
山口県

麻里布川 錦川、葉の内川 門前川 牛野谷川

御庄川 古宿川 保木川 竹安川

近延川 生見川 下畑川 渋前川

伊田川 根笠川 野谷川 本郷川

赤瀬川 小杉川 渋谷川 宇塚川

本谷川 岡之迫川 延ヶ原川 宇佐川

府谷川 木積川 大野川 宗津川

大原川 寂地川 大谷川 桜木川

有仏谷川 木谷川 金峰川 奥畑川

奥谷川 菅蔵川 長谷川 大田原川

阿田川 黒石川 須野川内川 須々万川

白砂川 新川 新引川 小辻川

戸石川 莇地川 黒木川 田代川

木屋ノ谷川 今井川 細ノ谷川 坂根川

大町小河内川 合ノ川川 渋川、上渋川川 仁保谷川

湯高川 倉谷川 芋堀川 小河内川

平田川 麻生田川 通津川 由宇川

山崎川 小土路川 長田川 日積川

若杉川 大里川 宮の下川 中山川

大谷川 川谷川 御山田川 長野川

修治川 勝治川 大迫川 戸石川

大の口川 室岡川 滝川 石神川

境川 片野川 大屋川 柳井川

姫田川 井向川 黒杭川 土井川

土穂石川 尺田川 法師田川 坂本川

荒木川 大井川 神領川 大内川

熊川 田布施川 灸川 新堀川

人数川 奈良台川 才賀川 国木川

竹尾川 丸尾川 貞延川 桜川

光井川 島田川 束荷川 溝呂井川

笠野川 中村川 御手洗川 遠見川

道床川 虹川 道甚川 石光川

東川 正蓮寺川 東繕寺川 黒岩川

長野川 鳴川川、成川 末石川 中山川

河川を管理する機関と河川一覧　（二級水系）
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田尻川 川上川 田代川 桧与地川

水無川 笹見川 柳井田川 四割川

舞谷川 砂田川 別西川 西の河原川

切戸川 吉原川 小野川 切山川

玉鶴川 平田川、生野屋川 浴川 時宗川

西村川 宮本川 末武川 坂本川

高橋川 譲羽川 大迫川 古本川

平八川 西光寺川 隅田川 馬谷川

東川 富田川、旭川 神代川 内谷川

川曲川 中山川 河内川 井谷川

四熊川 中野川 夜市川 伊賀川

的場川 貝籠川 中河原川 菅原川

苔谷川 古屋川 梁瀬川 藤ヶ本川

新川 柳川 大谷川 登尾川

馬刀川 江川 旧江川 河内川、荒手川

長沢川 天田川 南若川 綾木川

金毛川 百谷川 高橋川 椹野川

干見折川 河内川 四十八瀬川 鍛冶畑川

桂ヶ谷川 山田川 中畑川 茶屋川

九田川 大塚川 朝田川 吉敷川

木崎川 錦川 前田川 西の谷川

一の坂川 仁保川 問田川 菅内川

小鯖川 鯖山川 長谷川 浅地川

牧川川 坂本川 石坂川 並山川

一貫野川 油川 古甲川 仁保地川

金山川 幸之江川 今津川 土路石川

由良川 須川川 江畑川 井関川

植松川 五反田川 沢波川 江頭川

真締川 時雨川 戸石川 三角田川

中河内川 厚東川 梅田川 中川

中山川 古川 丸田川 大坪川

善和川 城生原川 大谷川 薬師川

甲山川 水河内川 花香川 大田川

雑佐川 長田川 宗国川 神崎川

郷川 町絵川 薬王寺川 矢櫃川

方便川 扇川 御山川 周防陣川

平原川 長登川、植山川、白漁洞 桂坂川 岩波川

弓折川 絵堂川、銭屋川 碇川 山崎川
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藤ヶ瀬川 埴生川 黒川 山露川

本郷川 泉川 八重川 稲川

白水川 青影川 泉水川 早栗川

河原上川 湯の上川 今山川 有帆川

柳川 梅田川 小場川 原川

銭ヶ原川 小野川 山根川 鈍々川

真名ヶ崎川 矢矯川 浅地川 今富川

小河内川 厚狭川 狭間川 大正川

桜川 平原川 大道畑川 随光川

宗末川 原川 沓野川 長尾川

麦川川 日永川 常森川 伊佐川

内川川 曽根川 筒井川 河内川

砂地川 前場川 糸根川 木屋川

貞恒川 埴生口川 山田川 田部川

願王寺川 七見川 貴飯川 久野川

出ノ口川 高地川 山瀬川 真菰川

歌野川 木浴川 江良川 日野川

三ツ杉川 山本川 丸山川 稲見川

白根川、大峠川 今出川 長浴川 木津川

黒川川 徳田川 八ツ又川 能満寺川

向名川 寒山川 木津河内川 河久保川

原川 小目谷川 江ノ峠川 金の口川

頭振川 安田川 七重川 嵩川

大無田川 八幡川 入ヶ浴川 田屋川

大池川 狩音川 福王子川 亀甲川

仮畑川 浜田川 神田川 員光川

伊毛川 武久川 大坪川 明見田川

綾羅木川 稗田川 楠乃川 砂子多川

勝谷川 秀波川 前勝谷川 梶栗川

友田川 横野川 西田川 永田川

草場川 黒井川 市川 沖田川

清水川 谷川 無田川 厚母川、王地川

一ノ瀬川 八本松川 宮後川 阿遠川

西明寺川 石印寺川 鳴滝川 吉永川

松橋川 大神田川 野田川 北田川

市ノ内川 宇柳川 狩音川 白滝川

川棚川 汐入川 沖田川 井尻川

湯谷川 湯町川 江良川 山下川
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成畑川 浜井場川 磯地川 岩谷川

