
芸 備国 衆家臣団一覧表 村井良介

本表は、 1999年1月、大阪市立大学大学院文学研究科に提出した修
士論文「戦国期毛利氏における国衆統制と領国支配Jに添付した表を
修正したものである。

毛利氏において、国衆は独自の「家中」を持つなど、独立性が強い
とされている。そうした国衆との関係を考えることは、毛利権力の分
析において重要であるが、その際、たとえば国衆自身の「家中」支配、
それに規定された国衆と毛利氏との関係など、国衆自体の性質の考察
が必要となろう。にもかかわらず、これまで国衆の「家中」支配につ
いては、ほとんと論じられてこなかった。

長谷川博史氏は「安芸国衆保利氏と毛利氏J<r内海文化研究紀要1
25号、 1997)に国衆志芳堀天野氏(保利氏)の家臣団の一覧表を掲げ
たが、これがおそらく初めて国衆の家臣団を網羅的に示したものであ
ろう。長谷川論文は、国衆家臣団を全面的に扱ったものではないが、
合戦注文類等を根拠に家臣団を明らかにするその手法は、史料の乏し
い国衆家臣団の分析に有効である。

そこで、この方法を参考にして、他の国衆についても家臣団の一覧
表を作成した。さらに、そこで明らかになった人物が登場している他
の史料を網羅的に採集し、またそれらの史料をもとに、合戦注文に現
れない家臣も抽出した。本表は、こうして明らかになった国衆家臣団
を、典拠史料とともにまとめたものである。

本表によって、閏衆の家臣団の内部構造が明らかになるだけでなく、
毛利氏と国衆との関係を総合的に分析する上で貴重な視座が得られ
る。その具体的な成果の紹介は別稿に譲らざるをえないが、本表が広
く戦国大名毛利氏研究に資することがあれば幸いである。
なお、本表が芸備国衆を対象としているのは、これまで国衆として

主に扱われてきたものの性質を解明するためであり、それ以外の存在
(たとえば従来は外様とされてきたような領主)を考慮の外において
いるのではない。別稿においては、従来の国衆分類の再検討も試みる
予定である。

(1) 本表は合戦注文類等を中心に、芸備国衆の家臣団が登場する史料
を集め、人物ごとに編年し、その典拠を示したものである。

(2) 本表では、その国衆の「家中」であることが確定できない者も掲
載した。厳密な意味での家臣団は「家中」を指すとJ思われるが、従
来固衆家臣団については、ほとんど研究されていないこともあり、
広く検討するために、家臣の指す範囲を広くとった。よって、「芸

備閏衆家臣団一覧表」とした。
(3) ここで扱う芸備国衆とは、「毛利元就外十一名傘連判契状」に署

事jする熊谷氏、平賀氏、志芳東村天野氏、志芳堀天野氏(保利氏)、
阿曾沼氏、出羽氏、宍戸氏、小早川氏、吉川氏と、備後の国衆の山
内氏である。出羽氏は石見に本拠を置くが、安芸国衆との結びつき
が強いので、安芸国衆として扱う。

(4) 本表で示した家臣団は概ね、天文~天正年聞のものであるが、史
料が乏しい国衆の場合などは、その前後の時期の家臣も示した。

(5) 年未詳の文書については、おおまかに編年した。その際、大内氏
滅亡(弘治3年)、隆元死去(永禄6年)、元就死去(元亀2年)、高松
城講和(天正10年)などを目安とした。

(6) 各国衆当主は家督交代の年次を示した。ただし、家督を譲った年
が不明な場合は没年を記した。

(7) 志芳堀天野氏については長谷川博史氏の「安芸国衆保利氏と毛
利氏J<f内海文化研究紀要J25号 1997)の「表2志芳堀天野氏
の家臣」をもとにした。なお、「贈村山家返章写」については、長
谷川氏が複数あげている場合はそれに従った。

く凡例〉

毛 ー『大日本古文書j家わけ第八「毛利家文書」
吉 一『大日本古文書』家わけ第九「吉川家文書」
吉追ー同上「育川家文書」所収「吉川家文書追加」
吉別一同上「吉川家文書」所収「台川家文書別集」
石吉ー同上「吉川家文書J所収「石見昔川家文書J
小 ー『大日本古文書』家わけ第十一「小早川家文書」
小証一向上「小早川家文書」所収「小阜川家証文」
i甫 ー同上「小早川家文書J所収 fi甫家文書」
浦写 向上「小早川家文書」所収「滞家文書写」
熊 『大日本古文書J家わけ第十四「熊谷家文書」
平 『大日本古文書』家わけ第十四「平賀家文書」
山 ー『大日本古文書』家わけ第十五「山内首藤家文書」
閥 ー『萩藩閥閲録」
閥遺ー『萩藩閥閲録遺漏』
寺社証文ー『萩藩間関録』所収「防長寺社証文J
『広島』ー『広島県史』古代中世資料編
譜録 『広島県史』古代中世資料編V所収「譜録J<山口県文書館所
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蔵文書) 品川市法代

村山帳ー『纂『広広」『島広島(県岩県島史国県史徴』』史古古古』代館代古所中代中世蔵世中文資世資料書料資編)料編V編V所所V収所収収「村「岩山「吉国家藩川檀家中那諸中帳家井」

天正3.1.1 品川市法代 毛375
岩国纂ー 古文書 品川孫九郎

天正3.1.1 品川孫九郎 毛375
吉川中井纂書一」」『 寺社文 末(回)新右(衛門)

(岩国徴古館所蔵文書) 天文24.10.1ヵ 末新右 閥27-8

御感状写古『-新館I修広所島島蔵根県文県史書史』)古代中世資料編V所収「御感状写J(岩国徴
末回四郎次郎

天正3.1.1 末回四郎次郎 毛375
『久島根利J -r~*...~l，\l，. lèJ 古代中世資料編 末回藤太郎

r̂'fiJJー立要命1館1大6学人(1文96'科.7)学所研収究所編『立命館大学人文科学研究所 天正3.1.1 末田藤太郎 毛375
紀 6号 「石見久利文書の研究J 末回大郎兵衛尉

※なお、上にあげた以外の典拠史料については、該当欄 天正3.1.1 末回大郎兵衛尉毛375
にそのまま記す。 末回源四郎

天正3.1.1 末国i原四郎 毛375
末光源三

熊信谷直氏(-文禄 2没)→高直(-天正7没)→元貞(-慶長10没)
天正3.1.1 末光源三 毛375

須子弥五郎
天正3.1.1 須子弥五郎 毛375

大坪孫七郎 富樫i原左衛門尉

天正3.1.1 大坪孫七郎 毛375 天正3.1.1 富樫源左衛門尉毛375
川口四郎三郎 戸谷源十郎

天正3.1.1 川口四郎三郎 毛375 天正3.1.1 戸谷源十郎 毛375 ;:1) 
岸添十兵衛尉 中山弥六

天正12.4.20 岸岸添十兵衛尉尉 閥13.25 天正3.1.1 中山弥六 毛375
天正12.4.22 添重兵衛 山294 仁田左衛門二郎

桐原右京亮 天正3.1.1 仁田左衛門二郎毛375
天正3.1.1 桐原右京亮 毛375 細迫左京亮

桐原紀三郎 弘治2.10.28 細迫左京亮 閥27.11
天正3.1.1 桐原紀三郎 毛375 細迫伊賀守

桐原彦三郎 8.17 細迫伊賀守 閥127熊谷彦右衛門.65
天正3.1.1 桐原彦三郎 毛375 -.8.5 細迫伊賀守 責U52

桐原惣右衛門 ..8.6 伊賀守 fl~153 

文慶禄長2104r2ー8 
桐惣右 閥27-151 元亀1.5.1 細迫伊賀守 間127熊谷彦右衛門 10
きりはらそうへもん 熊254 天正12.4.30 細迫伊賀守 山298

品川内蔵丞 細迫弥三郎

元亀1.5.1 品川内蔵丞 閥127熊谷彦右衛門-10 天正3.1.1 細迫弥三郎 毛375
..4.15 品川内蔵丞 閥13-34 細(迫)三(郎)右(衛門)

品川与四郎信好 文禄2.4.28 細三右 閥27.151
ー7.5 品川与四郎 関127熊谷彦右衛門 4 水落神五郎
元亀1.8.14 品川余四郎 閥127熊谷彦右衛門.8 ..8.8 神五郎 閥170財満瀬兵衛.6

品川源右衛門尉 天正3.1.1 水落神五郎 毛375
天正3.1.1 品川源右衛門尉毛375 4.19 神五郎 閑27.152

品川又右衛門尉 水(落)甲(斐守)
天正3.1.1 品川又右衛門尉毛375 .4.13 水甲 閥13.33



文禄2.4.28 水甲 閥27-151 天文18.2.13 兼恒五郎宗国 譜録く桂市郎右衛門保心〉ー3
宮木工允 河井新五郎

天正12.4.20 宮木工允 閥13-76 天文18.4.18 河井新五郎 平169
天正12.4.- 宮木工允 山289 北右衛門尉
天正12.4.23 宮木工 山295 天文18.4.18 北右衛門尉 平169
天正12.4.30 宮木工允 山298 木原又六

山田与人 天文18.4.18 木原又六平169
天正3.1.1 山田与八 毛375 木原三郎四郎

天文18.4.18 木原三郎四郎 平169

平保賀保隆氏保 木原刑部左衛門
弘 ~ 永天禄 1没)→興貞 相 天文21没)→隆宗(-天文 18没) 元亀1.10.15 木原刑部左衛門 平176
→ ( 文 18-20)→広 (天文20-永禄 10没)→元相(- 久芳与三兵衛允
正 2没 天文18.4.18 久芳与三兵衛允平169

児玉弥三郎
石崎新介 天文18.4.18 児玉弥三郎平169

天文18.4.18 石堵新介 平169 児玉越後守
悦内助左衛門尉 元亀1.10.15 児玉越後守平176

天文18.4.18 悦 内 助 左 衛 門 尉 平169 才木新六
大多和助五郎 天文18.4.18 才木新六平169

天文18.4.18 大多和助五郎 平169 才満孫次郎
大多和鉄泡助 天文18.4.18 才満孫次郎平169
天正問18 大多和鉄泡助『広島JN大多和泰作氏!日蔵文 財満兵衛尉 占

書 l 元亀1.10.15 平176 i 
岡崎九郎右衛門尉 坂新五左衛門尉保

天文18.4.18 岡崎九郎右衛門尉平169 天文18.4.18 平169
桂縫殿允(美作守)保和

天文12.6.2 桂縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心〉・1 天文19.720 毛401
天文17.12.29 桂桂桂縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心〉・2 天文20.1.1 毛629
天文18.2.13 経殿允 譜録〈桂市郎右衛門保心〉・3 天文21.8.28 毛293
天文18.8.21 縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心>-4 天文23.5.11 閥124-8
天文19.2.9 桂縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心>-5 天文24.2.4 閥124-17
ー.1.9 保和 譜録く桂市郎右衛門保心〉昌 弘治1.閏10.30 閥147松原貞右衛門』
天文22.9.20 桂縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心>-6 弘治1.12.4 閥116林半兵衛-3
天文23.5.11 縫殿允 閥124-8 弘治1.12.4 閥165三分ー惣三郎6
天文24.閏10.1 桂縫殿允 譜録〈桂市郎右衛門保心〉ー7 弘治2.1.2 元祐 閥165三分ー惣三郎-22
-.9.8 縫殿允 閥124-18 弘治2.1.20 新王左衛門尉 閥159舟越勘右衛門ー7
-.12.22 桂縫殿允 譜録く桂市郎右衛門保心>-9 弘治2.1.21 坂新五左衛門尉閥158助藤常右衛門-6
12.22 桂縫 譜録く桂市郎右衛門保心〉ー10 弘治2.2.2 坂新五左衛門尉閥165三分ー惣三郎7

ー.11.12 桂美作守 譜録く桂市郎右衛門保心>-11 弘治2.2.8 新五左 関165三分ー惣三郎 11

金子弥七 弘治2.2.16 坂坂坂坂坂新新新新新王五五五五左左左左左衛衛衛衛衛門 尉 閥116林半兵衛 1天文18.4.18 金子弥七 平169 弘治2.2.16 門尉 間158助藤常右衛門 2
兼恒五郎保吉 弘治2.2.16 門閥165三分ー惣

天彦文17.12.29 兼恒彦五郎保吉 譜録〈桂市郎右衛門保心〉ー2 弘治2.423 門尉 閥165三分ー左兵三衛郎41 
兼恒五郎宗国 弘治2.4.23 門 尉 関165三分一六右衛門ー2



弘治2.6.5 坂新五左衛門尉閥74-19 勝屋弥三郎

弘弘治2.7.4 坂新五左 関74-26 上天左文18.4.18 勝屋弥三郎 平169
治2.7.25 新五左衛門尉 閥158助藤常右衛門.3 壇 近允

坂新五左左衛衛門 閥遺5の1冷泉家説 天文18.4.18 壇上左近允 平169
永禄1.7.1 坂坂新新五 門尉閥102.1 壇上又七郎
11.6 五左衛門尉閥98佐伯半十郎(佐武)・5 天文18.4.18 壇上又七郎 平169
7.25 新坂五新左五衛門尉 閥116林半兵衛4 千金孫左衛門尉
-.11.1 左衛門尉閥116林半兵衛石

天文18.4.18 兵千衛名尉金井孫藤、左兵衛庫門尉)就平貞169 
-.11.25 坂新五左衛門尉閥116林半兵衛-6 名井藤四郎(五郎 允
-.10.10 坂新 閥149多賀谷久兵衛3 天文18.4.18 井藤四郎允 平169
-.11.11 坂新五左左衛衛門尉 閥165三分ー惣三兵衛郎一ー223 1.18 名井兵兵庫庫 閥160近藤九郎日左左衛衛門 1
1.21 坂新五 門尉毛閥165三分ー左 ー.2.14 名井 免 閥160近藤九自 門ー2

坂坂坂新新新五五王左左左衛衛門門元尉祐 625 
天正17.4.6 名井兵庫允 閥160近藤九郎日左左衛衛門 3

毛699 -.7.12 名井兵庫允 閥160近藤九自 門石

永永禄禄6631r23 関138兼重勘左衛門-9 名井三郎右衛門尉
坂新五さ 閥52兼重五郎兵衛4 天文18.4.18 名井三宮i治衛門尉平169

永永禄禄ι81123 坂坂新新五左衛門尉 閥遺5の2都野七兵衛書出-3 名井豊前守
11.23 五左衛門尉 閥14400坂坂新新五左衛門-1 元亀1.10.15 名井豊前守 平176

永禄11.12.11 坂新五左衛門 閥1 五左衛門 3 長井弥三郎
永禄11.12.16 坂坂新新五左衛門尉 閥140坂新五左衛門 2 天文18.4.18 長井弥三郎 平169
永禄禄12閏5.28 五左衛門尉吉513 林采女正
永 12.9.7 坂新五左衛門尉閥149多賀谷久兵衛6 天文18.4.18 林采女正 平169 ~ 
永禄12.9.8 坂新五左衛門尉閥116林半兵衛』 林与一右衛門尉

永永禄禄12.9.8 坂坂新新王五左左衛衛門尉尉 関165三分ー惣三右衛郎一門5 天文18.4.18 林与一右衛門尉平169
12.9.8 門 閥165三分一六 』 林与次

永禄12.9.17
坂新五左衛門尉 関81155899口舟舟羽越越四勘勘郎右右五衛衛郎門門5--9 4 

天文18.4.18 林与次 平169
永禄12.10.25 新五左衛門尉 閥 林助左衛門尉
4.22 坂 閥 天文18.4.18 林助左衛門尉 平169

坂新 崎『『広広寛島島一j1郎wv氏贈三旧原村蔵城山)家城ー1壁証文書(猶
東村大蔵少輔

天文18.4.18 東村大蔵大輔 平169
坂新五左衛門尉 証文-6 槍山源二
坂新 毛560 天文18.4.18 檎山源二 平169

-.3.21 坂山城守 閥163波多野源七・2 槍山小右衛門尉
坂井平二郎 1.9 槍山小右衛門尉譜録く桂市郎右衛門保心〉・8

天文14.12.23 坂井平二郎 閥107坂井孫左衛門3 槍山丹後守
坂井又次郎 元亀1.10.15 槍山丹後守 平176

天文18.4.18 坂井又次郎 平169 平川源二郎
坂井平兵衛尉 天文18.4.18 平川源二郎 平169

天文19.11.9 坂井平兵衛尉 譜録く桂市郎右衛門保心〉・5 福原三郎左衛門尉
坂井孫右衛門尉 天文18.4.18 福原三三郎左衛門尉平169
-.8.14 坂井孫右右衛衛門尉尉 閥107坂井孫左衛門ー1 藤田四郎五郎
天文18.4.18 坂井孫 門 平169 天文18.4.18 藤田四郎五郎 平169

坂井三郎 真鍋源十郎
元亀1.10.15 坂井三郎 平176 天文18.4.18 真鍋源十郎 平169



三宮内蔵允和秀 天正3.1.1 石井木工助 毛375
天文17.12.29 三官内蔵允和秀譜録〈桂市郎右衛門保心>-2 石河内太郎左衛門尉

三吉新左衛門尉 大永7.5.13 石河内太郎左衛門尉『広島Jv天野毛利文書 22
天文18.4.18 三 者 新 左 衛 門 尉 平169 小畠助右衛門尉

三吉彦六 大永7.2.10 小畠助右衛門尉 『広島Jv天野毛利文書 19
天文18.4.18 三吉彦六 平169 大永7.11.27 小畠助右衛門尉 「広島Jv天野毛利文書 23

門田権允 久芳半左衛門尉
天文18.4.18 門田権允 平169 慶長5.8.25 久芳半左衛門尉毛377

安友次郎四郎 熊谷平太郎
天文18.4.18 安友次郎四郎 平169

大大永永77232104 
熊谷平太郎 『広島Jv天野毛利文書 19

安友次郎右衛門尉 熊谷平太郎 『広島島J』V天野毛利文書 21
天文18.4.18 安友次郎右衛門尉平169 天文10.5.13 熊谷平太郎 『広 V天野毛利文書・39

山田治部丞元重 熊谷修理進
天文17.1229 山田治部丞元重譜録〈桂市郎右衛門保心>-2 大永72.10 熊谷修理進 「広島JV天野毛利文書 19

山田源四郎 弘治2.11.5 熊谷修理進 閥170財満瀬兵兵衛衛-3 
天文18.4.18 山田源四郎 平169 -.8.8 修理進 閥170財満瀬 一6

渡辺土佐守 熊谷平四郎
天文18.4.18 渡辺土佐守 平169 大永7.2.10 熊谷平四郎 『広島JV天野毛利文書 19

熊谷木工助

志興芳定東→14村隆)天網野(-氏弘治 1)→元定(弘治 2-永禄12)→元政(永禄12-
大永7.2.10 熊谷木工助 「広島島jjV天野毛利文書ー19
大永7.11.27 熊谷木工免 『広 V天野毛利文書-23

慶長 熊谷九郎左衛門尉 ~、3 

大永7.3.24 熊谷九郎左衛門尉『広島JV天野毛利文書-21
秋山彦六 熊谷木工尉

阿大野永四7郎2左10衛門
秋山彦六 『広島JV天野毛利文書 19 大永7.5.13 熊谷木工尉 『広島JV天野毛利文書ー22

熊谷網久
永禄13.4.17 阿野四郎左衛門毛374 永禄11.3.11 網久 『広島JV右田毛利譜録4

阿野四郎次郎(左馬助 熊谷兵衛尉
天文20.12.20 阿野四郎次郎 閥157渡辺与与一一左左衛衛門 l 永禄11.3.11 熊谷兵衛尉 『広島JV右田毛利諮録4
永禄1l.6.20 阿野四郎馬助次郎 閥157渡辺 門-2 己斐彦永七郎
天正4.11.16 阿野左 閥157渡辺与一左衛門-3 大 5.8.7 己斐彦七郎 『広島JV天野毛利文書 17
天正5閏7.23 阿野左馬助 閥157渡辺与一左衛門4 己斐藤次郎
天正6.1.16 阿野左馬助 閥157渡辺与一左衛門石 大永5.8.27 己斐藤次郎 「広島JV天野毛利文書 18

石井小三郎 己斐豊後守
大永5.8.27 石井小三郎 『広島JV天野毛利文書ー18 弘治1.6.11 己斐豊後守 『広島JV右回毛利譜録-2

石井藤次郎 河野又左衛門尉
大永7.2.10 石井藤次郎 f広島JV天野毛利文書 19 天正3.1.1 河野又左衛門尉毛375

石井内蔵丞 財満孫次郎
天文10.3.21 石井内蔵丞 『広島JV天野毛利文書・38 大永5.8.7 財満孫次郎 『広島JV天野毛利文書-17

石井天又文五郎 財満原六
10.3.21 石井又五郎 『広島JV天野毛利文書 38 大永5.8.7 財満原六 『広島JV天野毛利文書 17

石井藤十郎 財満源三郎
永禄12閏5.22 石井藤十郎 閥2-8 大永7.2.10 財満源三郎 『広島JV天野毛利文書ー19

石井木工助 財満孫七郎



大永7.2.10 財満孫七郎 『広島Jv天野毛利文書一19 長豊後守
弘治2.11.5 財満孫七郎 間170財満瀬兵衛-3 永禄12.閏522 長豊後守 閥2-8
-.8.8 孫七郎 閥170財満瀬兵衛-6 内藤重阿弥

