -33274.929 法務局４級基準点
20 -23811.778 -32916.011 法務局４級基準点 66 -23806.643 -33246.859 法務局４級基準点
20A -23862.200 -32905.508 法務局４級基準点 67 -23826.267 -33258.760 法務局４級基準点
21 -23888.314 -32900.465 法務局４級基準点 68 -23871.196 -33248.203 法務局４級基準点
22 -23911.553 -32897.934 法務局４級基準点 69 -23911.685 -33236.608 法務局４級基準点
23 -23847.727 -32940.635 法務局４級基準点 70 -23950.189 -33225.068 法務局４級基準点
23A -23867.534 -32937.665 法務局４級基準点 71 -23998.047 -33204.777 法務局４級基準点
24 -23666.499 -32978.354 法務局４級基準点 72 -24012.220 -33184.428 法務局４級基準点
25 -23704.915 -32989.612 法務局４級基準点 73 -24048.886 -33218.234 法務局４級基準点
26 -23769.440 -32996.565 法務局４級基準点 74 -24062.236 -33240.410 法務局４級基準点
27 -23805.297 -32989.540 法務局４級基準点 75 -24022.329 -33289.771 法務局４級基準点
28 -23840.552 -32989.308 法務局４級基準点 76 -24098.276 -33191.454 法務局４級基準点
29 -23861.284 -32992.594 法務局４級基準点 77 -24124.964 -33163.537 法務局４級基準点
30 -23897.292 -33004.210 法務局４級基準点 78 -24094.988 -33129.488 法務局４級基準点
34 -23780.124 -33045.583 法務局４級基準点 79 -24061.751 -33155.402 法務局４級基準点
35 -23862.032 -33058.942 法務局４級基準点 80 -23992.721 -33169.296 法務局４級基準点
36 -23817.266 -33084.206 法務局４級基準点 81 -23980.812 -33135.624 法務局４級基準点
37 -23793.141 -33105.308 法務局４級基準点 82 -23958.454 -33103.768 法務局４級基準点
38 -23765.562 -33122.548 法務局４級基準点 83 -23938.390 -33062.075 法務局４級基準点
39 -23732.329 -33151.161 法務局４級基準点 84 -23928.373 -33011.076 法務局４級基準点
46 -23698.955 -33172.852 法務局４級基準点 85 -23902.308 -33021.209 法務局４級基準点
47 -23686.465 -33201.935 法務局４級基準点 86 -23900.154 -33056.407 法務局４級基準点
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87 -23827.996 -33203.027 法務局４級基準点 127 -24122.729 -32917.659 法務局４級基準点
88 -23935.832 -32964.260 法務局４級基準点 128 -24110.947 -32879.992 法務局４級基準点
89 -23961.601 -32887.719 法務局４級基準点 129 -24095.956 -32830.114 法務局４級基準点
89A -23975.325 -32904.276 法務局４級基準点 130 -24075.747 -32826.271 法務局４級基準点
90 -23940.801 -32857.404 法務局４級基準点 131 -24064.941 -32754.414 法務局４級基準点
91 -23922.692 -32820.875 法務局４級基準点 132 -24092.744 -32750.064 法務局４級基準点
92 -23921.915 -32772.072 法務局４級基準点 132A -24121.701 -32743.266 法務局４級基準点
92A -23926.150 -32737.598 法務局４級基準点 133 -24156.392 -32742.143 法務局４級基準点
93 -23924.224 -32688.975 法務局４級基準点 134 -24151.544 -32760.902 法務局４級基準点
94 -23930.971 -32650.203 法務局４級基準点 135 -24138.401 -32797.570 法務局４級基準点
95 -23892.973 -32641.181 法務局４級基準点 135A -24130.552 -32824.861 法務局４級基準点
96 -23830.992 -32626.526 法務局４級基準点 136 -24205.129 -32827.057 法務局４級基準点
97 -23965.571 -32659.688 法務局４級基準点 136A -24179.621 -32840.618 法務局４級基準点
99 -24012.716 -32671.638 法務局４級基準点 137 -24227.597 -32810.905 法務局４級基準点
102 -24047.352 -32759.406 法務局４級基準点 137A -24240.605 -32820.746 法務局４級基準点
103 -24022.422 -32809.143 法務局４級基準点 138 -24248.916 -32848.144 法務局４級基準点
105 -24059.116 -32911.921 法務局４級基準点 139 -24268.236 -32885.593 法務局４級基準点
106 -24006.006 -32951.946 法務局４級基準点 140 -24264.991 -32929.366 法務局４級基準点
107 -23986.910 -32960.242 法務局４級基準点 140A -24259.412 -32958.509 法務局４級基準点
108 -24026.267 -32957.323 法務局４級基準点 141 -24211.725 -32794.570 法務局４級基準点
109 -24058.633 -32956.770 法務局４級基準点 142 -24193.055 -32776.411 法務局４級基準点
110 -24089.437 -32952.004 法務局４級基準点 143 -24138.666 -32727.309 法務局４級基準点
111 -24088.153 -33007.377 法務局４級基準点 144 -24095.185 -32671.274 法務局４級基準点
112 -24093.655 -33033.175 法務局４級基準点 145 -24129.803 -32669.023 法務局４級基準点
112A -24108.091 -33061.212 法務局４級基準点 146 -24175.231 -32664.078 法務局４級基準点
113 -24120.255 -33083.896 法務局４級基準点 147 -24229.017 -32658.430 法務局４級基準点
114 -24135.981 -33107.121 法務局４級基準点 148 -23654.263 -33204.393 法務局４級基準点
115 -24147.398 -33135.758 法務局４級基準点 149 -23572.765 -33262.837 法務局４級基準点
116 -24140.588 -33071.351 法務局４級基準点 150 -23522.780 -33272.322 法務局４級基準点
117 -24175.438 -33078.446 法務局４級基準点 151 -23478.917 -33287.037 法務局４級基準点
118 -24157.373 -33050.090 法務局４級基準点 152 -23580.205 -32706.137 法務局４級基準点
119 -24188.781 -33025.842 法務局４級基準点 153 -23598.880 -32760.922 法務局４級基準点
120 -24208.964 -33053.715 法務局４級基準点 154 -23598.033 -32828.362 法務局４級基準点
121 -24245.505 -32998.741 法務局４級基準点
122 -24216.851 -33002.607 法務局４級基準点
122A -24234.069 -32978.306 法務局４級基準点
123 -24214.058 -32980.580 法務局４級基準点
124 -24173.215 -32968.654 法務局４級基準点
125 -24147.154 -32964.856 法務局４級基準点
126 -24125.636 -32950.750 法務局４級基準点
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