奥畑川 山ノ田川 鎌ノ口川 二見川

矢玉川 荒田川 島戸川 沖田川

立目川 中谷川 大音川 粟野川

沖中川 滑川 神出川 大田川

井料川 朝生川 杢路子川 開作川

佐野川 一ノ俣川 宇内川 岩滑川

呉ヶ畑川 泉川 浅井川 干ヶ場川

掛淵川 大坊川 阿惣川 堀江川

久富川 亀田川 黒川 炭床川

滑川 小田川 本郷川 走下川

深川川 五十鈴川 堀越川 田金川

江良川 殿台川 大河内川 河内川

坂水川 小河内川 猪之尾野川 湯之後川

大寧寺川 四之瀬川 三之瀬川 四之瀬河内川

横坂川 栗山川 大地川 荒槇川

日尻ヶ迫川 木戸本川 うつき添川 市の尾川

荒ヶ峠川 二つ橋川 奥畑川 上の河内川

浅田川 下東方川 水ヶ浴川 二条窪川

三隅川 姫田川 辻並川 追分川

大杉川 保ヶ原川 三見川 阿武川

新川 月見川 橋本川 大屋川

小松江川 玉江川 指月川 立野川

明木川 一升谷川 怱田川 桑ノ木川

小野山川 遠谷川 佐々並川 舞谷川

浅ヶ谷川 小松ヶ谷川 日南瀬川 黒ヶ谷川

後畑川 成川川 開作川 高津川

佐々蓮川 麦谷川 井出ヶ迫川 平わらび川

蔵目喜川 須の原川 町川 白井谷川

原向川 殿倉川 赤松川 成谷川

東谷川 行畑川 雁谷川 野地川

鱒谷川 長尾川 尾ノ坂川 藤目谷川

惣津川 後井川 金拳川 江舟川

栃崎川 野戸呂川 中の谷川 北畠川

月の木川 生雲川 同家川 奥沢田川

川向川 暮床川 西ヶ原川 下地川

開原川 寺田川 かじや川 古市川

谷川 北ヶ迫川 市の瀬川 法田寺川
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姥金川 上姥金川 掛沖川 中河内川

正地川 矢萩川 大森川 矢柱川

新田川 横尾谷川 田野川 入谷川

二反田川 八浴川 篠目川 崩ヶ谷川

中村谷川 七年神川 銭方川 相ノ木川

栖通川 物見川 田代川 平谷川

下田代川 風呂ヶ迫川 上田代川 杉谷川

中郷川 松ヶ峠川 奥叶川 河内内川

上中郷川 見付川 滝の下川 古釜川

白口谷川 ほたが迫川 林川 大藤川

小藤川 神田川 板御堂川 大峠川

鑪川 火の迫川 第一千頭川 第二千頭川

栃谷川 渡川 柳ヶ駅川 築地川

谷ノ木川 杉原川 下三谷川 上杉原川

小田ヶ迫川 三谷川 上三谷川 長向寺川

大焼川 持坂川 帯谷川 懸川

我河内川 坂仁川 曽根川 朴川

南界川 清丸川 甲谷川 封秀川

熊ヶ瀬川 陣出川 岡川 用路川

長谷川 小山川 大知らず川 中迫川

たくみ川 笠石川 知吉川 羽佐川

楮川 鍋倉川 倉田川 下谷川

野道川 市川 南迫川 沖田川

後谷川 宇津根川 楠谷川 丸山川

小南川 上宇津根川 市場川 水戸川

不幸寺川 領家川 上半久川 福谷川

南河内川 すたい谷川 日向川 神角川

山田川 石道原川 双子川 山用川

田野峠川 中村川 秋桐川 西ヶ峠川

藤木谷川 油免川 飛田川 美ヶ浴川

刈畑川 ユゴウ木川 毛木屋川 下畑川

火打原川 井戸川 大迫川 居坂川

出戸川 堂免川 開籠川 大谷川

庄屋川 猪之熊川 奈口川 福井川

桜川 殿川川 堀越川 松の木川

宇生賀川 郷川 奈古谷 木与川

宇田川 つづら川 白須川 まてかた川

須佐川 唐津川 津田川 江津川

山口県　　5 / 6 



田万川 市味川 稗田川 松崎川

丸山川 大山田川 保田川 大浴川

原中川 宇谷川 大江後川 市丸川

鈴野川 田別当川 楢木川 坂本川

屋代川 中田川 一本松川 大田尻川

保慶川 北迫川 川地川 山根川

三蒲川 吉野川 流川 黒瀬川

椋野本川 庄地川 流田川 津原川

宮崎川 山根川 立田川 宮川

古川 藤岡川 勘場川 前田川

地蔵川 長野川 大田川 竜華川

大木尾川 神出川 上八川 中村川

向田川 走田川 相の浦川 水無川

大踏川 馬屋川 梅花川 末田川

水尻川 古川 堂面川 手水川

多々良川 湯ノ尻川 清水川 団平川

中ノ浦川 堰戸川 矢石川 中川

印内川 田中川 塩田川 汐入川

河原川 新田川 磯上川 鳥越川

稲荷川 堂道川 小田川 犬啼川

後浜川 犬鳴川 川島川 今倉川

湯玉川 中山川 金綱川 堂ヶ迫川

竹ノ鼻川 石原川 久保川 湯ノ本川

滝迫川 十楽川 椎の木川 田渡川

下郷川 江ノ川 尻無川 小浜川

西ヶ浴川 藪田川 本城川 真浜川

大日比川 黒瀬川 田ノ浦川 中ノ浴川

日々の木川 流川 友信川 粕田川

里川 御開作大道川 御開作氏久保川 大素川

前港川 森ヶ浴川 鮎児川 保津川

壇具川
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