財大満永隠7岐2守10 
天文10.3.21 内藤重阿弥 『広島JV天野毛利文書 38

財満隠岐守 『広島JV天野毛利文書-19 長松遠江守
財満次郎左衛門尉 天文9.9.14 長松遠江守 『広島JV天野毛利文書ー33

財大満永藤左7.2.衛10門尉
財満湖日左衛門尉『広島JV天野毛利文書一19 長松永喜禄 (紀)太郎

5.7.7 長松喜太郎 閥2-7
大永7.5.13 財満藤左衛門尉 『広島JV天野毛利文書22 元亀1.5.6 長松喜太郎 『広島jV右回毛利譜録ー11

財満但馬守 元亀1.5.17 長松喜太郎 『広島JV天野毛利文書-86
天文9ヵ9.14 財満但馬守 関2-2 元亀1.5.18 長松紀太郎 『広島jV右田毛利譜録・12

才満四郎左衛門尉 元亀1.6.19 長松喜太郎 f広島JV天野毛利文書-87
天文10.3.21 才満四郎左衛門尉『広島JV天野毛利文書-38 ー.6.18 長松喜太郎 『広島JV右田毛利譜録-13

財満十郎左衛門尉 長松主税助

-.8.5 財満十郎左衛門尉『広島JV天野毛利文書-81 一.12.12 長松 『広島JV天野毛利文書-96
才満千菊丸 一.12.15 長松主税助 『広島JV天野毛利文書-97

永禄12閏5.22 才満千菊丸 閥2-8 長松太郎左衛門尉
才満i原次郎 永禄11.4.23 長松太郎左衛門 『『広島JV右田毛利譜録石

永禄12問5.22 才満源次郎 閥2-8 永禄12.1.11 長松太郎左衛門 広島jV右田毛利誇録 6
才満筑後守 永禄12.8.7 長松太郎左衛門 『『広広島JV右回毛利諮録 7

永満禄佐12閏5.22 才満筑後守 閥2-8 永禄12.9.26 長松太郎左衛門 島JV右回毛利譜録8
才 渡守 永永禄禄12.9.26 長松太郎左衛門 『広島JV右回毛利譜録-9 ::l 

永禄12閏5.22 才満佐渡守 閥2-8 12.11.22 長松太JlI珪衛門尉『広島JV天野毛利文書-83
財満左京亮 元亀12.23 長長松松井太二郎郎左左衛衛門尉 『『広広島JV天野毛利文書 84

天正3.1.1 財満左京亮 毛375 元亀1.3.14 門 島JV右目毛利譜録 10
品河記三 元亀1.3.17 太長松郎対左衛陸門衛尉門尉『広島JV天野毛利文書-85

天文10.5.13 品河記三 『広島JV天野毛利文書-39 元亀1.5.17 『広島JV天野毛利文書-86
渋賀孫左衛門尉 元亀1.5.18 太郎左衛門 『広島JV右目毛利諮録 12

大永張7)210 渋賀孫左衛門尉 『広島JV天野毛利文書ー19 長松豊後守
長 ( 木工助 永禄12.閏5.22 長松豊後守 閥2-8

大永5.8.27 長木工助 『広島JV天野毛利文書一18 長松大蔵少輔

大永7.2.10 張木工助 『広島JV天野毛利文書一19 永禄12.閏5.22 長松大蔵少輔 閥2-8
天正9.7.26 張木工允 閥115-164 長松宗左衛門尉

長(張)助四郎 永禄12閏5.22 長松宗左衛門尉閥2-8
大永5.8.27 長張助四郎 『広島JV天野毛利文書-18 長松雅楽允
大永7.2.10 助四郎 『広島JV天野毛利文書ー19 永禄12.閏5.22 長松雅楽免 閥2-8

長左衛門太郎 長松左京亮定次

大永5.8.27 長左衛門太郎 『広島JV天野毛利文書 18 天正3.1.1 長松左京亮 毛375
張助次郎 天正9.12.12 長松左京亮 『広島JV村山帳ー1く志芳東〉

大永7.2.10 張助次郎 『広島JV天野毛利文書・19 長松三四郎
長新右衛門尉 天正18.3.12 長松三四郎 『広島jV右回毛利譜録ー16

長大豊前永7守.11.27 長新右衛門尉 『広島JV天野毛利文書・23 中村弾正左衛門尉
大永7.2.10 中村弾lE1主衛門尉『広島JV天野毛利文書 19

天文9.9.14 長豊前守 『広島JV天野毛利文書-33 中村弾正右衛門尉



三戸大永弾7正3左24衛門尉
中村弾正毛f衛門尉『広島JV天野毛利文書-21 元亀1.2.23 三宅左京亮 『広島JV天野毛利文書-84

元亀1.3.14 三宅左京進 『広島JV右目毛利譜録一10
大永5.8.27 三戸弾正左衛門尉『広島JV天野毛利文書18 元亀1.3.17 三宅左京亮 『広島JV天野毛利文書85

三戸太郎次郎 天正7カ.10.8 三宅左京亮 毛847
天文10.5.13 三戸太郎次郎 『広島JV天野毛利文書-39 三宅河内守

三宅内蔵助 永禄12.閑5.22 三宅河内守 調2-8

大大永永t58a.724 
三宅内蔵助 『広島JV天野毛利文書-17 三宅兵部丞
三宅内蔵助 『広島JV天野毛利文書ー21 永禄12閏5.22 三宅兵部丞 閥2-8

天文10.3.21 三宅内蔵助 『広島JV天野毛利文書-38 三宅助右衛門尉
永禄12閤5.22 三宅内蔵助 閥2-8 永禄12閏5.22 三宅助右衛門尉閥2-8
永禄12.8.7 三宅内蔵助 『広島JV右田毛利譜録ー7 三宅又太郎

三宅与三左衛門尉 永禄13.4.17 三宅又太郎 毛374
大永5.8.7 三宅与三左衛門尉『広島jV天野毛利文書-17 山県四郎次郎

三宅弥三郎 大永7.3.24 山県四郎次郎 『広島JV天野毛利文書-21
大永5.8.7 三宅弥三郎 『広島JV天野毛利文書 17

三宅九郎次郎 志芳貞堀天野行氏

三大宅左永5衛8門7尉
三宅九郎次郎 『広島JV天野毛利文書一17 元 →元 →隆重(-夫正12没)→元嘉(-慶長10)

大永5.8.27 三宅左衛門尉 『広島jV天野毛利文書ー18 石蔵助左衛門尉

三大宅永孫7三2郎10 
三宅左衛門尉 『広島jV天野毛利文書・19 天正9.12.12 石蔵助左衛門尉 『広島jV村山帳ー1く雲州熊野〉

市川孫四郎
大永5.8.27 三宅孫三郎 f広島JV天野毛利文書 18 天文10.5.12 市川孫四郎 詩録く羽仁七郎右衛門君雄>-1 。u">、

三宅越前守 天正3.1.1 市川孫四郎 毛375
大永7.2.10 三宅越前守 『広島jV天野毛利文書-19 市川劫七日
天文9ヵ.9.14 三宅越前守 関2-2 天文10.5.12 市川助七口 譜録く羽仁七郎右衛門君雄>-1

三宅弥四郎 市川孫七郎

三大宅新永7四2郎10 三宅弥四郎 『広島JV天野毛利文書-19 天正3.1.1 市川孫七郎 毛375
市川孫八郎

大永7.2.10 三宅新四郎 『広島JV天野毛利文書ー19 天正3.1.1 市川l孫人郎 毛375
三宅助三郎 市川宮菊丸

大永新7次2即10 三宅助三郎 『広島JV天野毛利文書ー19 天正9.12.12 市川宮菊 『広島JV村山帳-1く志芳堀〉
三宅新次 E 贈村山家返章写く自松山〉

三大宅永与7四2郎10 
三宅新次郎 『広島JV天野毛利文書一19 市川藤九郎

天正9.12.12 市川藤九郎 『広島jV村山帳ー1く雲州熊

三大宅信永7濃2守.10 三宅与四郎 『広島JV天野毛利文書-19 野〉
市川ぬい(縫殿允)明勝

天文9ヵ.9.14 三宅信濃守 閥2-2 天正9.12.12 市川ぬい殿 『広島jV村山帳 1く志芳堀〉
天文19カ.10.23 三宅信濃守 『広島JV天野毛利文書-62 贈村山家返章写

三宅藤右衛門尉 市川l右近大夫明忠
天文10.3.21 三宅藤右衛門尉 『広島JV天野毛利文書-38 贈村山家返牽写

三宅刑部丞 市川藤蔵人明共
天文10.3.21 三宅刑部丞 『広島JV天野毛利文書-38 贈村山家返章写

三宅左京亮(左京進) 贈村山家返章写
永禄5.7.7 三宅左京亮 閥2ー7 市川与三兵衛尉重友



贈村山家返章写 天正9.12.12 かまた源三兵衛 『広島JV村山帳ー1く志芳堀〉
伊藤小四郎 贈村山家返章写

天文10.5.12 伊藤小四郎 譜録く羽仁七郎右衛門君雄>-1 鎌田出雲守明延
伊藤弥四郎 贈村山家返章写

天正3.1.1 伊藤弥四郎 毛375 贈村山家返章写
天正9.12.12 伊藤弥四郎 『広島JV村山帳1く志芳堀〉 河村新左衛門尉重時

伊藤新四郎 天正3.1.1 河村新新左左衛門尉 毛375
天正3.1.1 伊藤新四郎 毛375 天正9.12.12 河村 衛門尉『広島JV村山帳ー1く備中松

伊藤源太郎珍秀 山・志山芳家堀返〉
天正9.12.12 伊藤源大郎 『広島JV村山帳 1く雲ナH熊 贈村 章章写

野〉 贈村山家返写
贈村山家返章写 圏実平三

伊藤木工助(親俊ヵ) 天正3.1.1 国実平三 毛375
天正9.12.12 伊藤木工助 『広島JV村山幌1く志芳堀〉 国重藤四郎

伊藤木工允重正 天正3.1.1 国重藤四郎 毛375
贈村山家返章写 蔵田弥三郎
贈村山家返章写 天正9.12.12 蔵田弥三郎 『広島JV村山帳-1く雲州熊

伊藤右衛門尉重忠 野〉
天正9.12.12 伊藤右衛門尉 「広島JV村山帳 1<志芳堀〉 財満勘左衛門尉

贈村山家返章写 天正3.1.1 財満勘左 衛門尉毛375
伊藤甚兵衛 財満内蔵助明栄

天正9.12.12 伊藤甚兵衛 「広島JV村山帳ー1く志芳堀〉 天正9.12.12 財満内蔵助 『広島JV村山帳ー1<備中松 s 
伊藤神兵衛尉明種 山・志芳掘〉

贈村山家返章写 贈村山家返寧写
牛尾善兵衛明次 財満左京亮重久

天正9.12.12 牛尾善兵衛 『広島』家V返村章山写帳 1<志芳堀〉 天正9.12.12 財満左京亮 『広島JV村山帳1く志芳堀〉
婚村山 贈村山家返章写

小河内左京亮(進)重保 財満越後守行久
天正9.12.12 小河内左京亮 『広島JV村山帳-1く志芳堀〉 天正9.12.12 財満越後守 贈『広村島山I家V返村章山写帳4く志芳堀〉

贈村山家返章写
甲斐勘兵衛尉 財満木工允明秀

天正3.1.1 甲斐釆勘女兵衛尉 毛375 贈村山家返章写
桂重賢(又右衛門尉・ 守(允)) 財満孫次郎明兼

天正9.12.12 桂采女守 『広島JV村山帳-1<雲州熊 贈村山家返章写
野〉 贈村山家返章写
贈村山家返章写 たなもり治部

桂左京亮重信 天正9.12.12 たなもり治部 『広島JV村山帳 1く志芳堀〉
贈村山家返章写 たなもり甚六

鎌田源三郎 天正9.12.12 たなもり甚六 『広島JV村山帳ー1く志芳堀〉
天文10.5.12 鎌田源三郎 譜録〈羽仁七郎右衛門君雄>-1 伝助七郎

鎌田源右衛門明信 天正3.1.1 伝助七郎 毛375
天正9.12.12 かまた源右衛門 『広島I家V返村章山写帳 1く志芳堀〉 内藤源大郎

贈村山 天正3.1.1 内藤源大郎 毛375
鎌田源三兵衛明持 内藤明吉(弥太郎・右衛門大夫)



贈村山家返章写 贈村山家返章写
天正9.12.12 内藤右衛門大夫 f広島JV村山帳 1く志芳堀〉 祝師兵部大夫

内藤右京進重吉 天正9.12.12 祝師兵部大夫 『広島JV村山帳 1く志芳堀〉
贈村山家返章写 横森重永(余三郎・玄蕃允森)与

中村左近将監 天正9.12.12 まき 三郎 『広島JV村山帳1く志芳堀〉
天正9.12.12 中村将監 『広島JV村山帳.-1<志芳堀〉 婚村山家返章写

中村左近将監行氏 三戸新右衛門尉重親
贈村山家返章写 天正9.12.12 三戸新右衛門尉 『広島Jv村山帳1く雲州熊野〉

中村左近将監重治 贈村山家返章写

贈村山家家返章写 三戸宗左衛門尉明普
贈村山返章写 天正9.12.12 三戸宗左衛門尉 『広島Jv村山帳-1<志芳堀〉

中村蔵人佑明秀 贈村山家返章写
天正9.12.12 中村蔵人 『広島JV村山帳ー1く志芳堀〉 三戸弥六左衛門尉明次

贈村山家返章写 贈村山家返章写
中村助四郎明氏 三戸助四郎明嘉

天正9.12.12 中村助四郎 『広島JV村山帳ー1<志芳堀〉 贈村山家返章写
贈村山家返章写 見渡(三戸ヵ)i原四郎見

新野(入野)内蔵助重忠 天正3.1.1 渡源四郎 毛375
天正9.12.12 新野内蔵助 『広島JV村山帳1く志芳掘〉 宗像弥四郎

贈村山家返輩写 天正3.1.1 宗像弥四郎 毛375
野尻平左衛門尉官次 宗像兵部大夫明広

天正9.12.12 野尻平左衛門尉 『広島JV村山帳ー1く志芳堀〉 婚村山家返章写
同'" 贈村山家返章写 室田与三右衛門尉

野尻内蔵大夫明善 天正3.1.1 室田与三右衛門尉毛375
天正9.12.12 野尻内蔵大夫 『広島JV村山帳1く君、芳堀〉 森清右衛門尉

贈村山家返章写 天正9.12.12 森清右衛門尉助 『広島JV村山帳 lく雲州熊野〉
野尻彦右衛門明甚 矢田宗兵衛尉

贈村山家返章写 天正9.12.12 矢田宗兵衛尉 『広島Jv村山帳1く雲州熊野〉
野尻木工允明秀 矢田

贈村山家返章写 天正9.12.12 矢田 『広島Jv村山帳lく備中松山〉
野尻太郎兵衛信直 矢田東市允明貞

贈村山家返章写 贈贈キ村T山家返章写
贈村山家返章写 山家返章写

野尻太郎兵衛尉信栄 山田

贈村山家返章章写 天文10.1.13 山田 毛287
贈村山家返写 山田新文四郎

野尻土佐守吉直 天 10.5.12 山田新四郎 譜録く羽仁七郎右衛門君雄>-1
贈村山家返章写 山田十郎兵衛
贈村山家返章写 天正9.12.12 山田十郎兵衛 f広島JV村山帳 1<志芳堀〉

野瀬小次郎 山田十郎左衛門尉明泰
天文10.5.12 野瀬小次郎 譜録く羽仁七郎右衛門君雄〉ー1 婚村山家返章写

原田助七郎 贈村山家返章写
天正3.1.1 原因助七郎 毛375 結城 j、七郎

東村藤右衛門尉 天正3.1.1 結城小七郎 毛375



-.10.1 江山新蔵人丞 『広島Jv今川家文書く阿曾沼

弘阿曾秀沼→氏広秀(-慶長 2没)→元秀(-慶長 E没)→元郷(-慶長自没)
文書〉・3

江山弥五郎
永禄13.4.17 江山弥五郎 毛374

井上宗右衛門尉 江山助二郎
天文21.7.26 井上宗右衛門尉 閥35阿曾沼二郎三郎-9 永禄13.4.17 江山助二郎 毛374
弘治1.3.23 井上宗右衛門 譜録く阿曾沼内記秀明〉平 小田村彦五郎

弘治1.3.23 井上宗右衛門 譜録く阿曾沼内記秀明>-8 天正3.1.1 小田村彦五郎 毛375
弘治1.3.26 井上宗右衛門 譜録く阿曾沼内記秀明〉・9 兼時兵部允

12.22 宗右衛門尉 譜録く阿曾沼内記秀明〉ー17 永禄13.4.17 兼時兵部允 毛374
井上源右衛門尉 久世小四郎

天文21.7.26 井上源右衛門尉 閥35阿曾沼二郎三郎4 天正3.1.1 久世小四郎 毛375
6.20 源右衛右門尉衛 閥35阿曾沼二郎三郎-3 熊野佐渡守

ー3.9 井源上右衛源 門尉 譜録く阿曾沼内記秀明〉ー5 天文21.7.26 熊野佐渡守 関35阿曾沼三郎三郎』

ー3.10 門 譜録く阿曾沼内記秀明>.6 熊野藤四郎

ー7.2 井i原 譜録く阿曾沼内記秀明〉ー13 永禄13.4.17 熊野藤四郎 毛374
ー7.3 井i原 譜録〈阿曾沼内記秀明〉ー.26 熊野彦四郎

-.5.1 井上源右衛門 譜録く阿曾沼内記秀明〉・.21 永禄13.4.17 熊野彦四郎 毛374
3.10 井上源右衛門尉 「広島Jv今川家文書く阿曾沼 天正3.1.1 熊野彦四郎 毛375

文書>-2 熊野二郎三郎

ー10.16 井i原 「広島JV今川家文書く阿曾沼 永禄13.4.17 熊野二郎三郎 毛374
文書写〉ー2 熊野木工助 ~ 

井上源七 天正3.1.1 熊野木工助 毛375
.5.26 井上源七 「広島JV今川家文書く阿曾沼 熊野三郎左衛門尉

文書>-1 天正3.1.1 熊野二郎左衛門尉毛375
井上右京亮 熊野与太郎

永 禄13.4.17 井上右京亮亮 毛374 天正3.1.1 熊野与太郎 毛375
天正3.1.1 井上右京 毛375 黒瀬彦三郎

井永上禄二郎左衛門 永禄13.4.17 黒瀬彦三郎 毛374
13.4.17 井上二郎左衛門毛374 警固屋市介

井上藤左衛門 永 禄13.4.17 警固屋市介 毛374
永 禄13.4.17 井上藤藤左左衛衛門 毛374 甲田内蔵丞貞安
天正3.1.1 井上 門 毛375 -.9.20 甲田内蔵丞 譜録く阿曾沼内記秀明>-14

井上藤三郎 才長右衛門尉

天正3.1.1 井上藤三郎 毛375 天正3.1.1 才長右衛門尉 毛375
井上小太郎 重富兵部丞

天正3.1.1 井上小太郎 毛375 天文21.7.26 重富兵部丞 閥35阿曾沼二郎三郎-9
牛尾四郎次郎 新辺又四郎

天文21.7.26 牛尾四郎次郎 閥35阿曾沼二郎三郎8 永禄13.4.17 新辺又四郎 毛374
天正3.1.1 牛尾四郎次郎 毛375 竹下弥四郎

江丸縫殿允 天正3.1.1 竹下弥四郎 毛375
天文21.7.26 江丸縫殿允 閥35阿曾沼二郎三郎-9 太郎丸掃部助

江山新蔵人丞 永禄13.4.17 太郎丸掃部劫 毛374
富長ill¥三左衛門尉



永禄13.4.17 富長源三左衛門尉毛374 永禄13.4.17 山崎藤四郎 毛374
富長与一 山根永禄内蔵助

天正3.1.1 富長与一 毛375 13.4.17 山根内蔵助 毛374
野尻内蔵助 吉野八郎兵衛尉

天文21.7.26 野尻内蔵助 閥35阿曾沼二郎三郎-9 天文21.7.26 吉野八郎兵衛尉関35阿曾沼二郎三郎-9
野村左近免 吉野九郎左衛門

天文21.7.26 野村左近允 関35阿曾沼二郎三郎』 永禄13.4.17 吉野九郎左衛門 毛374
永禄13.4.17 野村左近允 毛374 脇与右衛門尉

野村弥九郎 永禄13.4.17 脇与右衛門尉 毛374

野村永禄左衛13.4.門1尉7 野村弥九郎 毛374

枯出羽盛氏→元祐(-慶長6没)→元勝(-慶長14没)永禄13.4.17 野村左衛門尉 毛374
野村又四郎

天正3.1.1 野村又四郎 毛375 笠井助次郎
野村二郎兵衛尉 天文11.7.29 笠井助次郎 閥43-80

天正3.1.1 野村二郎兵衛尉毛375 河野孫三郎
野村淡路守 天文21.7.26 河野孫三郎 閥43-16

天正7.2.6 淡路守 『f広島JN野村文書ー2 小谷次郎兵衛尉
天正7.11.吉 野村淡路守 広島jN野村文書-3 天文11.7.29 小谷次郎兵衛尉閥43・80

野村太郎 小林新文五郎
天正7.2.6 野村太郎 『広島JN野村文書4 天 11.7.29 小林新五郎 閥43-80
天正7.11.吉 太郎 『広島JN野村文書-3 小林孫左衛門尉 a 

波多野弥介 天文11.7.29 小林孫左衛門尉閥43-80
永禄13.4.17 波波多多野弥介 毛374 竹内余三右衛門尉
天正3.1.1 野弥助 毛375 天文21.7.26 竹内余三右衛門尉閥43-16

波波多永多野七郎右衛門
土屋宗兵衛尉

禄13.4.17 波多野七郎右衛門毛374 天文11.7.29 土屋宗兵衛尉 閥43-80
野弥七郎 原小左衛門尉

天正3.1.1 波多野弥七郎 毛375 天文21.7.26 原小左衛門尉 閥43-16
福辺新右衛門尉 東左衛門尉

天正3.1.1 福 辺 新 右 衛 門 尉 毛375 天文21.7.26 東左衛門尉 閥43-16
三戸小四郎 永禄3.224 東左衛門尉 閥43-7

永禄13.4.17 三戸小四郎 毛374 永禄3.224 東左衛門尉 関43-8
三戸太郎右衛門尉 東左衛門尉 毛480

天正3.1.1 三戸太閤宿衛門尉毛375 東修理進
安富源左衛門尉 天文21.7.26 東修理進 閥43-16

天正3.1.1 安富源左衛門尉毛375 永禄32.24 東修理進 閥43ー7
山崎玄蕃允 永禄3.2.24 束修理進 閥43-8

天文21.7.26 山崎玄蕃允 閥35阿曾沼二郎三郎-9 東左京亮
山崎藤三 天文21.7.26 東左京亮 閥43-16

山天崎文藤右21衛7.2門6尉 山崎藤三 閥35阿曾沼二郎三郎・9 弘岡彦左衛門尉
天文21.7.26 弘岡彦左衛門尉関43-16

永禄13.4.17 山崎藤右衛門尉毛374 藤田助五郎
山崎藤四郎 天文11.7.29 藤回助五郎 閥43-80



三戸又六 永禄13.4.17 神代内蔵丞 毛374
天文11.7.29 三戸又六 関43-80 佐々木善左衛門尉

三戸与一左衛門尉 天正3.1.1 佐々木善左衛門尉毛375
天文11.7.29 三戸与一左衛門尉閥43-80 佐々部兵部少輔(宮千代)祐賢

安国刑部丞 大永永561025 佐宮々部宮千代 閥88山内i原右衛門4
天文11.7.29 安固刑部丞 閥43-80 大1.11 千代丸 閥88山内源右衛門石

安国新十郎 天文9.12.28 佐々部兵部少輔 閥88山内源右衛門・8
天文11.7.29 安国新十郎 閥43-80 天文10.1.21 佐佐々部兵部少輔 閥88山内源源右右衛衛門』

安国九郎五郎 天文23.8.10 々部兵部少輔関88山内 門ー10
天文21.7.26 安国九郎五郎 閥43-16 -.3.18 兵部少輔 閥88山内源右衛門 11

佐々部美作守家祐
宍戸氏 永禄11.5.9 佐々部美作守 閥88山内源右衛門 13
元源 ~天文11没)→隆家(-文禄 1没)→元秀(-慶長 2没) 永禄11.7.19 佐々部美作守

閥8813884山山浦内内四源ill¥郎右右兵衛衛衛門門4-ー天正3.3.27

佐々部部部部美美美美作作作作守守守守

間 14
赤穴彦衛門尉 天正3ヵ.526 佐々 閥山源右衛門 15

天正3.1.1 赤穴彦衛門尉 毛375 天正5.8.19 佐々 閥88山内源右衛門 12
浅原助十郎 天正10ヵ8.23 佐々部 守守 間88山内源右衛兵衛門ー堅16雄

永禄13.4.17 浅原助十郎 毛374 -.2.12 佐々部美作 譜録く岡六郎 〉ー1
浅原木工允 佐々部美濃守

天正3.1.1 浅原木工允 毛375 天正3.1.1 佐々部美濃守 毛375
浅原二郎右衛門尉 佐々部民部丞

天正3.1.1 浅原三闘宿衛門尉毛375 天正3.1.1 佐々部民部丞 毛375 $ 
石丸孫七郎 山東新兵衛尉

天正3.1.1 石丸孫七郎 毛375 天正3.1.1 山束新兵衛尉 毛375
井上市允 庄原左近大夫

天正3.1.1 井上市允 毛375 永禄13.4.17 庄原左近大夫 毛374
大窪民部允(丞) 天正3.1.1 庄原左近大夫 毛375

永禄13.4.17 大窪民部允 毛374 庄原七郎次郎
天正3.1.1 大窪窪民部丞 毛375 天正3.1.1 庄原七郎次郎 毛375
天正3.3.27 大民部丞 閥88山内源右衛門 14 周永囲彦禄二郎

奥垣内小左衛門尉 13.4.17 周回彦二郎 毛374
天正3.1.1 奥奥垣垣内小左衛門尉毛375 周囲彦兵衛尉
-.4.19 内小左衛問尉『広島JV乃美文書正写 35 天正3.1.1 周回彦兵衛尉 毛375

賀屋左馬助 周囲四郎兵衛尉
天正3.327 賀屋左馬助 閥88山内源右衛門ー14 天正3.1.1 周囲四郎兵衛尉毛375

木原彦右衛門尉 世良孫十郎
天正3.1.1 木原彦右衛門尉毛375 天正3.1.1 世良孫十郎 毛375

木原平左衛門尉 高水左馬允
天正3.1.1 木原平左衛門尉毛375 天正3.1.1 高水左馬ブb 毛375

木原助左衛門尉 瀧口右衛門尉

天正3.1.1 木木原原E助E左口衛(三門郎尉カ 毛375
天正3.1.1 瀧口右衛門尉 毛375

木原口口口(三郎カ 田中新五兵衛
天正3.1.1 *J.il(ITIJ (=~~:IJ )毛375 天正3.1.1 国中新五兵衛 毛375

神代内蔵丞 中所(宍戸)少輔四郎(掃部助)元久



天正3.1.1 宍中戸所掃少輔部助四郎 毛375 江木新市郎(和泉守)弘真
元久関86中所喜平治 江木泉新守市郎弘真 閥13

宍戸掃部助元久閥93中所惣兵衛 和 問129江木与一右衛門
中村刑部丞 万治2.8.11 江木門尉) 山432

天正3.1.1 中村刑部丞 毛375 河北六郎次郎(孫右衛 俊奥
天正5.8.19 中村知j部丞 閥88山内源右衛門ー12 河北六郎次郎;俊興関13

中村宗兵衛尉 天文20.4.29 河北六郎次郎 毛関112i可北孫左衛門 1
天正3.1.1 中村宗兵衛尉 毛375 河北六郎次郎 626 

中村又三郎 永禄5.4.9 河北孫右衛門尉閥94松田治右衛r，・2
天正3.1.1 中村又三郎 毛375 永禄5.4.9 かわきた 閥94松田治右衛門・5

中村波天左助E衛右3.3衛門27二門尉
9.2 i可北孫右衛門尉 閥105河北長左衛門ー1

中村助右衛門尉閥88山内源右衛門ー14 万治2.8.11 河北 山432
難郎 河面兵部少輔通友

天正3.1.1 難波左衛門二郎毛375 天正7カ.12.20 河函兵部少輔 閥13-36
深瀬源三 天正14.2.12 何面兵部少輔通友関13-57

天正3.1.1 深瀬i原三 毛375 i可面
深瀬兵庫助 天正12.5.16 河面 関13-79

天正3.1.1 深瀬兵庫助 毛375 河面兵部大夫
宮川小二郎 -.12.2 1 i可面兵部大夫 山409

永禄13.4.17 宮川小二郎 毛374 岸又左衛門尉
山田助四郎 万治2.8.11 岸又左衛門尉 山432
天正3.1.1 山田助四郎 毛375 熊野藤左衛門尉 :s 

米原内蔵丞 佐藤万対治2馬.8.11 熊野藤左衛門尉山432
天正3.1.1 米原内蔵丞 毛375

周善 万治2.8.11 佐藤対馬 山432
天正3.1.1 周 善 毛375 世良与三

世良与三 閥13
豊山内氏 伊達某

遇→隆適(-天IE14没)→元通(-天正7没)→広通(-寛永 8没) 伊達某 閥13
田中

一木太郎左衛門尉 永禄11.3.2 田中 閥13-290
万治2.8.11 一木太郎右指f門尉山432 田中五郎兵衛(豊後守)成政(政重)

今回惣左衛門尉久景 田中五郎兵衛 閥13
今回惣左衛門尉久景閥13 天文19.12.26 田中五郎兵衛尉閥86田中神五郎-20

宇多賀炊右衛門 田中五郎兵衛尉毛624
宇多賀炊右衛門 関13 天文23.6.11 田中五郎兵衛尉 閥86田中神五郎主

宇高小右衛門尉 天文23.10.12 五郎兵衛尉 閥86回中神五郎-5
万治2.8.11 宇高小右衛門尉山432 弘治3.2.19 田中五郎兵衛尉関86田中神五郎ー7

宇野又七郎通武 万治2.8.11 田中 山432
.. 宇野又七郎通武閥13 田中三郎右衛門

宇野永野禄左下5総兵Y守衛9尉 宇野下絵、守
田中中三三郎郎右右衛衛F門 閥13

閥13-359 万治2.8.11 回 司尉山432
字 通治 田中豊前守経政

天正14.2.12 宇野左兵衛尉通治閥均一57 ー.7.12 田中豊前守 関節目中神五郎4



天文23.10.12 田中豊前守 関節目中神五郎ー5 万治2.8.11 堀江与一左衛門 山432
-.2.17 田中豊前守 山551 堀江左近允

-.6.1 田中豊前守 関86田中神五郎ー1 天正16ヵ周5.15 堀左近 『広島JN入谷文書 1
-.12.20 田中豊前守 関86田中神五郎 6 真柴源次兵衛尉

ー.1.28 回中豊前守 閥遺2の3田中甚五郎-1 万治2.8.11 真柴源次兵衛尉山432
田中宗左衛門尉 三河内

元亀3.7.27 田中宗左衛門尉山399 天正12.5.16 三河内 閥13-79
谷淡路 三河内肥後守

万治2.8.11 谷淡路 山432 三河内肥後守 閥13
谷玄蕃允 三河内弥四郎
-.12.12 谷玄蕃允 山554 2.17 三河内弥四郎 山551

滑 天正2閏11.12 弥四郎 閥130渡辺仁右衛門 5
天正12.5.16 滑 閥13-79 三河内平三左衛門尉

滑平四郎通恒 -.6.4 三河内平三左衛門尉山260
永 禄5.7.9 滑平四郎 閥13-359 4.25 三河内平三左衛門尉山406
-.4.27 平四郎 山407 -.4.26 三河内平三左衛門尉山270
天正8.2.30 滑平四郎通恒 山411 -.4.27 三河内平三左衛門尉山407
天正14.2.12 滑平四郎通恒 閥13-57 -.5.21 三河内平三左衛門尉山408

滑(良)兵庫助通泰 天正7ヵ. 9.15 三平 関13-29
永 禄12.5.7 滑良 閥158山県源六4 天正8.2.30 三河内平三左衛門尉山410
元亀3.7.4

兵兵庫庫助助
山398 三河内治部丞(三河守、平左衛門尉)通忠

元亀3.7.24 山413 4.17 通忠 山267 s 
天正4.9.13 兵兵庫庫助助

山400 .4.17 通忠 山323
天正4.10.3 関13-297 4.17 通忠 山405
天正4.10.20 御同名 閥13-299 -.4.25 通忠 山406
-.4.17 通泰 山267 ー4.26 通忠 山271
-.4.17 通泰 山323 -.4.26 三河内平左衛門尉山324
4.17 通泰 山405 4.27 三河内治部丞通忠山417
4.26 通泰 山271 5.21 通忠 山408
-.4.27 滑通泰兵庫助通泰 山407 天正2.9.5 三河守通只 『広島JN井西文書2
-.5.21 山408 天正2問11.12 三河内治部大夫閥130渡辺仁右衛門 5
天正8.2.30 滑兵庫助通泰 山411 天正8.2.30 三河内治部丞通只山410

乃木四郎兵衛 天正8.2.30 三河内治部丞通只山411
乃木四郎兵衛 閥13 天正12.11.8 通忠 『広島JN児玉文書ー7

林四郎兵衛尉 天正17.11.17 通忠 『広島JN井西文書・3
-.5.21 林四郎兵衛尉 山408 慶長9.12.10 三i可守 山422

原但馬守近高 万治2.8.11 三河内三河守 山432
原但馬守近高 閥13 ー12.12 三河内三河守 山554

福万新九郎喜久 三河内弥十郎通亮
福万新九郎喜久閥13 -.2.8 弥十郎 山401

堀江竹阿弥 ー2.8 弥十郎 山402
堀江竹阿弥 閥13 -.4.27 弥十郎 山417

万治2.8.11 堀江竹阿弥 山432 天正2.9.5 治兵衛尉通亮 『広島JN井西文書2
堀江与一左衛門 天正8.2.30 三河内弥十郎通亮山410



天正8.2.30 三河内弥十郎通亮山411 湯平 譜録く湯川三郎左衛門常春>-7
天正17.11.17 通亮 『広島JN井西文書3 -.3.21 湯平 関163波多野源七ー2

宮内木工助正秀 天正10カ.10.24 湯平 閥32赤川勘解由 19
-.521 宮内木工助 山408 天正11.2.12 湯平左 関係湯川平左衛門-6
天正12.11.8 正秀 『広島JN児玉文書1 天正15.2.4 湯平 『広島Jv久芳文書ー5

宮内久兵衛 天正15.2.30 湯平 閥12泊三上喜左衛門 34
万治2.8.11 宮内久兵衛 山432 天正15.3.25 湯平左 閥68湯川平左衛門-12

宮崎太郎左衛門尉 天正17.4.20 湯川平左衛門尉寺社証文29山口多賀-10
万治2.8.11 宮崎太郎左衛門尉山432 天正17.6.6 湯川平左衛門尉寺社証文22防府国分寺 64

門田大炊 天正17.6.6 湯川平左衛門尉寺社証文23防府国分寺ー114
門岡大炊 閥13 天正17.6.13 湯川平左衛門尉 閥遺3の2瀬戸崎後藤仁左衛門家

矢万田治谷2壱8岐11守通成
門田大炊 山432 蔵-1

天正18カー 湯平 閥76赤川忠右衛門 2

矢田岐岐谷守守壱通通岐成成信重成 閥13
天正19ヵ9.19 湯川平左衛門尉閥74-96

壱 閥106.入谷i原太郎 -.5.22 湯平 閥68湯川平左衛門 10
壱 通 関106入谷五兵衛 一7.13 湯川平左衛門尉 閥68湯川平左衛門 14

入谷善三郎正三 -.2.10 湯平左元常 寺社証文22防府国分寺町
天文10.1.22 入谷善善三郎 『広島JN入谷文書-3 涌喜
天文10カ 1ヵ29 入谷三郎 『広島JN入谷文書4 天文22.12.4 涌喜 閥13-3
天文19.2.17 入谷善善三郎 『広島JN入谷文書7 天正10ヵ8.23 涌喜 閥88山内源右衛門・16
永禄2.8.12 八谷三郎 山548 i由喜弥七郎通良
-.10.- 入谷善三郎 f広島JN八谷文書-2 天正14.2.12 涌喜弥七郎通良閥13-57 te 

湯川源三(平左衛門尉、甲斐守)元常 丹後
湯河源三元常 関13 天正7ヵ9.15 丹後 閥13-29

4.6 湯河源三 閥68湯川平左衛門-2 天正8.9.6 丹後 閥13-70
由主27 湯川源三 関係湯川平左衛門一1
永禄11.9.28 湯川i原三 閥68湯川平左衛門-4
-.1.28 湯源 閥68湯川平左衛門-3

小〈く(天早竹;百文川原回1 氏永禄12ヵ 11.10 湯平 閥68湯川平左衛門-8 → 13-文禄 4) 

天正6.3.9 湯川平左衛門尉 閥68湯川平左衛門ー5 〉〉目~興E文景平禄((~4大)天永文日12天)文隆12崇)→(繁天平文 (天文12-天文19)→陸景

天正8.2.27 湯平 閥68湯川平左衛門ー7
天正8.9.5 湯川平左衛門尉閥68湯川平左衛門-11
天正9.12.12 湯川平左衛門 『広島Jv村山帳ー1<下よし 天野木工允武弘

た〉 天野木工允 ノj、473
ー12.6 湯川平左衛門 閥39桂普左衛門 24 永禄12.7.17 天野木工助 閥123野村作兵衛 17
-.2.20 湯平左 譜録く湯川三左郎左衛衛門安門常春〉ーl 天野五郎
-.2.25 湯平 譜録〈湯川喜 }it'，>ー1 永禄4.328 天野五郎 毛403
-.3.3 湯平左 閥68湯川平左衛郎郎左左門-13 永禄4閏3.1 天野五郎 毛403
-.3.6 湯川平左衛門尉譜録く湯川三 衛門常春〉ー2 荒谷内蔵丞吉長

-.4.21 湯平平左 譜録く湯川三 衛門常春>-3 天文23.12.13 荒谷内蔵丞 『広島』町荒谷文書-3
ー.6.15 湯 関68湯川平左衛門-9 永事王7.1.5 荒谷内蔵丞 『広島JN荒谷文書4
ー.7.5 湯平左 譜録く湯川三郎左衛門常常春春>-4 荒谷善五郎勝長
ー.12.13 湯平左 譜録く湯川三郎左衛門 〉占 永事王7.1.5 荒谷蕃五郎 『広島JN荒谷文書4

湯平 譜録く湯川三郎左衛門常春>-6 天正5.5.20 荒谷善五郎 「広島JN荒谷文書5



有国二郎左衛門尉 天正11.1.2 有田右京亮 4、475
永 禄2.1.8 有国二郎左衛門尉小473 天正12.1.2 有国右京亮 4、475

有国大郎左衛門尉 天正13ヵ2.26 有右 閥22-43
永 禄2.1.8 有国二郎左衛門尉小473 有国三郎

有国二郎郎左左衛衛門尉小475 有国三郎 4、475
天正4ー 有国二 門尉小475 天正4.-.- 有国三郎 4、475
天正6一一 有国二郎左衛門尉小475 天正5.-.- 有国三郎 4、475
天正11.1.2 有国二郎左衛門尉小475 天正6.-.- 有国三郎 4、475

有田加賀守 天正11.1.2 有国三郎 4、475
永 禄4.2.5 有国加賀守守守

4、473 有国市免
永 禄4.3.27 有国加賀 毛403 天正12.1.2 有田市免 4、475
永 禄4.3.28 有国加賀 毛403 天正13一一 有田市允 4、475

永永禄禄44.閏3.1 有国加賀守 毛403 有国十次郎
問3.5 有田加賀守 毛403 -.5.8 有国拾次郎 閥168山本宇兵衛 1

永禄5カ.1.10 有加 閥31-47 ー5.1 有田十次郎 閥168山本宇兵衛2
永禄5ヵ11.5 有田加賀守 閥31-93 有地

永永禄禄55ヵ11.12 有加 閥31-98 天正13一一 有地 4、475
カ11.12 有田加賀守 関31-88 有地少輔五郎

永禄5ヵ11.12 有国加賀守 間31-89 永 禄4.3.27 有地少輔五郎 毛403
永禄5ヵ11.13 有国加賀守守 閥31-96 永 禄4.3.28 有地少輔五郎 毛403
永禄5ヵ11.17 有国加賀 関31-90 粟屋小次郎景勝
永禄5ヵ11.18 有加 関31-85 永禄1.7.17 粟屋小次郎 閥161岩武十左衛門 3 a 
永禄5ヵ11.18 有加 間31-91 粟屋小二郎(雅楽先、河内守)盛忠(元利)

有田加賀守 4、473 粟小二 毛584
有国加賀守 4、473 永 禄4.3.28 粟屋小次郎 毛403

永 禄12.3.8 有国加賀守 関108赤川勘兵右衛衛 19 永 禄4.閏3.1 粟屋小次郎 毛403
天正2閏11.25 有賀 閥119白井又 門4 粟屋小二郎 ノj、473

有田加賀守 4、475 -.4.19 粟小 閥57飯回平右衛門 27
有田右京亮(助)景勝 永 禄8.3.12 粟小盛忠 『広島JlV三原城城壁文書(楢

永 禄11γ 有回右京助 4、473 崎寛一郎氏旧蔵) -9 

有田右京京京京亮亮亮亮

4、473 -.4.10 粟雅 閥145岡与左衛門之

元 亀1.5.14 有田右 閥123野村作兵衛 20 粟屋雅楽允 ノj、475
有田右 4、475 粟屋雅楽允 4、475

天正4. 有国右 4、475 天正4.-.- 粟屋雅楽允 4、475
天正5.-.- 有有国右京亮 ノl、475 天正5.-.- 粟屋雅楽先 4、475
天正6ー 田右京京亮亮 4、475 天正6.-.- 粟屋雅楽允 4、475
天正7.-.- 有田右 4、475 天正7.-.- 粟屋雅楽允 4、475

有右 4、475 粟雅 4、475
天正9.1.16 有右 閥112小倉源右衛門4 天正9.12.12 粟屋雅楽允 『広島JV村山帳1く高山之分〉
天正9.12.12 有国右京亮 『広島JV村山帳ー1く小坂〉 天正11.3.3 粟雅 閥57飯田平右衛門-21
天正10.1.2 有田右京亮 ノJ、475 天正13.11.9 粟雅 関17-28
天正10ヵ3.24 有右 関22-37 天正14・ー 粟屋雅楽允 ノj、475
天正10ヵ.4.10 有右 閥22ト68 9.26 粟雅 関136礎兼求馬一11
天正10.4.28 有田右京進 閥22-38 ー.11.8 粟雅 譜録く磁兼求馬景秋〉ー15



-.12.6 莱雅主 譜録く乃美字右t山衛家門返国主輿>-5 天正10.1.2 飯田讃岐守守 4、475
ー12.21 盛忠 『広島Jv贈村碕神山 章ー11 天正10.1.17 飯田讃岐 原『広高島等J学W校三所原蔵城)城壁文書 (三
慶 長1ヵ.6.18 粟屋河内守 『広島JN糸 社文書一1 ー10

粟屋四郎兵衛尉景雄 天正1010.1 飯田讃岐入道 『広島JN楢崎文書 13
天正9.12.12

粟屋四郎兵兵兵兵兵衛衛衛衛衛尉尉尉尉尉 『広島Jv村山帳ー1<高山之分〉
5.6 飯讃 閥51475飯岡田与平左右衛衛門F40 

天正10.1.2 粟屋四郎 小475 -.8.29 飯田三位入道 関 門-3
粟屋四郎 『広島Jv村山帳』 -.5.29 三 位 関57飯田平右衛門ー7

天正11.1.2 粟屋四郎 小475 ー2.3 飯 三 関57飯田平右衛門 22
天正12.1.2 粟屋四郎 小475 -.12.3 飯 讃 閥57飯田平右衛門 23
天正15.12.8 粟四兵 閥104-53 ー7.11 飯 讃 閥57飯田平右衛門 26
天正17.12.13 粟四兵 閥50飯田与一左衛門(伊賀)-7 4.19 

飯飯讃讃
閥57飯田平右衛門・27

文禄2.6.7 粟屋四郎兵兵兵衛衛衛尉尉尉 閥22-73 -.6.30 閥57飯田平平右右衛衛門-28
文 禄2.6.7 粟屋四郎 閥125井上弥兵衛-6 -.8.25 飯 讃 閥57飯田 門・30
慶 長2.8.12 粟屋四郎 『広島JN米山寺文書8 -.4.9 飯讃 譜録く磁兼求馬景秋>-9
慶長2.12.6 粟屋四郎兵衛尉景雄毛1191 -.12.2 飯 讃 譜『広録島くj犠兼求馬景秋〉ー17
慶長4ヵ1.25 粟四兵景雄兵衛 関遺1の竹1重三見郎孫右右衛衛門門225 -.2.23 飯田三位入道 V飯田文書石

慶長5.9.3 粟屋四郎 関126島28佐嶋』 11.17 飯田三位位 『『広島Jv飯田文書-8
一.1.12 莱四兵 末与三・10 -.3.12 飯田三草継 広島Jv贈村山家返章ー13
ー.5.30 粟屋四郎兵衛景雄閥『広1島 V贈村山家返章-10 飯田さぬき 『広島JV村山帳ー2
慶長ι11.8 四郎兵衛 毛1203 天正11.1.2 飯田讃岐守 4、475
慶 長6.問11.15 四郎兵衛 毛1204 天正11.3.3 飯讃 閥57飯田平右衛門-21

飯田三位(讃岐守)尊継 天正12.1.2 飯田讃岐守 A、475 。に1)

天文23.10.14
飯三三位位田房三位噂継

関『広57E飯田平右衛門ー14 天正13一一
飯田讃讃三位岐岐守守尊

ノj、475
弘治2.11.5 島JV飯田文書ー2 天正14一一 飯田 4、475
九1.24 「広島 V飯田文書-3 文禄2.3.12 飯田 継 『三原市史』村山文書

九1.28 三位 「広島JV飯田文書4 生ロ刑部丞景守
永禄9.12.4 三位 閥57飯田平右衛門-6 天正4.7.15 生口刑部丞景宮守松毛338
永禄11カ 2.29 飯三 閥57飯田平右衛門ー29 磁兼(末長)左近大夫(又三郎、 )景136道磁兼
元亀2.9.3 飯 讃 閥57飯田平右衛門-5 天文2.10.16 宮松丸 閥 求馬-45
元亀2.9.17 飯田三位 閥57飯田平右衛門4 3.7 宮松 閥136議兼兼求馬一39
天正4.-.- 飯田三位 4、475 天文4.6.14 議兼官松 関136磁求馬 40
天正5.-ー 飯田三位 ノj、475 天文8.12.13 磯兼又三郎 閥136磁兼求i罵 41
天正6ーー 飯三 ノj、475 12.13 

議末末兼長長又三郎
閥136犠兼求馬-42

天正7.-.ー 飯讃 4、475 天文16.5.3 又三郎 閥136磯兼求馬-8
天正7.6.12 飯田讃岐入道 間57飯田平右衛門一15 天文16.5.9 又三郎 閥136磯兼兼求馬馬-1 
天正7.6.12 飯田讃岐入道 調57飯田平右衛門-16 天文16.5.9 末長又三郎 関136磁求 3
天正8.8.19 飯讃 閥136議兼求馬-17 天文19.閏5.6 末長又三郎 閥136磁兼求馬・9
天正8.11.3 飯田三位 閥57飯田平右衛門 1 天文20.3.28 末末永又三郎 譜録〈磁兼求馬景秋>-3
天正9.6.1 飯田讃岐入道 閥57飯田平右衛門-12 天文20.3.28

長又三郎 関136金6犠磁山兼兼清求求兵馬馬衛-ー71-0 9 天正9.6.1 飯田讃岐入道 閥I広57E飯田平右衛門ー13 天文23.10.19 末長又三郎景道関95
天正9.6.4 飯田讃岐守 島JEW氏三旧原蔵城)城壁文書(楢 天文24.10.20 末長左近大夫 閥13

崎寛一良 一8
弘弘治治244491 末磁左長左近近大夫 閥『広13島6犠』兼V求『馬芸4備郡中士筋者書

天 正9.7.18 == 位位 閥57飯田平右衛門-25 大 夫
天正9.10.14 閥57飯田平右衛門-24 出』所収文書ー20



永禄4.2.5 犠兼長左左近大夫 4、473 ..5.16 議 左 閥136磯兼求馬.34
永禄4.3.28 末末 近太夫 毛403 5.17 磯左 閥136犠兼求馬 35
永禄4閏3.1 長左近大夫 毛403 ..4.17 磯左 閥136磯兼求馬-36

永永禄禄44閏閏33.54 末末長左近大夫 毛403 2.10 景道 『f広広島1N千葉文書4
長左近大夫 毛403 ..9.22 景道 島JN千葉文書石

永禄5.5.5 景道 『広島JN仏通寺文書-40 司 2.5 犠兼左近大夫 譜録〈議兼求馬景秋>-6
司 5.14 末永左近大夫 譜録く磁兼求馬景秋〉・1 -.3.8 磁左 詩録く議兼求馬景秋〉ー7
.4.14 磁左 諮録く犠兼求馬景秋〉ー5 -.4.8 議左 譜録く議兼求馬景秋>-8

議兼兼兼左左左近大夫
4、473 .4.9 犠左 譜録く磁兼求馬景秋>-9

磁 近太夫 4、473 司 5.6 議左 譜録く磁兼求馬景秋>-10
永禄11.-.- 礁 近大夫 4、473 .4.27 議 左 譜録く犠兼求馬景秋>-11

磁兼左近大夫 ノj、473 -.2.11 磁左 譜録く磁兼求馬景秋〉・12
議兼右近大夫 4、475 .4.17 磯兼左近大夫 譜録く議兼求馬景秋〉ー13

議議磁兼兼兼左左左近近近大大大夫夫夫
ノj、475 一.6.8 磁左 譜録く磁兼求馬景秋〉ー14

天正4 4、475 ..11.8 磁左 詩録く磁兼求馬景秋〉ー15
天正5一一 4、475 ー.11.18 磁左 誇録く磁兼求馬景秋〉ー16
天正5.3.6 議兼左近大夫 譜録く磁兼求馬景秋>-4 ー.12.2 磯 左 譜録く磁兼求馬景秋〉ー17
天正5.5.20 議兼左近大夫景道『広島JN荒谷文書ー5 ー.12.6 磁左 詩録く乃美字右衛門園奥〉ー5
天正5.5.22 議兼左近大夫景道関遺2の2国貞平左衛門-35 天正11問1.1 磁左 閥136磯兼求j馬-32
天正5.9.2 議兼左近大夫 『広島JN豊町歴史民俗資料館 天正11.閏1.14 磁左 閥136磁兼求馬-14

所蔵多国文書4 天正11.3.3 議左 閥57飯田平右衛門 21
天正6ょ 磁兼左近大夫 ノj、475 天正12.1.2 磁兼左近大夫 ノj、475 Eミ
天正7.-.

磁兼兼兼左左左近大夫
4、475 天正13.-.- 磁兼左近大夫 ノj、475

天正7.12.8 磁 近大夫 閥136議兼求馬-15 天正14 議兼左近大夫 4、475
犠 近大夫 ノj、475 天正16.8.20 議左 閥136磁兼求馬-38

天正8.8.19 議左 閥136磁兼求馬馬-17 末長

天正8.9.2 磁兼左近大夫 閥136磁兼求 -16 末長 ノj、473
天正8ヵ9.30 磁左 閥136議兼求馬・37 末長 ノj、475
天正9.12.12

犠磁議兼兼左左左近大夫
『広島Jv村山帳ー1く高山之分〉 末長 4、475

天正10.1.2 近大夫 ノj、475 天正4一一 末 長 ノj、475
天正10.3.3 閥136磁兼求馬-12 天正5.-.- 末 長 ノj、475
天正10.4.5

左議左近大夫
閥136磁兼求馬-18 天正6一一 末末長長

ノj、475
-.9.26 閥136議兼求馬一11 天正11.1.2 ノj、475
-.4.4 

議兼兼兼兼兼左左左左左近大夫

閥136磁兼求馬-29 天正13.-.- 末長 ノj、475
九4.7 議 近大夫 閥136磁兼求馬-27 天正14.-.- 末 長 ノj、475
-.4.10 磁 近大夫 閥136磯兼求馬-5 末長常陸介景盛

4.12 議 近大夫 閥136磁兼求馬-26 享禄3.12.28 末長常控介 関136磁兼求馬-44

-.4.21 磁兼近大夫 閥136議兼求馬ー28 享禄5.8.13 末長常陸介 関136議兼求馬-43
-.4.29 議兼左近大夫 閥136犠兼求馬-6 天文2.10.16 末長常陸介 関136犠兼求馬-45
..5.8 議兼左近大夫 閥136磁兼求馬ー25 ..8.13 末長庄四郎 譜録〈磁兼求馬景秋〉ー2
ー5.28 磁兼兼左左近大夫 閥136磁兼求馬・24 -.3.7 末長常陸介 関136磯兼求馬-39
4.8 礁 近大夫 関136磁兼求馬-30 -.1.26 末長常陸介 閥136磁兼求馬-2
-.6.17 議左 閥136磁兼求馬-31 末長常陸介 4、473
-.5.16 議左 閥136磯兼求馬ー33 末長源七郎



永 禄4.3.27 末長源七郎 毛403 永禄且5.9 井上又右衛門尉閥11-84

末永長禄源4次間郎3.2 
永禄9.5.5 井上又右衛門尉閥11-86

末末長長源源次郎 毛403 井上又右衛門尉小473
永 禄4閏3.4 次郎 毛403 永禄10.3.24 井上又右衛門尉春忠「広島Jv贈村山家返章』

末長三郎右衛門尉 永禄10.4.9 井上又右衛門尉閥11-80
末長三郎右衛門尉小473 永禄11... 井上又右衛門尉小473

末永(禄永13.4.17 末長三郎右衛門尉毛374 永禄11.4.4 井上又右衛門尉閥11・98
)孫 元亀1ヵ6.13 井上又右衛門尉春忠閥1441同玄寺-19

..5.16 末孫 閥136犠兼求馬 34 元亀1ヵ6.13 井上又右衛門尉春忠嗣144i同玄寺ー.20

市永来禄新左13衛.4.1門7尉
元亀1ヵ9.11 井上又右衛門尉閥115-104

市来新左衛門尉毛374 井上又右衛門尉小473

市坪助三郎 11.22 井上又右衛門尉閥11-73

..9.26 一坪助三郎 ノj、474 元亀2.4.3 井上又右衛門尉閥115-8

永禄13.4.17 市坪助三郎 毛374 元亀25.22 井上又右衛門尉閥遺3の1重見孫右衛門-81

糸永井式禄2部1少8輔
元亀2.8.28 又右衛門尉 閥31-37

糸井式部少輔 ノj、473 元亀3.閏129 又右衛門尉 関76赤川J忠右衛門・7

伊藤次郎右衛門長久 天正1.4.26 井上又右衛門尉春忠閥123野村作兵衛 37

天文23.3.28 伊藤次郎右衛門 閥164山中伊右衛門』 天正1.9.12 又右衛門尉 閥117-37

伊藤弥四郎長明 元亀4.10.2 井上又右衛門尉閥11-79

天正10.4.29 伊藤弥四郎 閥164山中伊右衛門 1 元亀4.10.2 井上又右衛門尉閥11-81
伊野(井野)右近入道 元亀4.10.2 井上又右衛門尉関11-85

天正11.1.2 伊野右近入道 4、475 元亀4.10.2 井上又右衛門尉閥11-87
H P、ー

天正12.1.2 井野右近助 4、475 元亀4.10.2 井上又右衛門尉閥11-88

井野休言 元亀4.10.2 井上又右衛門尉閥11-89

天正11.1.2 休言 4、475 天正1.12.12 井上又右衛門尉吉610

天正12.1.2 休言 ノj、475 井上又右衛門尉小475
天正13.... 休 言 ノl、475 井上又右衛門尉小475
天正14..ー 井野休言 ノl、475 天正4一一 井上又右衛門尉小475

井上又右衛門尉(伯香守)春忠 天正4.1.28 井上又右衛門尉関11-93

天文12.5.17 井上又右衛門 間11-72 天正4.7.15 井上又右衛門尉春忠毛338

天文24.10.20 井上又右衛門 閥11-76 天正4.7.26 井上又右衛門尉閥11-90
永禄1.11.2 井上又右衛門尉 『広島JV贈村山家証文4 天正4.7.28 井上又右衛門尉閥100-5

永永禄禄44332278 
井上又右衛門尉毛403 天正4.8.14 井又右 閥132村上太左衛門-16
井上又右衛門尉毛403 天正4.9.17 井上又右衛門尉関123野村作兵衛ー.22

永永永禄禄禄444.. A閑問2330..5 1 
井上又右衛門尉毛403 天正4.10.15 井上又右衛門尉閥11-50
井上又右衛門尉毛403 天正4.10.26 井又右 閥125井上弥兵衛4

井上又右衛門尉閥11-77 天正5.... 井上又右衛門尉小475

永 禄4.10.30 井上又右衛門尉閥11-78 天正5.5.20 井上又右衛門尉春忠『広島JN荒谷文書一5
永 禄4.11.17 井上又右衛門尉 閥28渡辺太郎左衛門-4 天正5.5.22 井上又右衛門尉春忠岡遺2の2固貞平左衛門会35

永 禄4ヵ 12.13 井上又右衛門尉 閥28渡辺太郎左衛門-5 天正5.7.19 井又右 閥102-105
永 禄5.1.26 井上又右衛門尉 閥28渡辺太郎左衛門 6 天正5閏7.18 井上又右衛門尉閥11-99

永禄邑9.27 井上又右衛門尉春忠商115-97 天正5閏7.22 井上又右衛門尉関11-91

永永禄禄5制.12.11.315 
井上又右衛門尉閥11-82 天正5.9.2 井上又右衛門尉 『広島』町豊町歴史民俗資料館

井上又右衛門尉閥11-83 所蔵多田文書4



天正5.11.5 井又右 閥102.33 .4.17 井上又右衛門尉春忠『広島JN三原城城壁文書(楢

天正6.-ー 井上又右衛門尉小475 崎寛一郎氏旧蔵)ー18
天正6.6.2 井又右衛門尉 関105清水右衛門ー1 -.9.29 井又右 『広島JV飯田文書7
天正7.10.5 春忠 関144洞玄寺ー13 、10.22 井上又右衛門春沼、譜録く白井友之進胤延>.8
天正7.12.11 井又右 関100.28 -.10.22 井又右春忠 譜録く白井友之進胤延>.9
天正8ヵ9.30 井又 閥136議兼求馬.37 、1.25 井上又右衛門尉春忠『広島JV贈村山家返章4
天lE9.12.12 井上又右衛衛門尉 『広島JV村山帳1く高山之分〉 井上又右衛門尉 『広島JV村山帳』
天正10.1.2 井上又右何尉小475 天正11.6.3 井又右 閥22.48
天正10ヵ2.16 井又右 関125井上弥兵衛 3 天正11.8.22 井又右 毛863
天正10ι18 井上又右衛門尉閥40末近九左衛門 2 天正12.1.2 井上又右衛門尉小475
天正10.10.1 井上又右衛門尉 『広島JN楢崎文書 13 天正12.1.11 井又右 毛862
天正10.11.15 井又 閥22.80 天正12.8.23 井上又右衛門尉春忠『広島JN横山文書ー7
天正10.11.17 井又右 閥22.81 天正12.12.10 井又右 関22.75
..5.6 又右衛門尉 閥145岡与左衛門 10 天正13. 井上又右衛門尉小475
ー2.23 井又右 閥11-25 天正13.1.17 井上又右衛門尉小431
-3.4 井又右 閥11-31 天正13ヵ2.2 井上又右衛門尉関134二階堂権大夫.6
ー10.8 井又右 閥11-94 天正13.2.11 井又 閥22.36
4.21 又右衛門 閥11.95 天王14.. 井上又右衛門尉小475
..12.1 井上又右衛門尉閥11.97 天正14.2.14 井又右 『広島JV乃美文書正写-36
..4.19 井又右 閥57飯田平右衛門.27 天正14.2.30 井上又右衛門尉小157
..7.27 井又右 閥17.24 天正14.12.12 井上又右衛門 閥11.96
-.7.23 井又右 閥22.57 天正14.12.20 井上又右衛門 関遺2の4山県平入品 ~ 
-.12.30 又右衛右門門尉衛尉 閥31.48 天正15.6.5 井又右 吉679
-.6.28 井上又 門尉関99.16 天正15.7.13 井上又右衛門尉育690
6.27 又右衛 閥123野村作兵衛 19 天正16.4.11 井上又右衛門尉春忠閥150臼杵平左衛門4
..11.2 井又右 吉別330 天正17.1.23 井上又右衛門尉春忠閥115.173
..3.8 井又右衛 譜録く磁兼求馬景秋〉平 天正19.閏1.7 井又右 閥5.25
2.24 

又右 門尉 譜録録112505くく内臼井乃杵藤上美新平孫字右左右兵衛衛衛衛門門勝門-ー63 政国〉ー7

天正19.12.20 井上又右衛門 間違2の2国貞平左衛門ー36
ー12.6 井又右 譜 興 >-5 文禄2.11.17 井上又右衛門尉春J忠『広島JN法常寺文書2
..3.19 井又右 閥 -.9.14 井上又右衛門春忠L閥91曾祢三郎右衛門』

..12.2 井上又右衛門尉春忠閥 ..12.18 井又右 関125井上弥兵衛.5

..1.5 
井又又上右右又衛衛右門門衛尉門春忠 閥遺2の1湯原文左衛門1

井又右衛門尉 『広島JN楢崎文書ー12
ー1.24 閥遺2の3湯原文左衛門♀ 5.30 井上又右衛門尉春忠『広島JV贈村山家返章・10
司 11.11 閥遺3の3大玉新右衛門家蔵書ー 12.21 春忠 『広島JV贈村山家返章ー11

13 慶長1ヵ6.18 井上伯者守 『広島JN糸椅神社文書4
..4.21 又右衛門尉 『広島JN田中文書・3 慶長1.8.6 井伯 閥遺2の2回貞平左衛門.26
..2.10 春忠 『広島JN千葉文書4 慶長1.11.4 井伯 閥遺2の2国貞平左衛門 30
9.22 春忠 『広島JN千葉文書・5 慶長1.11.4 井伯 閥遺2の2国貞平左衛門.31

一一6 又右衛門尉 『広島JN三原城城壁文書(三 慶長2.8.12 井上伯香守 『広島JN米山寺文書』
原高等学校所蔵)ー15 慶長2.12.6 井上伯香入道紹忍毛1191

..3.10 井又右 『広島JN三原城城壁文書(楢 慶長4カ.1.25 井伯入紹忍 閥遺1の1重見孫右衛門・25

崎『広寛島一j郎氏旧蔵)-2 慶長4.8.10 井伯 閥83重見与三左衛門-12
..4.12 井上又右衛門尉 N三原城城壁文書(楢 5.1 井伯香 浦52

崎寛一郎氏旧蔵)ー11 ー2.6 井上伯香守 閥83重見与三左衛門-11



-.10.10 伯香 毛1202

井慶上長弥左6閏衛1門1.1尉5利宅
伯香守 毛1204 天正10.5.3 鵜飼新右衛門尉 分閥『広4〉0島上』山座左衛門ー2

天正10.7.4 鵜飼新右衛門尉元辰 町三原城城壁文書(楢
永禄10.5.6 井上弥次門尉郎 閥125井上弥兵衛-8 崎f広寛島一』郎氏旧蔵)-7 
天正4.10.26 弥左衛 閥125井上弥五兵郎衛右4衛 天正10.10.1 鵜鵜飼新右衛門尉 町楢崎文書 13
ー.4.29 井弥左 閥117久芳 郎 右 門-51 -.7.27 新聞17-24
-.8.16 井上弥左衛門尉腐125井上弥兵衛4 5.16 

鵜鵜鵜新新飼新右衛門
譜閥録136く磁乃兼美求宇馬右3衛3門国輿〉石

-.6.24 日)井上弥左衛門尉閥125井上弥兵衛-9 -.12.6 
井上弥兵衛(弥二良 景家(景宅) -.6.10 閥134二階堂権大夫・5

天正4.10.26 弥二郎 閥f広125井』上弥兵衛4 -.12.2 鵜鵜鵜飼新新新右右衛門尉元辰閥150臼杵平左衛門 3
天正9.12.12 井上弥次郎 島 V村山帳4く舟木〉 ー3.16 末与治-5
天正10カ 2.16 井弥二 閥125井上弥兵兵衛衛・35 ー2.29 閥『広16島8永J N横田喰二氏旧蔵文

-.12.18 井弥兵 閥125井上弥 書-3
文禄2.6.7 井上弥兵衛尉 閥125井上弥兵衛ー6 .4.17 鵜飼新右衛門尉元辰『広島JN三原城城壁文書(楢
文禄3.7.5 井弥兵 間125井上弥弥兵兵衛衛ー72 崎「広寛島一j郎V氏天旧野蔵毛) ー18
慶長13カ.6.8 井上弥兵衛 閥125井上 .7.29 鵜新 利文書一1口7
慶長17.7.17 井上弥兵衛尉 閥125井上半右衛門ー1 う新 譜録く二宮太郎右衛門辰相〉ー

井寛上右永衛14.3門3尉盛貞
弥兵衛尉 閥125井上弥兵衛-13 20 

鵜飼 『広島Jv村山帳召

天正5.5.20 兵衛尉井上)右景衛貞門尉盛貞『広島』町荒谷文書・5 ー.6.20 鵜新 『広島Jv防長風土注進案3
井上弥四郎(孫 天正12.1.2 鵜飼新新右右衛衛門尉 小475

天正9.12.12 井上弥四郎 『広島Jv村山板一1く高山之分〉 天正13.-.- 鵜飼 門尉 小475 σp、3 

天iE11.12 井上弥四郎 4、475 天正14.一一 鵜鵜飼新新右右衛門尉 小475
天正13.-.- 井上孫兵衛尉 ノj、475 天正14.2.14 『『広広島Jv J'J美文書正写-36
-.5.6 井孫兵 譜録く磁兼求馬景秋〉ー10 天正15.5.9

鵜新 島j杵2WV国不村平貞左動山平衛家院左文蔵門衛書4証門書335 6 井上春阿弥 天正16.4.11
鵜鵜鵜飼飼飼新新新右右右衛衛衛門門門尉尉尉元辰閥『広15島0j臼天正且12.12 井上春阿ミ 『『広島Jv村山帳 1く高山之分〉 天正16.7.26

井上春阿弥 広島Jv村山帳』 天正19.12.20 閥遺2の
天正19.10.10 井上春阿弥 ノj、158 天正20.4.14 鵜新右 毛1041

岩打六郎右衛門尉 文禄2.11.17 鵜飼新右衛門尉元辰『広島』JW法常寺文書文1書 2
永禄13.4.17 岩打六郎右衛門尉毛374 慶文禄長41ヵ.4.25 鵜う新 『広島 町千葉

泉涌崎 カ6.18
う飼新新右衛門 『広島jの2NN国糸米貞碕山平神寺左社文衛文書門書8・2一51 泉涌崎 4、473 慶長2.4.3
鵜飼新右衛門 閥『広遺島2」泉涌崎(岩崎)大郎左衛門尉 慶長2.8.12

天iE5.-.- 岩崎武:郎左衛門尉小475 慶長2.12.6 鵜う飼新新右衛門入道紹違毛1191
天正6.- 泉涌崎大郎左衛門前小475 慶長4カ.1.25 閥遺1の1重見孫右衛門 25

鵜飼新右衛門尉元辰 慶長4閏3.28 鵜新右 閥128三上喜左衛門 17
永禄11ヵ2.29

鵜鵜鵜鵜新新新新右元辰

閥f広57島飯』田平右衛門ー29 慶長4閏3.28
鵜鵜う新新新

譜録く児玉七郎左衛門之遼>-3
天正6.9.13 V天野毛利文書-95 ー11.22
天正7.1.23 毛836 2.6 
天正8.6.8 閥51小川右衛門兵衛-27 11.26 鵜新元辰 間岡『時開広田3剖押臨初咽問〉Eす与V三三肝谷原浦薦山文左〉書衛件.24門1棚措1羽 (五
天正8.7.11 鵜鵜新彦 関115-63
天正9.10.14

鵜彦飼新右衛門尉 閥『広57島飯J回V平村右山衛帳門ー一12く4中郡坂之
6.24 鵜新 辰男

天正9.12.12 所



-.12.11 
鵜元新辰右 譜『『広広録島島くI』v日v毛野贈利勘村解家山文由家庫景返新征章整〉1理ー20 分3

.4.7 岡与三右衛門尉 『広島JV真継文書 19
8.21 永禄11.-.- 岡和泉守 4、473
-.5.30 永禄11.1.8 同泉 『広島JV乃美文書正写 27
ー7.3 鵜鵜飼飼新新右右衛衛門門E抗尉辰 『『『広島』』』 V贈村山家家返章章章4一-4423 4 永永禄禄11.5.6 同和泉守 関11-39
司 3.10 鵜飼新右衛門尉元辰広島 V婚村山 返 11.9.15 和泉守泉 閥92波多野i原兵衛-16
8.17 う志んもと辰 広島 V贈村山家返 岡和守 4、473

内海刑部丞 、4.10 岡和泉守守 閥145岡与与左左衛門 2

永永禄禄443問2381 
内海刑部丞 毛403 10.28 岡和泉 閥145岡 衛門 3
内海刑部丞 毛403 元 亀2.5.13 岡和泉守 閥96岡与三左衛門 4

永禄4関3.5 内内7海~J刑部丞
毛403 元亀2.9.17 同和泉守 閥57飯田平右衛門 4

-.7.30 ノj、141 元 亀3.1.27 同和泉守 閥96岡与三左衛門 3
内海JflJ部丞 4、473 元 亀3閏1.4 同和泉守 閥96岡与三左衛門 10

-.1.14 内刑 毛閥51 18-5 28 天正2.2.9 岡和泉守 閥96岡与三左衛門 9
ー2.9 内刑 同和泉守 4、475

岡与三左衛門(与次郎、和次泉守)就栄 岡和泉守守 4、475
享禄5.8.15 岡与郎 関145岡与左衛門 15 天正4.-.- 同和泉 4、475
天文9.9.12 岡与次郎 毛287 天正4.7.15

岡和泉守守守
毛338

天文9.11.22 毛287 天正5.-.- 岡和泉 4、475
天文11.7.14 関閥9161岡22与三左衛門 7 天正5.5.20 同和泉就栄 『広島JN荒谷文書5
-.12.2 与余岡岡与与三三左次次左衛衛郎郎門尉

天正5.522 岡和泉守守就栄 閥『広遺島2の2N国豊貞町平歴左1衛門・35
天文20.3.28 門尉尉 諮録く議兼求馬景秋>-3 天正5.9.2 同和泉 』 史民俗資料館
天文20.3.28 余三左衛門 『広島JV回坂文書・6 所蔵多田文書4 てp、F 

弘治1.3.23 岡与余三左衛門尉 譜録く阿曾沼内記秀明>-8 天正邑一一 同和泉守 ノj、475
弘治2ヵ9.20 岡 閥96岡与与三左衛門-2 天正7.ー 岡和泉守 ノj、475
弘治2ヵ10.11 岡与三左衛門尉閥96岡三 左衛門4 同和 ノl、475
弘治3ヵ4.16 与三左衛門尉 閥「広96島岡』与三左衛門-15 -.6.8 岡泉 譜『広録島くJ磁兼求馬景秋〉ー14
弘治3.8.16 岡与三左衛門尉就栄 W広島大学所蔵浦刈島 4.12 同和泉守 RW氏三旧原蔵城)城壁文書(楢

文書ー1 崎寛一良 ・11
弘永禄治3ヵ.8.26 岡与三左衛門尉 閥96岡与三左衛門-14 -.5.6 和泉守 閥145岡与左衛門』

1ヵ8.4 与三左衛門尉 閥145岡与左衛門4 -.5.6 和泉守景 閥145岡与左衛門-10
永禄4.2.5 岡与三左衛門 4、473 同与三左衛門(和泉守) 忠

永永禄禄443.閏.2382 岡与与与三左衛門尉 毛403 永禄10.4.17 岡余与次郎
閥145I岡岡N与与木左左下衛衛文門F.16 岡三左衛門尉毛403 -.5.6 岡 次郎自E 45 守9

永禄4閏3.4 岡三左衛門尉毛403 -.6.16 岡与二景忠 閥『広1島 郎氏所蔵文書ー5
永禄4閏3.5 関与余与三左衛門尉 毛403 -.8.3 岡与三左衛門尉 閥145岡与左衛門ー5

永永禄禄4574225 
間 三左衛門尉閥96岡与三左衛門-8 -.3.6 岡与与三左 閥145岡与与左左衛衛門ー11
同浦38 -.3.7 岡三左衛門 尉 閥145岡 門 12

-.8.29 同余与余三三三左衛門尉 閥57飯田Z与平左右衛衛門門一13 -.3.8 岡与余三三左左衛衛門 閥145岡与左衛門-6
-.9.1 同 左衛門尉 -.10.30 岡 門尉閥74-79
3.7 岡 左衛門尉閥『広14島5悶J N木下文郎氏所蔵文 4.25 岡余 閥『広74-島81 

書4 天正9.12.12 岡与三左衛門尉 島 JV村山帳ー1く高山之

岡与与三左衛門 小473 分〉
岡三左衛門尉小473 天正10.1.2 岡与三左衛門尉小475

3.20 就栄 『広島JV真継文書ー17 天正10.6.- 関与 閥104-92



天正11.1.2 岡与三左衛門尉小475 永禄1.11.2 桂右衛門大夫 『広島』』 V贈村山家証文4
天正12.1.2 岡与三左衛門尉小475 永禄2.11.20 景信 『広島 町仏通寺文書 37
天正13.-.ー 岡与三左衛門尉小475 永禄4.2.5 桂右衛門大夫 4、473
天正14.-ー 関与与三左衛門尉 小475 永永禄禄44332380 桂桂栓右右右衛衛衛門大夫

毛403
天正14.2.14

同 『広島』 与与V乃左左衛衛美文門門-書平8 正写 36
門大夫 毛403

天正14.11.15 岡与三左 閥145岡 永禄4.閏3.4 門大夫 毛403
天正14.11.16 岡与三左 閥145岡 永禄4.閏3.5 桂右衛門大夫 毛403
天正18カ.8.6 岡与三左 小拾II 永禄4.11.9 桂右衛門大夫 閥22-70
慶長15.3.19 岡与三左衛門尉 問145岡与左衛門ー17 永禄4.11.9 桂右衛門大夫 閥132村上太左衛門-ll
元和6.10.13 同和泉守 閥145岡与左衛門ー13 永禄5.5.5 景信 『広島JN所収仏通寺文書-40
元和7.5.7 和泉 閥63山県平八』 桂右衛門大夫 4、473
寛永四4郎2左23衛 和泉守 閥145岡与左衛門-14 桂右衛門大夫 4、473

岡崎 門尉 永禄10.3.10 桂右衛門大夫景信『広島Jv婚村山家返章ー22
永禄2.1.8 岡崎四郎左衛門尉小473 永禄IIー 桂右衛門大夫 4、473

岡崎孫九郎 ー.6.16 桂右衛門尉景信 『広島JN木下文郎氏所蔵文書5
岡崎孫九郎 IJ、473 桂右衛門大夫 ノl、473
岡崎孫九郎 ノl、475 桂右衛門大夫 4、475
岡崎孫九郎 4、475 桂右衛門大夫 4、475

天正4.-.- 岡崎孫九郎 4、475 天正4.-.- 桂右衛門大夫 4、475
天正6.-.- 岡崎孫九郎 4、475 天正5.-.- 桂右衛門大夫 ノj、475
天正7ょ 岡崎孫九郎 4、475 天正5.5.20

桂右衛門大夫景信 所閥f『広広遺蔵島島2多』のI回2IWV国文荒豊貞書谷町平4文歴左書史衛ー民5門俗-3資5 岡崎孫 ノj、475 天正5.5.22 桂右衛門大夫景信 ~、3 

天正IIカ..ー 岡崎崎孫九郎 ノj、473 天正5.9.2 桂右衛門大夫 料館
天正12.12 岡孫九郎 4、475

岡崎右衛門尉 天正旦閏3.9 桂右衛門大夫景信閥104-88
天正13.-ー 岡崎右衛門尉 4、475 天正8閏3.11 桂右衛門大夫景信閥104-87
天正14.ー 岡崎右衛門尉 4、475 天正9.12.12 桂右衛衛門大夫 『広島Jv村山帳ー1<備中庭妹〉

小倉新四郎元悦 -.6.11 桂右門太夫 間11-40

永永禄禄4433-m27 小倉倉新新四郎 毛403 -.8.29 桂右衛門太夫 閥57飯田平右衛門 3
小 四郎 毛403 8.25 桂孫次郎 閥『広57正飯田平右衛門-30

永禄4問3.2 小倉新四郎 毛403 1.15 桂右衛門大夫 島JN宗光寺文書-2
ー.11.10 小倉新四郎 譜録く小倉源右衛門実益>-3 2.5 桂右衛門大夫 譜『広録島く』犠兼求J馬景秋>-6

4、回 桂桂右右衛衛門尉 V贈村山家証文.6
永禄1.11.2 ノj、回 I広島Jv贈村山家証文4 天正16.7.26 門大夫 『広島JV村山家蔵証書5
天正11.1.2 ノト回 ノj、475 桂孫七郎
天正14.2.14 ノj、田 『広島JV乃美文書正写-36 天正3.1.1 桂孫七郎 毛375

小由次郎兵衛尉 天正5.2.7 桂孫七郎 閥11-37
永禄4閏3.5 小 田 次 郎 兵 衛 尉 毛403 天正6ー 桂孫七郎 4、475

桂右衛門大夫(孫七郎)景信 天正7.-.- 桂孫七郎 4、475
天文23.4.27 桂桂源七郎景信 『広島JV贈村山家証文-3 桂孫七郎 ノj、475
天文23カ.4.28 孫七郎景信 『広島JV贈村山家返章ー21 桂宮内少輔景種
天文23.10.9 桂孫七郎景信夫 岩『広国占纂く真田小左衛門〉ー10 天文23.5.21 桂宮内少輔景種 『広島JV贈村山家返章-23
弘治4.4.9 桂右衛門大 島JV r芸備郡中士筋者書 -.2.8 桂宮内内少輔

閥「広10島2』1V01村山帳Iく高山之分〉出』所収文書 20 天正9.12.12 桂 宮 少 輔



天正10.1.2 桂宮内少輔 ノj、475 天正4.7.15 包包久久少宮輔内五少郎輔景勝毛338
天正11閏1.1 桂宮 閥136磁兼求馬一32 天正5.11.5 閥102-33
天正11閏1.14 桂宮 関136礎兼求馬ー14 天正5.12.3 包宮 閥102-96
天正12.1.2 桂宮内少輔 4、475 包(久)弘
天正13.-.- 桂宮内少輔 ノI、475 包弘 4、475
天正14.-.- 桂宮内少輔 4、475 包久内蔵丞
.12.19 桂宮 閥59椋梨次郎左衛門 6 天正10.1.2 包久内蔵丞 ノl、475
、1.12 桂宮

閥閥51068飯嶋田末与与一三左1衛0門 (伊賀)-7 
天正11.1.2 包久久内蔵丞 ノj、475

天正17.12.13 桂宮 天正14ーー 包内蔵丞 ノj、475
天正18.2.2 桂宮内 閥5-26 -.12.4 包蔵 閥160裳懸道説 1
天正19.12.3 桂宮 欄50飯田与一左衛門(伊賀) 包久又七郎

11 天正10.10.19 包久又七郎 『広島JN楢崎文書-13
天正19.12.20 桂宮内少輔 関遺2の2国貞平左衛門 36 包(久)新
文禄2.6.7 桂宮内少輔 関125井上弥兵衛-6 7.11 包新 閥遺2の2国貞平左衛門 27
慶 長2.8.12 桂宮内少輔 『広島JN米山寺文書B

河井永禄2.1.8慶 長2.12.6 桂宮内少輔景種毛1191 河井 4、473
桂孫五郎景総 河井 ノj、475

天正9.12.12 桂孫五郎 『広島JV村山帳-1く備中庭妹〉 河井藤六
桂孫五郎 『広島JV村山根2 永禄4閏3.5 i可井藤六 毛403

天正16.7.26 桂孫五郎 『広島JV村山家蔵証書-5 河井飛騨入選
金山右京進(与三左衛門) i可井飛騨入道 4、473

天文8.12.24 金山与三左衛門尉閥95金山清兵衛-8 河井六郎
巴te、

天文21.12.5 金山右京進 閥95金山清兵衛 1 河井六郎 4、473
天文22.6.25 金山右京進 関95金山i青兵衛3 河井六郎 4、475
天文23.10.19 金山右京進 閥95金山i青兵衛-9 河井六郎 ノl、475
天正9.12.12 金山右京亮 『広島JV村山帳ー1くあすか〉 天正ι 河井六郎 ノj、475

金山次郎五郎 Ci青兵衛) 河井大炊助
天文24邑24 金山次郎五郎 閥95金山清兵衛3 天正5.-.- i可井大炊助 4、475
5.6 金山清兵衛 閥95金山清兵衛 4 天正6.-.- i可井大炊助 ノl、475
-.7.4 金山i青兵衛 閥95金山清兵衛・5 天正7.-.- 河井大炊助 4、475

金山日向守 天正10.1.2 河井大炊助 4、475
永禄4.3.28 金山日向守 毛403 天正11.1.2 河井大炊助 4、475
永禄4閏3.1 金山日向守 毛403 天正13.ー 河井大炊助 ノj、475

包久左馬介 天正14.-.- 河井大炊助 4、475
永禄4.3.28 包久左馬助 毛403 河井彦右衛門
永禄4.間3.1 包久左馬助 毛403 天正10.10.19 河井彦右衛門 f広島』町楢崎文書ー13
永禄4閏3.5 包久左馬助 毛403 草井

包左馬 4、473 ー.12.13 草井 閥136議兼求馬 42
包久弥七郎 草井 4、473

天正4.-.- 包久弥七郎 4、475 草井 4、473
天正5ー 包久弥七郎 4、475 草井 4、475
天正6.-.- 包久弥七郎 4、475 草井 4、475
天正7.-.- 包久弥七郎 4、475 天正4.-.- 草井 4、475

包久宮内少輔(少輔五郎)景勝 天正7.-.- 草井 4、475



草井 4、475 天正10ヵ.2.16 国隠 閥125井上弥兵衛-3
天正9.12.12 草井 『広島JV村山帳-1く草井〉 -.5.16 国隠 関136犠兼求馬 34
天正10.1.2 草井 ノj、475 -.4.8 高実 譜録く磁兼求馬景秋>-8

草井式部少輔 -.4.17 国弘隠岐守 譜録く磁兼求馬景秋>-13
永禄4.3.28 草井式部少輔 毛403 小泉
永禄4.閏3.1 草井式部丞 毛403 永禄4.2.5 小泉 4、473
永禄4周 3.5 草井式部少輔 毛403 小泉 4、473

草井式部少輔 4、473 小泉 ノj、475
草井式部少輔 ノj、473 小泉 ノj、475
草井式部少輔 4、475 天正4一一 小泉 ノj、475
草井式部少輔 ノj、475 天正5.-.- 小泉 ノj、475

天正4.-.- 草井式部少輔 4、475 天正6.- 小泉 ノj、475
天正6九一 草井式部少輔 ノj、475 天正7.-ー 小泉 ノj、475

草井少輔三郎 小泉 ノj、475
天正4.7.28 草井少輔三郎 閥22-72 天正9.12.12 小和泉 『広島JV村山帳ー1く備中庭妹〉

草井五郎 天正10.1.2 小泉 4、475
天正13.-.- 草井五郎 4、475 天正11.1.2 小泉 4、47邑

国貞式部丞 天正12.1.2 小泉 ノj、475
永禄4.2.5 国貞式部丞 4、473 天正13.-.- 小泉 ノj、475

国貞式部丞 4、473 天正14.-.- 小泉 4、475
国貞式部少輔 4、473 小泉与一

永貞禄備11.-.- 国貞式部 4、473 永禄4.3.28 小泉与一 毛403 Eこ
国 前 守 永禄4閏3.1 小泉与一 毛403

国貞貞備前守 ノj、473 永 禄4閏3.5 小泉与一 毛403
国備前守 4、475 (小泉)大官

国貞次郎四郎 天正5ー 大官 4、475
国貞貞次郎四郎 4、475 天正6一一 大官 ノj、475

天正4.. ーー 国次郎四郎 ノj、475 -.8.17 大官 関166/J、泉玄賀ー1
天正5.-.- 国貞貞次郎四郎 4、475 小泉宮内
天正6.-.- 国 次次郎郎四郎 4、475 永禄11.-. 小泉宮内 4、473
天正14.-.- 国貞 四郎 4、475 小泉小五郎

国貞藤右衛門尉 弘治2.4.2 小泉小五郎 「久利」御家中御書感状等写-31
天正7一一 国貞藤右衛門尉尉 小475 小泉小五郎 4、473

国貞藤右衛門 小475 神 西
天正10.1.2 国貞貞藤右衛門尉 小475 天正4ー 神西 4、475
天正11.1.2 国藤右衛門尉小475 天正12.1.2 神西 ノj、475
天正13.-. 国貞藤右衛門尉小475 神西治部丞

-.4.10 国藤右 閥40末近九左衛門-3 天正10.1.2 神西治部丞 ノj、475
国貞神左衛門尉(助九郎貞)景氏 天正11.1.2 神西治部丞 ノj、475
-.5.18 国 神左衛門尉 閥遺2の2国貞平平左左衛衛門 23 天正13γ 神西治部忍 4、475
天正5.5.22 国貞助九郎 閥遺2の2国貞 門-35 河内五郎
天正19.12.20 国貞甚左衛門尉 閥遺2の2毘貞平左衛門・36 永禄4.3.28 河内五郎 毛403
慶長1.11.16 国甚左 閥遺2の2毘貞平左衛門-33 永禄4閏3.2 河内五郎 毛403

国弘隠岐守高実 永禄4閏3.5 河内五郎 毛403



河内備後守燕資 天正14.-ー 小梨 4、475
ー.5.16 河備 閥136磁兼求馬-34 佐世

天正5.5.22 河内備後守烈資 閥遺2の2国貞平左衛門-35 天正4.-.- 佐世 4、475
天正5.9.2 河内備後守烈資 『広島JN豊町歴史民俗資料館 天正6ー.ー 佐世 4、475

所蔵多回文書4 天正10.1.2 佐世 ノj、475
天正10ヵ2.16 i可備 間125井上弥兵衛4 天正11.1.2 佐世 4、475
.4.17 河内備後守 譜録く磁兼求馬景秋>-13 天正12.1.2 佐世 4、475

河本天文源右衛門尉元盛 天正13.- 佐世 4、475
23.4.27 河本源右衛門尉元盛『広島JV贈村山家証文句3 天正14.-.・ 佐世 ノj、475

天文23.10.9 河本源お衛門元盛岩国纂く真田小左衛門〉ー10 佐世伊豆守正勝(友閥、勘兵衛尉)

ヘ7.30 河i原右 4、141 天正4.-.ー 友閑 4、475
-.8.29 河本源右衛門尉 間57飯田平右衛門・3 天正5九ー 友閑 4、475
天正9.6.4 河本源右衛門 「広島JN三原城城壁文書(構 天正弘ー 友閑 4、475

崎寛一郎氏旧蔵)-8 天正7.-. 友関 ノj、475
児玉采女允 天正9.12.12 佐世刑部丞 『広島JV村山帳ー1く高山之分〉

永禄13.4.17 児玉采女允 毛374 天正10.1.2 友閑 4、475
児玉大郎三郎 天正13.-.- 友関 4、475

永禄13.4.17 児玉大郎三郎 毛374 -.6.30 友閑 間57飯田平右衛門 28
児玉彦右衛門尉 文禄3.9.9 佐世勘兵衛尉 間24佐世大学一1

天正4ー.ー 児玉彦右衛門尉小475 文禄3.9.9 佐世伊豆守 閥24佐世大学』
児玉平左衛門尉景栄 文禄3.9.10 佐世伊豆守 潤24佐世大学3

天正5九ー 児玉平左衛門尉小475 慶長5.9.3 佐世伊豆守 閥122佐竹三郎右衛門ー2 12 
天正6.-.ー 児玉平左衛門尉小475 慶長6.8.19 伊豆守 閥24佐世大学4
天正7γ 児玉平左衛門尉小475 -.4.18 佐世伊豆守 閥55粟屋弥九郎-19
天正7.12.11 平左衛門尉 閥100-28 2.6 佐世伊豆 閥83重見与三左衛門-11

児平 4、475 佐世新介

児玉与四郎景種 天lE5一一 佐世新介 4、475
天正9.12.12 児玉与四郎 『広島JV村山帳Iく舟木〉 真田大和守(景久ヵ)

天正10.1.2 児玉与与与四郎
ノj、475 天文18.2.2 しんでん山 岩国纂く真田小左衛門>-3

児児玉 四郎 「広島JV村山帳ー2 天文21.5.20 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門>-4
天正11.1.2 玉四郎 4、475 天文21.5.23 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門〉ー5
天正12.1.2 児玉与四郎 4、475 天文21.7.9 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門〉品

天正13.-， 児玉与四郎 ノl、475 天文22.6.13 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門〉ー7
天正14.-.- 児玉与四郎 ノj、475 天文22.6.14 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門>-8

小梨(子) 天文23.10.9 真回大和守 岩国纂く真田小左衛門>-9
永禄2.1.8 小梨 4、473 天文23.10.9 真田大和守 岩国纂く真田小左衛門〉ー10

小梨子 ノj、473 永禄2.11.20 景久 『広島JN仏通寺文書-37
小梨 ノj、473 永禄4.2.5 真田大和守 ノj、473

天正4.-.ー 小梨 4、475 永禄4.3.28 真田大和守 毛403
天正5.-.- 小梨 4、475 永禄4閏3.1 真田大和守 毛403
天正7.-.ー 小梨 ノj、475 永禄4閏3.4 真田大和守 毛403
天正11.1.2 小梨 ノj、475 永禄4.問3.5 真田大和守 毛403
天正12.1.2 小梨 ノj、475 永禄5.5.5 景久 『広島』町仏通寺文書-40
天正13.-.- 小梨 ノj、475 真回大和守 ノj、473
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天正5九
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天正7.-.ー

天正9.12.12

天正10.1.2
.2.5 
・.4.9
.2.11 
天正11.1.2
天正13.γ
天lEI4.-.-
天正18カ.8.6
2.24 

真回出雲守
天正10.1.2
天正11.1.2

真田又二郎
永 禄12閏5.28
天正12.1.2

真田孫兵衛尉景盛
ー.4.19

実害上総介
永 禄4.2.5

真田大和守
真田大和守
真回大和守
真回大和守
真回大和守
真田大和守

ノj、473
f広島JN仏通寺文書-41
ノj、473
ノj、473
4、475
4、475

真 田 与 三 左 衛 門 小473
真 田 与 三 左 衛 門 小473
真回与三左衛門小473
真回与三左衛門小475
真田与三左衛門小475
真臼与三左衛門尉小475
真田与三左衛門尉小475
真田与三左衛門尉小475
真田与三左衛門尉小475
真田与三左衛門尉小475

真田与三右衛門尉小475
真田与三右衛門尉小475
真田与三右衛門尉小475
真回与三右衛門尉小475
真与 小475
真田与三右衛門尉『広島JV村山帳」く高山之

分〉
真回与三右衛門尉小475
真田与三右衛門 譜録〈議兼求馬景秋>-6
真与三右 譜録〈議兼求馬景秋〉・9
真与三右 譜録〈磁兼求馬景秋〉ー12
真田与三右衛門尉小475
真田与三右衛門尉小475
真田与三右衛門尉小475
真与三右 小拾11
真与三右 小拾12

真田出雲守 小475
真田出雲守 小475

真回又二郎 官513
真田又二郎 小475

真田孫兵衛尉景口『広島jV贈村山家返章-72

実吉上総介 小473

永禄4.問3.2 実吉上総介
実吉上総介

篠原因郎左衛門尉(隠岐守)種秀
-.9.20 篠原四郎左衛門尉関150臼杵平左衛門ー1
-2.17 篠原四郎左衛門尉閥150臼杵平左衛門-6
永 禄8.2.19 篠原四郎左衛門尉閥150臼杵平左衛門・7
永禄10.5.18 篠原四郎左衛門尉閥150臼杵平左衛門』
永禄13.10.10 篠原隠岐守 閥150臼杵平左衛門』
天正6.3.15 篠原隠岐守 閥150臼杵平左衛門 5

篠原孫四郎勝幸
-.6.30 篠原孫四郎
12.2 篠原孫四郎

嶋末蔵人丞(新九郎)
天文10.1.17 嶋末内蔵丞
-.8.23 嶋末新九郎
天文16.5.3 嶋末蔵人丞
天文18.10.24 嶋末蔵人
天文19.12.3 嶋末蔵人丞
天文19.10.24 嶋末蔵人丞

末近
末近

末近一郎右衛門尉宗久
永禄6閤12.10 末近一郎右衛門尉閥31-8
永干王7.2.15 末近一郎右衛門尉問31-9
永禄7.4.28 末ー 閥3146
永禄7.5.24 末近一郎右衛門尉閥46小寺忠右衛門-39
永禄7.6.15 末近一郎右衛門尉閥46小寺忠右衛門-38
永禄7.7.24 末近一郎右衛門 閥31-28
永 禄7.7.26 末近一郎右衛門尉閥31・.20
永禄7.7.28 末近一郎右衛門允閥31-22
.9.12 末近一郎右衛門閥31-21

末近左衛門尉信賀
永禄11.-.-

天正4一一
天正7.-.-
天正10.4.29
天正10.6.18
.4.10 

末近四郎次郎光久
天正10.6.18
天正11'" .-.-
ー4.10

末近左衛門尉
末近左衛門尉
末近左衛門尉
末近左衛門尉
末近左衛門尉
末近左衛門尉
末近左衛門尉
左衛門尉

末近四郎次郎
末近四郎次郎
四郎次郎

毛403
ノj、473

閥150臼杵平左衛門ー2
閥150臼杵平左衛門4

小証432
閥168嶋末与三-8
閥168嶋末与三一1
閥168嶋末与三一2
閥168嶋末与三一3
閥168嶋末与三 4

4、475
'" e、

ノj、473
4、475
小475
4、475
4、475
閥164山中伊右衛門ー1
閥40末近九左衛門 2
蹄40末近九左衛門3

閥40末近九左衛門 2
4、473
閥40末近九左衛門-3



末近宮寿丸(四郎三郎)吉通
所所『広蔵蔵島多多』田文書2-.4.10 末近宮寿丸 閥40末近九左衛門 3 天文13.11.18 三郎左衛門尉 N豊町歴史民俗資料館

慶 長5.7.7 末近四郎三郎 閥40末近九左衛門4 回文書』
末近弟法子(四郎三郎)宗次 多田助人
ー.4.10 末近弟法子 閥40末近九左衛門-3 天文13.11.18 多国助八

所所『『広広蔵蔵島島多多I』TV豊町歴史民俗資料館慶 長20.1.11 末近四郎三郎 閥40末近九左衛門 5 国文書3
高尾又兵衛盛吉 天正5.9.2 多国助八 N豊町歴史民俗資料館

1.10 高尾又兵衛 4、362 回文書4
-.12.16 高又兵 『広島JN千葉文書-8 近弘宮内丞
文禄4ヵ4.25 高又兵 『広島JN千葉文書-7 近弘宮内丞 ノj、473

高尾又兵衛盛吉 『広島JV贈村山家返章80 近弘宮宮内丞 ノj、473
高須 永禄11.-.- 近弘内 4、473

天lE14.-.- 高須 ノj、475 近弘宮内丞 4、475
田坂与一兵衛尉 近弘宮内内丞 ノl、475

天文18.11.15 田坂与一兵衛尉 『広島JV田坂文書4 近 弘 宮 丞 4、475
天文20.3.28 回坂与一兵衛尉 『広島JV田坂文書5 天正11.1.2 近弘宮内少輔 4、475
天文20.3.28 回坂与一兵兵衛衛尉尉 『広島JV田坂文書6 近弘弥四郎
天文22.6.12 田坂与一 『広島JV田坂文書7 天正4.-.- 近弘弥四郎 4、475

田坂左衛門四郎 天正5.-.- 近弘弥四郎 4、475
天文22.12.8 回坂左衛門四郎 関168田坂助右衛門 1 天正7.-.- 近弘弥四郎 4、475

田坂小四郎 土屋対馬守
永禄4.2.5 回坂小四郎 ノ'J、473 永禄4.2.5 土屋対馬守 ノj、473 ::io 

回坂小四郎 ノl、473 土屋三郎
回坂三郎左衛門尉 永禄4.2.5 土屋三郎 ノj、473

田坂三郎左衛門尉小473 土屋三郎 ノj、473
永禄11.-.- 田坂三郎左衛門尉小473 永禄11.-.- 土屋三郎 4、473

田坂三郎左衛門尉小473 土屋計丞
田坂三郎左衛門尉小475 永禄11.-.- 土屋言十丞 ノj、473
田坂三郎左衛門尉小475 土屋助五郎

天正4.-.- 田坂三郎左衛門尉小475 土屋助五郎 ノj、473
天正5.-.- 田坂三郎左衛門尉小475 永禄11.-.- 土屋助五郎 4、473
天正6.-.- 田坂三郎左衛門尉小475 土屋助五郎 ノj、473
天正7.-ー 田坂三郎左衛門尉小475 土屋備前守

田三 4、475 土屋備前守 ノj、473
天正9.12.12 田坂三郎左衛門尉 I広島JV村山帳ー1く小坂〉 土屋備前 ノj、475
天正10.1.2 田坂三郎左衛門尉小475 土屋備前守 ノj、475
天正11.1.2 田坂三郎左衛門尉小475 天正4ー.ー 土屋備前守 ノj、475
天正12.1.2 田坂三郎左衛門尉小475 天正5.-.- 土屋備前守 ノj、475

田坂小六 天正6.-.- 土屋備前守 ノj、475
永禄13.4.17 田坂小六 毛374 天正7.-.- 土屋備前守 ノj、475

田坂善兵衛尉 天正10.1.2 土屋備前守 4、475
天正13.-.- 回坂善兵衛尉 ィ、475 天正11.1.2 土屋備前守 4、475

多田三郎兵衛尉 天正12.1.2 土屋備前守 ノj、475
天文4.4.16 多田三郎左衛門 『広島JN豊町歴史民俗資料館 土屋十郎左衛門尉



望墨?I暫まEZREE村符

天正9.12.12 手手嶋市助 『広島Jv村山帳1く高山之分〉
天正4ー 4、475 天正10.1.2 嶋市助 4、475
天正5.-.- 4、475 天正10.4.5 手市 閥136磁兼求馬 18
天正6.-.- 4、475 2.18 手手手嶋嶋東市之介 譜録く渡辺三郎左衛門直>-22
天正7.-.- 4、475 九10.22 東市助景繁譜録く白井友之進胤延>-8

4、475 、10.22 市嶋景繁 譜録く白井友之進胤延>-9
天正11.1.2 土屋十郎左衛門尉小475 天正11.1.2 手 東 市 助 小475

土屋四郎右衛門尉 天正11.10.25 手嶋東市助 関102-103

土一土土土1土2屋屋屋屋屋丞阻囚醐周四周郎E郎a郎防陪g全右ぢ右編衛衛拘衛置衛門門R門司門酎尉尉尉w 四

天正12.1.2 手嶋市助 4、475
4、475 天正13.-.- 手嶋東市介市助 ノj、475

天正4.-.- 4、475 天正14.-.- 手嶋 4、475
天正5.-ー 4、475 天正14.2.14 手市 『広島Jv乃美文書正写-36
天正6.-.- ノj、475 天正14.5.28 手市 閥102-32
天正7.-.- ノj、475 1.10 

手手手手手市市嶋市嶋市助

4、362
4、475 1.12 関168嶋末与三-10

天正12.1.2 土屋四郎右衛門尉小475 天正17.12.13 閥50飯田与一左衛門(伊賀)ー7
坪生和泉守元貞 天正18.2.2 一介

永禄10.9.29 坪生和泉守 閥22-67 天正19.12.3
閥関閥関『広5遺与120島2飯256j の井田2上V与図贈弥一貞村兵左平衛山衛左家5衛門返門(章伊3賀B6O ) 11 天正11.3.3 坪泉 天正19.12.20 手嶋東市助

ー5.6 坪泉 譜譜閥『広5録録7島飯くくj磁議田V平兼兼黄右求求薮衛馬馬古景景門簡秋秋2集1〉〉8 司 10 12.18 手市
4.17 坪生和泉守 13 手嶋市介景繁 島 章一B
9.27 坪泉 手嶋与十郎 。円。

坪蔵彦二郎 ー.5.1 手嶋与十郎 閥168山本宇兵衛召
永禄13.4.17 坪蔵彦二郎 毛374 手IJ神

手嶋東市助景治 天正14.-.- 利神 4、475

手永嶋天又禄文22法311士.8 09 
手嶋東市助景治 岩国纂く真田小左衛門>-10 鞠

天正13γ 靭 4、475
手嶋又法土 4、473 内藤宮内丞

手嶋孫十郎 永禄4.3.28 内藤宮内 毛403
永禄4.328 手手嶋嶋孫十郎 毛403 永禄4.関3.1 内藤宮内丞 毛403
永禄4周 3.1 孫十郎 毛403 永禄4.閏3.2 内藤宮内 毛403
永禄4.問3.5 手手嶋嶋孫十郎 毛403 永禄4.閑3.5 内藤宮内丞 毛403

孫十郎 ノj、473 長井右衛門尉元為
手嶋与助 永禄4.2.5 長井右衛門 4、473

永禄13.4.17 手嶋与助 毛374 永禄4.3.28 長井右衛門大夫毛403
手嶋(束)市助景繁 長井右衛門丞 4、473

手嶋市助 4、475 永禄11.-.- 長井右衛門尉 ノj、473
手嶋市助 4、475 -.3.21 長井右衛門太夫為閥53高須八郎左衛門 3

天正4.-ー
手手嶋嶋嶋嶋東東市市助助

4、475 長井右衛門尉 ノl、475
天正5.-.- ノj、475 長井右衛門尉尉 ノj、475
天正6.-.- 手市助 ノj、475 天正4.-.- 長井右衛門 ノj、475
天正7ヵ.5.26 手東市助 ノj、540 天正5 長井右衛門尉 ノj、475
-.4.19 手市 間57飯田平右衛門-27 天正6一一

長長井井右右衛衛門門尉尉
ノj、475

-.8.25 手市 閥57飯田平右衛門 30 天正7.-.- 4、475



長井右衛門尉 ノj、475 天正4.-.- 梨子羽 ノj、475
長井太郎五郎 9.11 梨羽又次郎 関遺5の3長府百姓山本清左衛門

天正10.1.2 長井大郎五郎 ノj、475 所持-26
天正11.1.2 長井太郎五郎 ノj、475 梨羽景連

長井市允 永禄9.11.28 景 速 閥102-16
天正12.1.2 長井市允 4、475 楢 崎

天正13.-.- 長井市市允 4、475 天正13.-.- 楢 崎 ノj、475
天正14.-.- 長井允 4、475 楢崎九郎次郎(弾正忠)元兼

中村源三 永禄13.4.17 楢崎九郎次郎 毛374
永禄13.4.17 中村源三 毛374 元亀3閏1.21 元兼 関53楢崎与兵衛9

中屋与三兵衛尉 天正1.3.29 楢崎九郎次郎 関53楢崎与兵衛7
天文8.6.1 中屋余三 「広島Jv田坂文書-3 天正6.7.10 元兼 間53楢崎与兵衛ー2
天文8.12.13 中屋余三 閥136織兼求馬-41 天正8.2.15 楢崎弾正忠 関53楢崎与兵衛 18
永 禄4.3.28 中屋与与三三 毛403 天正8.4.17 楢 弾 関53楢崎与兵衛ー22
永禄4問3.5 中屋 毛403 天正8.8.20 弾正忠 関53楢崎与兵衛ー21

中屋与三 ノj、473 天正8.9.29 楢 弾 閥115-72
天正5.-.- 中屋与三兵衛尉小475 楢崎(高須)筑後守景好

天正5.3.6 中屋与三兵衛 譜録く磯兼求馬景秋>-4 天正16.4.13 高須少輔三郎 閥129楢崎吉右衛門 1
天正7.-.- 中屋与三兵衛尉小475 -.9.18 楢崎筑後守 間53楢崎与兵衛-23

中屋与三 4、475 二分助十郎

天正10.1.2 中屋与三兵衛尉小475 永禄4.3.27 二分助十郎 毛403
天正11カ口ー 中屋与三兵衛尉小473 二分内蔵助 ~ 
天正12.1.2 中屋与三兵衛尉小475 -.4.27 二分内蔵助 「広島Jw仏通寺正法院文書 10
天正13・ー 中屋与三兵衛尉小475 三分彦九郎

天正14 中屋与三兵衛尉小475 永禄13.4.17 二分彦九郎 毛374
中屋右京進 沼問団新六郎

天文20.3.28 右京進 譜録〈磯兼求馬景秋>-3 永禄11.-.- 沼間回新六郎 4、473
天文20.328 右京進 『広島Jv田坂文書-6 沼間回新六 4、473
永永禄禄45.. 4問2355 

中屋右京進 毛403 rll問団民部丞
中右 浦38 沼間四民部丞 4、475

永禄5カ.11.18 中右 閥31-85 沼間回民部丞 4、475
.1.15 中右 閥11-35 天正4ー 沼周回民部丞 4、475

梨永(子禄)42羽5又二郎宣平
天正5ー 沼間回民部丞 4、475

梨子羽 ノj、473 天正6.-.- 沼間回民部丞 4、475
永 禄4.3.26 梨子羽又次郎 毛403 天正7.-.- r百聞田民部丞 4、475
永 禄4.3.28 梨子羽又次郎 毛403 天正10.1.2 沼間田民部丞 4、475
永 禄4.3.30 梨子羽 毛403 天正11ヵ 沼間国民部丞 4、473
永 禄4閏3.1 梨子羽又次郎 毛403 野上

梨子羽又二郎 4、473 野上 4、473
梨子羽 4、473 野上 4、475

永 禄11.-.- 梨子羽 4、473 野上蔵人
梨子羽 4、473 永禄4.2.5 野上蔵人 4、473
梨子羽 4、475 野上蔵人 ノI、473
梨子羽 4、475 永 禄11γ 野上蔵人 ノI、473



野上長門守 ー.12.26 乃美安芸守 譜録く乃美宇右衛門国輿>-4

野上長門守守 ノj、475 天正14.2.5 乃美安芸守隆典 『広島JV贈村山家返章-45
野上長門 ノj、475 乃美兵部丞(万菊丸、新四郎、備前守)宗勝

天正4・r 野上長門守 ノj、475 天文11閏328 乃美万菊丸 f広島JV乃美文書正写ー24
天正5.-.- 野上長門守 ノj、475 -.12.2 宗勝 閥11-22
天正6.-.一 野上長門守 4、475 天文16.5.9 乃美新四郎 閥11-11
天正7・.ー 野上長門守 ノj、475 天文18.11.15 兵部丞 「広島JV田坂文書4
天正9.12.12 野上長門守 f広島JV村山帳4く羽倉〉 天文19.閏5.6 兵部丞 閥136磁兼求馬』

野上木工允景賀 天文19.10.24 兵部丞 閥168嶋末与三 4
天正9.12.12 野上木工助 『広島JV村山帳ー1く羽倉〉 天文20ヵ5.23 乃美兵部丞 隠11-47
天正10.1.2 野上木工允 ノj、475 天文23.10.19 乃美兵部少宗勝閥95金山清兵衛9
天正11カ γ 野上木工允 ノj、473 弘治1.9.26 乃兵 毛577
天正12.1.2 野上木工允 4、475 弘治3.3.15 乃美兵部丞 閥11-18
天正13.. ー 野上木工允 4、475 弘治3.3.18 乃兵 間32赤川勘解由 9
天正14.-， 野上木工允 ノj、475 弘治3ヵ.8.9 乃美兵部丞 閥11-3

乃美 -.7.17 乃美兵部丞 閥11-2
乃美 4、473 -.3.10 乃美兵部丞 閥11-17

天正14一一 乃美 ノj、475 -.2.18 兵部丞 閥134浦四郎兵衛 20
乃美備前守賢勝 九 12.24 乃美兵部丞 浦19

永正8.9.13 乃美小太郎 関11-61 乃兵 毛584
永正.8.9.13 乃美小太郎 閥11-62 永禄3ヵ.2.6 乃美兵部丞 閥134i甫四郎兵衛ー18

一.1222 乃美小太郎 閥11-63 永禄4ヵ5.25 乃美兵部丞 閥11-1 gs 
-.12.22 乃美小太郎 閥11-64 永禄4.10.13

乃乃美美兵兵部部丞丞
閥11-19

、1.15 乃美小太郎 閥11-65 永禄4.10.16 関11-8
、11.30 乃美備前守 閥11・66 永禄4.10.16 乃兵 閥100-21
天文5.8.5 乃美 閥40末近九左衛門-1 永禄4.10.17 宗勝 閥11-12
天文12.12.19 慶俊 『広島JV乃美文書正写-25 永禄4.10.29 宗勝 閥134i甫四郎兵衛-2
天文17.10.2 乃美備前入道 閥100-27 永禄4.11.2 乃美兵部丞 閥11-9
天文19.10.24 康俊 閥168嶋末与三4 永禄4.12.13 兵部丞 閥134i甫四郎兵衛1
天文23.9.20 乃美備前守賢勝閥11-69 永禄5ヵ1.10 乃美兵部丞宗勝間31-94
天文23.10.23 乃美備前守賢勝間11-71 永禄5カ.2.21 宗勝 閥134i甫四郎兵衛3

ー11.18 乃美備前守 閥11-70 永禄5.4.25 兵部丞 I甫38
-.12.24 備前守 閥53高須八郎左衛門ー1 永禄5.10.3 兵部 閥102-8

乃美又十郎(弾正忠、安芸守)隆輿 ー12.25 宗勝 『広島JNM>土寺文書・54
天文12.6.11 乃美又十郎 閥14-2日 乃兵 毛812
天文12.7.9 乃美 閥14-5 永禄6.1.23 乃美兵部丞宗勝間138兼重勘左衛門 9
天文12.7.21 乃美又十郎 閥14-1 永禄6.3.18 兵部丞 『広島JV乃美文書正写 26
天文12.7.21 乃美又十郎 閥14-2 永禄11γ 乃美兵部 ノj、473

天文18.8.5 乃美弾正忠 閥14-3 永禄11.1.8 乃兵 「広島JV乃美文書正写 27
-.12.25 乃美弾正忠L 閥14-4 永禄11.5.6 乃美兵部丞 閥11-39
天文20.9.28 乃美弾正忠、 関14-7 永禄11.5.14 兵部丞 『広島JV乃美文書正写 28
天文21.2.24 乃美弾正忠、 関14-6 永禄11.6.14 乃美兵部丞 閥37-17

永永禄禄443.問238-1 
乃美弾正忠 毛403 永禄11.12中旬 宗勝 閥11-107
乃美弾正忠 毛403 永禄12.2.12 乃美兵部丞 閥102-22



永 禄12.5.22 乃美兵部部丞丞 ノj、537 -.3.13 乃兵 閥11-29
永 禄12閏5.29 乃美兵 閥11-20 12.11 乃兵 閥11-30
永 禄12.6.18

乃美叩縮鶴侮郁郁丞丞丞調丞民宗家 関山

-.3.4 乃兵 関11-31

永永禄禄12.11.23 乃美兵 勝閥159舟越勘右衛門 8 -2.15 乃兵 関11-32
12.11.23 乃美兵 勝閥165三分ー惣三郎 12 ー3.3 乃兵 閥11-33

永 禄12.12.10 乃美兵 閥11-13 ーl.l3 兵部丞 閥11-34
-.7.18 乃美兵 閥11-21 -.l.l5 

兵乃美部丞兵部丞
閥11-35

ー5.28 乃美兵 閥11-14 -.6.11 閥1140
元亀1ヵ.5.21 宗勝 閥11-48 九6.2 乃美兵部丞 閥1142
元亀1.5.22 乃美兵部部丞丞 閥11-10 九8.14 乃美兵部丞 関1143
元亀1.8.7 乃美兵 閥11-16 -.12.7 宗勝 閥1144
元亀1.8.26 乃美兵部丞 閥11-15 一.6.12 乃美兵部丞 閥1146
元亀2.5.7 乃兵 4、539 .5.13 乃美兵部少輔 閥11-53
九9.26 乃兵 閥遺3の2大納戸文庫-1 .6.25 乃兵 閥22-20
天正2.12.30 乃 兵 4、543 -.5.10 兵部丞 閥134i甫四郎兵衛・21
天正4.7.15 乃美兵部丞宗勝毛338 -.5.23 宗勝 閥135高井小左衛門ー16
天正4.7.28 乃美兵部部丞 閥100-5 -.1.15 乃兵 4、538
天正4.10.15 乃美兵 閥11-50 -.11.24 乃美兵部丞 閥10-16
天正4.10.22 宗勝 間11-45 -.7.18 乃兵 4、542
天正5.2.7 兵部丞 閥11-37 2.27 乃兵 浦33
天正5.7.19 乃兵 閥102-105 -.11.27 乃兵 浦36
天正5閏7.22 乃美兵部丞 閥11-23 ー1.7 乃兵 浦40 oi; 
天正6.5.7 乃美兵部丞 閥11-51 -.3.28 乃兵 閥164横屋六右衛門』
天正6.11.8 乃兵 毛832 九9.22 兵部丞 『『広島JIV千葉文書る
天正7ヵ.5.26 乃兵 ノj、540 九3.10 乃兵 広島JIV三原城城壁文書(楢
天正7ヵ5.29 乃兵 ノj、541 崎譜寛録一郎氏旧蔵)・2
天正7.10.15 乃兵 関128末固与左衛門ー.21 、9.18 乃兵 く白井友之進摘し延〉ー7
天正7.12.8 乃 兵 関136磁兼求馬-15 九 10.22 宗勝 譜録く白井友之進胤延>-9
天正8.12.13 乃 兵 関39桂普左衛門ー22 1.20 乃兵 『広島』』 V乃美文書正写 30
天正10.1.30

乃乃兵美兵部丞 関「広11-36 3.7 乃兵 「広島島 V乃美文書正写-34
天正10.3.17 島JV乃美文書正写 31 一.4.19 乃兵 『広 J V乃美文書正写 35
天正10.3.18 乃美兵部丞 『広島JV乃美文書正写-33 10.15 乃兵 『広島Jv r福山志料』所収文
天正10.4.7 乃兵 閥132村上太左衛門-13 書-9
天正10カ.4.10 乃兵 閥22-68 天正11.6.3 乃兵 閥2248
天正10.4.14

乃乃兵美兵部丞
閥22-45 天正11.7.17 乃兵 閥22-56

天正10.4.26 閥132村上太左衛門-12 天正13.2.11 乃兵 関22-36
天正10.5.3 乃兵 閥22-39 天正13ヵ2.26 乃兵 閥22-43
天正10.7.5 乃美兵兵部部丞丞 閥11-38 天正13ヵ3.5 乃兵 関11-24
天正10.10.20 乃美 閥22-69 天正13.5.21 乃兵 関134二階堂権大夫-8
ー.1226 乃美兵部丞 閥11-5 天正18.l.l9 乃備 閥11-49
-.2.23 乃兵 閥11-25 10.17 備宗勝 『広島Jv乃美文書正写-37
-.8.7 兵 閥11-26 慶 長4.7.8 宗勝 毛1197

兵 間11-27 i甫兵部 吉別561
ー.l.l4 兵部丞 閥11-28 乃美新四郎(万寿)元信



天文20.2.28 乃美万寿 閥134i甫四郎兵衛4 ..3.13 
新十 閥閥毛11311・612磁997 兼天文20カ.5.23 万寿 関11.47 天正11.9.16
乃美新孫孫兵兵十衛郎衛尉尉 求馬 13弘治3.2.19 乃美万寿 閥134i甫四郎兵衛B 慶長4.7.8 乃美 景継

.2.18 乃美万寿 関134浦四郎兵衛 20 慶長10.4.8 乃美 毛1205
-.12.24 万寿 浦19 慶長12.1.26 乃美孫兵衛尉

i毛甫414464 永禄2.4.27 乃美新四郎 関134浦四郎兵衛-11 慶長17.10.1 乃美兵部丞
永禄3ヵ2.6 新四郎 閥134浦四郎兵衛ー18 乃美新三郎(景綱引
永禄3.9.24

乃美美美美四郎新新新新四郎

閥134浦四郎兵衛ー5 天正11.9.16 乃美新三郎 閥136磁兼求馬-13
永禄4.10.29 乃 四郎 閥134i甫四郎兵衛-2 乃美少輔五郎
永禄4.12.13 乃 四郎 閥134浦四郎兵衛ー1 6.12 乃美少輔五郎 閥11-46
永禄5ヵ2.21 乃 四郎 閥134浦四郎兵衛3 能良
.4.6 新 閥94松田治右衛門-1 天正11.1.2 能良 4、475
永禄11.5.9 乃新 関88山内源右衛門ー13 天正13・r 能良 4、475
永禄11.7.19

乃美新美新新四四郎
閥134i帯四郎兵衛9 天正14.-.- 能良 ノj、475

永禄12.12.10
乃乃 四郎

閥134浦四郎兵衛-10 橋本
元亀1.5.9 閥11-52 天正11.1.2 橋 本 4、475
元亀1ヵ5.21 新四郎 閥11-48 橋本与三
元亀1ヵ3.25 乃美美新少輔四郎 閥134浦四郎兵衛ー7

永 禄4.328郎左衛橋桧橋門尉垣本本槌与(槌三法

毛403
元亀3ヵ8.10 乃 四郎 浦25 永禄4.問3.1 毛403
天正2.12.10 乃美新新新四郎 関134浦四郎兵衛-6 林(桧垣)次 法部)
天正4.8.6 乃美四郎 閥1344浦i甫四郎兵衛ー19 天文23.9.19 師 『出広j島所』収V文書『芸4備7郡中土筋者書
-.5.10 乃美四郎 関13 四郎兵衛 21 d2 
ー2.3 新四郎 閥134i甫四郎兵衛-22 天正4一一 林次次郎郎左左衛衛門尉 小475
-.227 乃少四 浦33 天正5.-.- 林 門尉尉 小475
、9.18 乃四兵 譜録〈白井友之進胤延>-7 天正邑一一 林二郎左衛門 小475

乃美又十郎(弾正忠)景美輿 天正11ヵー一一 林次二郎郎左左衛門尉 小473
乃又十郎 ノj、473 天正13.-.- 林 衛門尉小475

天正8.8.14 弾正忠L 関14-23 林助三郎
乃美四郎五郎

林永藤永禄禄十2郎2118 8 
林助三郎 4、473

天正5.-.- 乃美四郎五郎 ノj、475
乃美少輔十郎(弾正忠、千熊丸、三郎兵衛)元輿 林藤十郎 4、473

天正10.6.17 乃美千熊丸 閥14-8 林藤十郎 ノj、475
ー12.6 乃美三郎兵衛 譜録く乃美宇右衛門国興〉ー5 林甲斐守
天正14.129 乃美少輔十郎 閥14-10 林甲斐守 ノj、473
天正14.2.5 乃美少輔十郎元興 『広島jv贈村山家返章-45 林甲斐守 ノj、475
12.26 乃美少輔十郎 譜録く乃美宇右衛門国輿>-4 林甲斐守 ノj、475

天正17.5.3 乃美弾正忠 閥14-9 天正ιー 林甲斐守 ノj、475
慶長12.6.27 乃美三郎兵衛尉閥122中村七兵衛5 天正5ー.ー

林甲斐斐斐守守守
4、475

乃美右近助 天正6.-.- 林甲 ノj、475
乃美右近 『広島jv村山帳・2 -.3.28 林甲 『広島JN林善右衛門氏旧蔵文

天正10.1.2 乃美右近助 ノj、475 書一1
天正11.1.2 乃美右近助 4、475 -.328 林甲斐守 『広島所J v r芸備郡中士筋者書
天正13.- 乃美右近助 4、475 出j 収文書-18

乃美新十郎(孫兵衛尉)景継 林左京亮
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永禄4閏3.5
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毛403
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4、475
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4、473

4、473
4、475
4、475
4、475
4、475
4、475
4、475

4、475
4、475

林左京亮
林左京亮
林左京亮

日名内慶念

日名内刑部丞
日名内刑部丞
日名内刑部丞
日名内刑部丞
日名内刑部丞
日名内刑部丞
日名内刑部丞

毛403

ノl、473
4、473
4、473
4、475
4、475
4、475
4、475
4、475
4、475
4、475

毛375

毛403
毛403

日名内弥三郎

弘中弥人郎

三回余十郎
三回余十郎

南
南
南
南
南
南
南
南
南
南

天正10.1.2
天正11.1.2
天正12.1.2
天正13，γ

日名内弥三郎
永 禄4.閏3.1

弘中弥人郎
天正3.1.1

三田余十郎
永 禄4.3.28
永 禄4.閏3.5

南
永禄2.1.8
永 禄4.2.5

天正5.-.-
天正7.-.-

天正11.1.2
天正14.-一

南彦七 ノj、473南右衛門大夫



永 禄13は3.4.17 南右衛門大夫 毛374 天正5γ 椋 梨 ノj、475
南左兵衛尉 天正6.-.- 椋梨 ノj、475

南左兵衛尉 ノj、473 天正7・r 椋梨 ノj、475
南左兵衛尉 ノl、475 椋梨 ノj、475

天正4一一 南左兵衛尉 ノj、475 天正10.1.2 椋梨 ノj、475
天正5.-.- 南左兵衛尉 ノj、475 天正12.1.2 椋 梨 ノj、475

南源右衛門尉 天正13.-.- 椋 梨 4、475

南源右右衛衛門尉 ノj、475 天正14.-.- 椋 梨 ノj、475
南源 門尉 ノj、475 椋梨常陸介盛平

天正4.-. 甫源右衛門尉 ノj、475 天文4.-.- 椋梨常陸守 『広島Jv贈村山家返章 81
天正6ーー 南源右衛門尉 4、475 天文4ヵ2.24 椋梨常陸守 閥59椋梨次郎左衛門ー17
天正11.1.2 南源右衛門尉 4、475 天文4ヵ3.23 椋梨 閥59帯、梨次郎左衛門ー18

南彦人 天文10ヵ.1.5 椋梨常陸介 関59椋梨次郎左衛門-14
天正6.-.- 南彦人 ノj、475 天文12.6.3 椋梨常陸介 閥59椋梨次郎左衛門-16
天正7.-.- 南彦八 ノj、475 天文12.7.9 椋梨子 閥14-5

南彦入 ノj、475 -.11.3 椋梨子 閥59椋梨次郎左衛門 1
天正9.12.12 南彦人 『広島JV村山帳 1く高山之分〉 コ11.16 椋梨常陸介 閥59椋梨次郎左衛門-2

南縫殿允 -.10.20 椋梨常陸介 閥59椋梨次郎左衛門-10
天正10.1.2 南縫殿允 4、475 天文19閏5.27 椋梨常陸介 閥59椋梨次郎左衛門-15
天正11.1.2 南縫殿允 ノj、475 天文19.6.22 椋梨常陸介 間59椋梨次郎左衛門・19
天正12.1.2 南縫殿先 4、475 天文21.3.21 椋梨常陸介 閥59椋梨次郎左衛門一12
天正13ーー 南縫殿允 4、475 天文22.9.2 椋梨常陸介 4、111 ∞ p、
天正14.-， 南縫殿允 4、475 -.10.16 椋梨常陸守 閥59椋梨次郎左衛門ー20

南佐渡守 椋梨常陸助盛平 『広島JV贈村山家返章ー79
天正10.1.2 南佐渡守 4、475 天正9.12.12 椋梨ひたち I広島JV村山 帳lく椋梨〉

天正11.1.2
南佐渡渡渡守守守

4、475 椋梨治部少輔(藤次郎)弘平

天正12.1.2 南佐 ノj、475 天文4.-.- 椋梨藤二郎 『広島JV贈村山家返章-81
天正13.-.- 南佐 4、475 天文4カ.3.23 治部少輔 閥59椋梨次郎左衛門 18
天正14.- 南佐渡守 ノj、475 天文21.3.21 椋梨藤次郎 関59椋梨次郎左衛門・12

南太 天文22且2 椋梨治部部少輔 閥59椋梨次郎左衛門ー7
1.15 南太 閥11-35 天文22.8.2 椋 梨 治 少 輔 閥59椋梨次郎左衛門-8

三吉善兵衛 天文22.9.2 椋梨藤次郎 ノj、111
永 禄2.1.8 三吉善兵衛 ノI、473 12.19 椋梨藤次郎 閥59椋梨次郎左衛門-6

三吉普兵衛 ノl、473 -.4.8 椋梨藤次郎弘平 『広島JV贈村山家返章ー38
三吉九郎右衛門尉 -.3.21 椋梨 4、171

永禄4.3.27 三吉九郎右衛門尉毛403 -.5.17 治部少輔 ノj、481
椋梨 永禄4.2.5 椋梨 ノl、473

椋梨 4、473 永禄4.3.26 椋梨治部少輔 毛403
椋梨 4、473 永禄4.3.28 椋梨治部少輔 毛403

-.12.14 椋梨 閥59椋梨次次郎郎左左衛衛門-3 永禄4.閑3.1 椋梨治部少輔 毛403
-.6.23 椋梨 閥59椋梨 門ー13 永禄11.-.- 椋梨 4、473

椋梨 ノj、475 永禄11ヵ5.26 椋梨治部少輔 岡田椋梨次郎左衛門-5
椋梨 ノj、475 椋梨治部少輔 ノj、473

天正4ーー一 椋梨 4、475 ー12.22 椋梨治部少輔 閥59椋梨次郎左衛門-4



天正4.10.2 治部少輔 ノj、159 裳懸 4、473
天正4.10.2 椋梨治部少輔 ノj、160 裳懸 ノj、475
天正4.102 弘平 4、161 裳懸 ノl、475
天正9.12.12 椋梨治部少輔 『広島JV村山帳-1く椋梨〉 天正4.-.- 裳懸 4、475
天正14.2.30 椋梨治音防輔弘平小157 天正5 裳懸 4、475
-.2.28 椋治 ノj、144 天正7.-.- 裳懸 ノj、475
-.6.23 弘平 ノj、145

裳裳懸懸
ノj、475

4.15 椋梨治部少輔弘平『広島JV贈村山家返章一39 天正12.1.2 ノj、475
椋梨治部少弘平 『広島JV贈村山家返章 79 天正13.-.- 裳懸 ノj、475

椋梨次郎左衛門尉景良
裳懸河文2内3守.10.(弥左衛門)懸盛聡

永禄11.-.- 椋梨殿息 ノj、473 天 19 裳河内守守盛聡閥95金山清兵衛9
永 禄12閏528 椋梨 吉513 永禄4.2.5 裳懸河内 小473
天正9.12.12 椋梨藤次郎 『広島JV村山帳lく椋梨〉 永禄4.3.28 裳懸河内守守 毛403
天正13.-.- 椋梨次郎左衛門 『広島JV贈村山家返章-81 永禄4閏3.1 毛403
天正14.2.30 椋梨次左衛門尉景良小157 永禄4閏3.5 裳裳懸懸河河内内守 毛403
慶長5.8.8 椋梨二郎左衛門 閥71佐波庄三郎 24 .7.11 裳弥左 関遺2の2固貞平左衛門-27
慶 長5.8.9 椋梨二郎左衛門 閥71佐波庄三郎一26 -.1.12 裳弥左 閥168嶋末与三一10
慶長5.9.18 椋二郎左 間71佐波庄三郎ー22 裳懸河内守盛聡閥160裳掛道説
慶 長5.11.23 者梨次郎左衛門尉小163 裳懸三郎左衛門尉宗秀
慶長11.7.27 椋次郎左 4、148 弘治3.8.16 裳懸三退院己衛門尉『広島JN広島大学所蔵浦刈島
ー.1.30 椋二郎左 4、170 文書-1

椋梨次左衛門尉景良『広島JV贈村山家返章ー79 .1.13 裳三 閥11-34 is 
椋梨藤二郎就次 裳懸与次

天iE5.-.- 椋梨藤二郎 4、475 裳永懸禄六2.1.8 裳懸与次 4、473
天正13よー 椋梨藤次郎 『広島JV贈村山家返章 81 自s
慶 長8.4.6 椋梨藤次郎 岡田椋梨次郎左衛門-26

永永永禄禄禄444.3間間2338.2 1 
裳懸六郎 毛403

慶 長17.12.7 椋梨藤次郎 岡田椋梨次郎左衛門ー27 裳懸六郎 毛403
-.1.28 むくなし 4、164 裳懸六郎 毛403
元和5.6.23 椋梨次郎左 4、168 永 禄4間3.5 裳懸六郎 毛403
.7.27 次郎左衛門 4、175 裳懸六郎 4、473

椋梨少輔四郎景棟 天正10.1.2 裳懸六郎 ノj、475
天正7γ 椋梨少輔四郎 4、475 天正11.1.2 裳懸六郎 4、475

椋梨少輔四郎 4、475 天正12.1.2 裳懸六郎 ノj、475
天正9.12.12 椋梨少輔四郎 『広島JV村山帳1く椋梨〉 天正13.-.- 裳懸六郎 4、475
天正10.1.2 椋梨少輔四郎 4、475 天iEI4.-.- 裳懸六郎 4、475
天正12.1.2 菰梨少輔四郎 4、475 裳懸次郎四郎
天正13 椋梨少輔四郎 ノj、475 永禄4.3.28 裳懸次郎四郎 毛403

宗近新左衛門尉長勝 裳懸二郎四郎 4、475
-.1.10 宗近新左衛門 ノj、362 裳懸次郎四郎 4、475
文禄4ヵ.4.25 宗新左 『広島JN千葉文書ー7 天正4.-.- 裳懸次郎四郎 ノj、475

宗迫新左衛門尉長勝 f広島JV贈村山家返章 80 裳懸新衛門尉
宗近右衛門尉 永禄11.-.- 裳懸新衛門尉 4、473

永禄9.12.5 宗近右衛門尉 閥58内藤次郎左衛門-14 裳懸新右衛門 関160裳掛道説
裳 懸 裳懸新四郎



裳懸新四郎 ノj、473 楊井刑部丞元勢
裳懸刑部丞 永禄8.3.12 楊井刑部丞元勢 『広島JN三原城城壁文書(楢

裳懸刑部丞 4、473 崎寛一郎氏旧蔵)-9 
裳懸采女允景利 山県源十郎

天正5.-.- 裳懸采女女允允 4、475 永禄4閏3.1 山県源十郎 毛403
天正6ーー 裳懸采 4、475 山田源二

天正7ーー 裳懸采女允 4、475 永 禄2.1.8 山田源二 4、473
裳釆 ノj、475 山田新九郎

天正10.3.3 裳釆 関136磁兼求馬 12 永禄2.1.8 山田新九郎 ノj、473
12.4 

裳裳采懸采女允
関160裳懸道説 1 山田新右衛門尉

天正11.1.2 4、475 永禄4.3.28 山田新右衛門尉毛403
天正14.- 裳懸采女佑 4、475 永禄4問3.5 山田新右衛門尉毛403
天正19.10.10 裳懸采女佑 4、158 天正5.-.ー 山田新右衛門尉小475

望月左衛門尉 天正6・.ー 山田新右衛門尉小475
望月左衛門尉 4、473 天正10.1.2 山田新右衛門尉小475
望月左衛門尉 4、475 天正12.1.2 山 田 新 右 衛門尉小475
望月左衛門尉 4、475 天正13.へー 山 田 新 右 衛門尉小475

望月彦二郎 山田(束)市助

天正4.-.- 望月彦二郎 4、475 山田束市助 ノj、473
天正6.-.- 望月彦次郎 ノj、475 山田市助 4、475
天正7.- 望月彦次郎 4、475 山田市助 4、475

望月彦十郎 天正4.-.- 山田市助 4、475 。国、
天正5ー. 望月彦十郎 4、475 天正5.一 山田市助 4、475

望月二郎左衛門尉 天正6.-. 山田市助 4、475
天正10.1.2 望月二郎左衛門尉小475 天正7.-.- 山田市助 4、475
天正11カ.-.ー 望月二郎左衛門尉小473 山田市 4、475

門回 天正10.1.2 山田市助 4、475
ー12.11 門田 閥11-30 天正12.1.2 山田市助 4、475

門田又五郎 天正13.-， 山田市助 ノj、475
永 禄4.2.5 門回又五郎 4、473 天正14.-.- 山田市助 ノj、475

門田又五郎 ノj、473 山田木工允

天正6.、ー 門田又五五郎郎 4、475 山田木工允 4、475
天正7.-.- 門田又 ノj、475 山田木工允 ノ]、475

門又 ノj、475 天正4・.ー 山田木工允 ノj、475
天正11.1.2 門回又五郎 4、475 天正5.-.- 山田木工允 4、475
天正12.1.2 門田又五郎 4、475 天正6.-.- 山田木工允 4、475
天正13.-.- 門田又五郎 ノj、475 天正10.1.2 山田木工允 ノj、475

門田木工允 天正11ヵ 山田木工允 ;J、473
門田木工允 ノj、473 天正12.1.2 山田木工允 ノj、475
門回木工允 ノl、475 天正13.-.- 山田木工允 4、475
門田木工允 ノl、475 天正14. 山田木工允 ノj、475

天正4.-.- 門田木工允 ノj、475 人幡原六郎右衛門(孫八郎)元直

天正5.-.- 門田木工允 ノj、475 天文9.9.12 八幡原孫入郎 毛287
天正14.-.- 門田木工允 4、475 天文9.9.13 八幡原孫人郎 閥41志賀茂右衛門ー7



天文10.1.13 八幡原孫八郎 毛288 天正5.-.- 周回左馬助 4、475
天文10.1.14 八幡原孫八郎 閥41志賀茂茂右右衛衛門 8 天正6.-.- 周囲左馬助 ノj、475
天文18.12.13 人幡原孫八郎 閥41志賀 門4 天正11.1.2 用田左馬助 4、475
天文19.7.20

八八六般郎幡原右六J可衛郎郎右門右衛尉衛門門尉 毛401
天正13.ー 用回左馬助 4、475

天永禄文24223515 閥41志賀茂右衛門-9 周回平二郎
4、473 用田平二郎 4、475

1.27 六郎右衛門尉 『広島JN松本快蔵氏!日蔵文 用田平次郎 4、475

八幡原六郎右衛門尉書「広ー1島JN松本快蔵氏旧蔵文
天lE4一一 周回平次郎 4、475

3.7 横見弥五郎
書一2 永禄4.2.5 横見弥五郎 4、473

-.12.21 人幡原 岩国纂く中村弥三〉ー15 横見弥五郎 4、473
柚木 横見弥五郎 4、473

柏木 ノ]、475 横見永助禄右衛門(和泉守、弥三郎)政綱(景俊)
柚木小二郎 4.3.27 横見弥三郎衛 毛403

永禄2.1.8 柏木小二郎 ノj、473 元亀2.9.17 横見助右門 閥57飯田平右衛門 4
柏木木工助 天正5.3.6 横助右 諸録く磁兼求馬景秋>-4

天文4.6.14 柚柚柚木木工助
関136磁兼求馬-40 -.7.11 横助 閥57飯田平右衛門-2崎

木木工助 ノ'J、473 ー5.6 横助 閥145問与左衛門一10
木木工助 ノj、475 2.23 横助 『広島JV飯田文書5

柏木木工助 ノj、475 -.9.29 横助右 『広島JV飯田文書7
天正4一一 柏木木工助 4、475 ー12.2 横泉 譜録く践兼求馬景秋〉ー17
天正5円ー 柚木木工助 ノj、475 -.4.17 横見和泉守景俊 『広島JN三原城城壁文書(楢 g 
天正6.-.- 柚柚木木工助 ノj、475 崎寛一郎氏旧蔵)ー18
天正7.-.- 木工助 ノj、475 天正9.6.4 横見助右衛門 『広島JN三原城城壁文書(楢
天正10.1.2 柚木木工助 ノj、475 崎寛一郎氏旧蔵)-8 
天正11カ 九 柏木木工助 4、473 天正9.12.12 検見助右衛門尉『広島JV村山帳 1く高山之分〉

天正12.1.2 柏木木工助 ノj、475 天正10.1.17 横見和泉守 『広島JN三原城城壁文書(三
柚木雅(楽)助 原高等学校所蔵)-10 

-.8.10 柏木雅助 ノj、142 天正10.7.4 横見和泉守景俊 『広島JN三原城城壁文書(楢
用田但馬守 崎寛一郎氏旧蔵)平

永禄2.1.8 周回但但馬守 ノ'J、473 天正12.1.2 横見和泉守 4、475
周回馬守 ノj、475 天正13γ 横見和泉守 4、475

用田右京亮 天正14γ 横見和泉守 4、475
永禄2.1.8 周回右京亮 ノj、473 横見和泉守政綱 閥114横見権左衛門

用回右京亮 ノj、475 横見与三兵衛
用回右京亮 ノj、475 永禄11γ 横見与三兵衛 4、473

天正4ーー一 用回右京亮 ノj、475 横見与三兵衛尉小475
天正5.-. 用回右京丞 ノj、475 横見与三兵衛尉小475
天正11.1.2 用回右京亮 ノj、475 天正4.-.- 横見与三兵衛尉小475
天正13.-.- 周回右京亮 ノj、475 天正6.-ー 横見与三兵衛尉小475

用回宗俊入道 天正7.-ー 横見与三兵衛尉小475

用永回左禄4馬3助28 
周囲宗俊入道 毛403 横見与三兵衛 ノj、475

天正9.12.12 横見与三兵衛尉 『広島JV村山帳1くあちか〉
天正4.-. 用田左馬助 4、475 天正10.1.2 横見与三兵衛尉小475



天正11.1.2 横見与三兵衛尉小475 4.5 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-15
横見新三郎 -.4.21 渡辺出雲守 諾録く渡辺三郎左衛門直>-16

永 禄13.4.17 横見新三郎 毛374 -.6.10 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-19

横永見禄三右衛門尉 -.6.3 渡辺出雲守 閥fL120香原喜左衛門ー1
13.4.17 横見三右衛門尉毛374 、4.27 渡辺出雲守 広島Jv京都大学文学部所蔵

横見太郎右衛門尉道貞 文書(古文書纂)ー13

-.1.10 横 見 太 郎 右 衛 門 小362 天正3.1.1 渡辺出雲守 毛375
文 禄4カ.4.25 横太右 『広島JN千葉文書ー7 6.6 渡辺出雲守 譜録く渡辺=郎左衛門直〉ー20

績見太自防衛門尉道貞『広島Jv贈村山家返章-80 ー1.13 渡出 譜録く渡辺三郎左衛門直>-21
吉近孫七郎 -.2.18 渡雲 譜録く渡辺三郎左衛門直>-22

天正4.-.- 吉近孫七郎 ノj、475 宇 10.15 渡雲 『広島Jvr福山志料』所収文書9

天正5一一 吉近孫七郎 ノj、475 天正19.閏1.17 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直〉ー23
天正6.-ー 吉近孫七郎 ノj、475 天正19.閏1.22 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-24
天正7.-.- 吉近孫七郎 ノI、475 天正19.12.17 出雲守 諮録く渡辺三郎左衛門直>-25

者孫 ノj、475 文禄1.2.18 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-27
天正10.1.2 吉近孫七郎 4、475 6.30 渡辺出雲守 譜録〈渡辺三郎左衛門芭>-28
天正11.1.2 吉近孫七郎 4、475 渡辺越中守幸

吉近左衛門尉 -.6.12 渡辺越中守 『広島Jv r福山志料』所収文

天正6.-ー 吉近左衛門尉 4、475 書-6
吉近主殿允 天文9カ.12.8 zお互三郎左衛門尉『広島Jv京都大学文学部所蔵

天正12.1.2 吉近主殿允 ノj、475 文書(古文書纂)-5 
天正13.- 吉近主殿允 4、475 天文23ヵ8.26 越州 譜録〈渡辺三郎左衛門芭〉ー17 c同a 
天正14 吉近主殿允 4、475 永禄2.1.8 渡越 ノj、473

渡辺 永 禄4.3.28 渡辺越中守 毛403
渡辺 4、473 永禄4閏3.2 渡辺越中守 毛403

元亀2.5.13 渡辺 閥96岡与三左衛門ー4 永禄4閏3.3 越中 毛403
渡辺出雲守房 -.2.26 越州 諮録く渡辺三郎左衛門直>-2

天文22.5.10 渡辺出雲守 譜録〈渡辺三郎左衛門直>-4 -.8.4 越中守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-7
天文22.5.24 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-5 -.8.16 渡越 譜録く渡辺三郎左衛門直>-12
天文22.6.9 渡辺出雲守守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-6 渡越 譜録く渡辺三郎左衛門直>-14
天文23ヵ8.26 渡辺出雲 譜録〈渡辺三郎左衛門直>-17 -.4.5 越州 譜録く渡辺三郎左衛門直>-15
弘治1.4.15 渡辺出雲守 諮録〈渡辺三郎左衛門直〉ー18 -.4.21 渡辺越中守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-16
永禄4.3.26 渡辺出雲守 毛403 九6.10 越州 譜録く渡辺三郎左衛門直>-19
永禄4閏3.3 渡辺出雲守 毛403 天正19.12.17 越中守 譜録く渡辺三郎左衛門直〉ー25
永禄6ヵ9.28 渡辺出雲守 閥117-1 福阿ミ

-.2.26 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直〉ー2 永禄2.1.8 福阿ミ 4、473
九4.10 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-3 宗1青
-.8.4 出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直〉ー7 永禄4.3.28 宗i青 毛403
-.9.15 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直〉昌 永禄4閏3.1 宗1青 毛403
-.11.29 渡辺出雲守 譜録く渡辺三郎左衛門直>-9 宗清 ノj、473
-.2.6 渡出 譜録〈渡辺三郎左衛門直〉・10 与三兵へ

-.8.9 渡辺出雲守 譜録〈渡辺三郎左衛門直>-11 与三兵へ ノj、473
-.9.28 渡出雲 譜録く渡辺三郎左衛門芭〉ー13 -.3.13 与三兵 閥11-29

i度出 譜録〈渡辺三郎左衛門直>-14 竹印



天正4.ー 竹印 4、475 朝枝孫四郎
天正5.... 竹印 4、475 天正15.8.24 朝枝孫四郎 吉684
天正6.... 竹印 4、475 朝枝周防守
天正7.... 竹印 4、475 天文22.3.3 朝枝周防守 吉川中井く朝枝七兵衛家御書御
天正10.1.2 竹印 4、475 感状御下字等写〉ー2
天正11.1.2 竹印 4、475 天正9.6.13 朝周 育1240
天正12.1.2 竹印 4、475 天正9.7.27 朝周 石吉128
天正13.... 竹印 4、475 9.1 朝周 吉1249

9.14 朝枝周防守
吉川中井下井字くく等朝朝写枝枝七兵衛家御書御言川氏 感状御 >-3 

興経(-天→文広1家6)→元春(天寛文永126没Ci1:j天正10)-元長(天正10- .9.14 朝枝周防守 吉川中 七兵衛家御書御
天正15)-$~ (天正15 感状御下字等写>-4

天正15.8.24 朝枝周防守 吉684
相賀 ー10.12 周防守 吉川中井く等朝枝七兵衛家御書御

天正15.10.23 相賀 吉204 感状御下字写>-6
相賀木工助 朝枝修理進

ー2.6 相木工 岩国纂く東蕃蔵〉ー1 天正15.8.24 朝枝修理進 吉685
天正15.6.6 相賀木工助 吉683 荒木又左衛門尉

朝枝残六 永禄12閏5.28 荒木又左衛門尉吉513
天文16.閏728 朝枝残六 吉川l中井〈朝枝七兵衛家御書御 永禄13.4.17 荒木又左衛門 毛374

感状御下字等写〉ー1 粟屋藤右衛門元俊
朝枝新四郎 天文18カ.4.30 粟屋藤右衛門尉吉608 s、j

天 文17.6.18 朝枝新四郎 吉507 天文19.2.16 粟屋藤右衛門尉吉川中井く莱屋氏御書>-1
朝枝藤兵衛 永禄6.閏12.5 粟屋藤右衛門尉吉川中井く粟屋氏御書>-2

朝枝藤兵衛 吉別561 永禄10.12.29 藤右 吉別338
朝枝市佑 天正9.3.20 粟藤右 石吉145

永 禄6.11.13 朝枝市佑 吉511 天正9.6.1 藤右衛門尉 御吉書川感中状井写〈く粟佐屋々氏木御孫書右〉衛4門
ー2.18 朝市 岩国纂く森脇繁生>-6 3.13 粟屋藤右衛門尉元;俊 〉ー1

朝枝右衛門尉 元和3.4.24 粟屋藤右衛門尉吉追2
永禄13.4.17 朝枝右衛門尉 毛374 粟屋藤兵衛尉就幸
慶 長5.8.26 朝枝右衛門尉 吉728 天文21.4.11 粟屋藤兵衛 間19-49

朝枝因幡守高明 粟屋藤兵衛尉 岩国纂く山県杢>-1
天正8.7.24 朝因 石吉37 天正9.4.22 粟屋藤兵衛 吉間臼1145-53 
天正8.12.16 朝屑高明 岡本文書 天正15.8.24 粟屋藤兵衛尉
天正9カ.4.26 高明 吉622 粟屋左京亮
ー7.23 朝国高明 岩国纂く笠井澄右衛門〉ー2 天文21.7.26 粟屋左京亮 吉509
..2.20 朝因 岩国纂く森脇繁生>-8 粟(屋)藤
..5.19 朝因 岩国纂く森脇織江〉ー2 弘治3.3.1 粟藤

閥「久8利47J御家中御書感状等写 47朝枝加賀守春元 1.3 粟藤
天正9.6.30 朝枝加賀守春元石吉142 粟屋伯香
天正9.10.24 朝枝加賀守 石吉148 粟屋伯香 吉別561
寛永21.11.11 朝枝加賀 石吉151 粟屋与三太郎春貞

朝枝平兵衛 天正9.3.20 粟与三太郎 石吉145
天正14.12.20 朝枝平兵衛 閥遺2の4山県平八一8 粟(屋)太



-_920 粟太 岩国纂纂〈白井藤市〉ー1 伊賀回源四郎春古
-_9.20 粟太 岩国 〈白井藤市>-2 天正7.11.21 伊賀回源四郎 関遺1の1多賀兵右衛門・59

粟屋市左衛門 .9.1 伊源 吉1249
天正15.6.6 粟市 岩国纂く井上佐太夫〉平 筏(伊賀回)源介

慶 長8.5.1 粟屋市左衛門 石官159 天正15.8.24 伊賀回i原介 吉685
粟屋彦右衛門尉就光 慶 長5.8.26 筏i原介 吉728

天正3.1.1
粟粟屋屋彦彦彦右右右衛衛門門

「久利」御家中御書感状等写 4 石(吉}II)七郎兵衛尉経有

天正3.1.7 「久利」御家中御書感状等写 5 2.5 台i可七郎兵衛 岩国纂く石七郎兵衛>-5
天正3.1.15 粟屋 衛門 「久利j御家中御書感状等写 6 2.5 吉川七郎兵衛 岩国纂く石七郎兵衛>-6
天正7.11.2 粟彦 吉1210 2.5 吉川七郎兵衛尉岩国纂く石七郎兵衛>-7
天正8.3.24 粟粟屋彦 閥115-32 -.9.9 吉川七郎兵衛 岩国纂く石七郎兵衛>-8
天正9.4.15 彦彦右衛門 吉川中井く粟屋氏御書〉ー3 天文16.8.20 石七郎兵衛尉 岩国纂く石七郎兵衛>-9
天正9邑1 粟屋右衛門尉古川中井く粟屋氏御書>-4 天文17.6.18 石七郎兵衛尉 吉507
天正9.7.12

粟粟粟屋屋屋彦彦彦右右右衛衛門尉 古川感中井状く写粟屋氏御書>-5
天文17.6.23 石七郎兵衛尉 岩国纂く石七郎兵衛〉ー10

9.7 御r].;書 く莱屋十郎兵衛>-1 天文19.12.13 石七郎兵衛尉 岩国纂く石七郎兵衛〉ー12
門 広島JV村山帳ー2 天正4.12.4 経有 岩国纂く石七郎兵衛>-15

天 正14カ.9.23
粟粟粟粟屋屋屋彦彦右彦彦右右右衛衛衛門尉門門就尉尉先 御書感状写く粟屋十郎兵衛>-2

石(伊志)七郎兵衛尉春成
天正15.8.24 育685 天正4.12.4 伊志七郎兵衛尉岩国纂く石七郎兵衛〉ー15
天正15.9.10 御書感状写〈粟屋十郎兵衛>-3 天正4.12.4 伊志七部兵衛尉岩国纂〈石七郎兵衛>-16
天正18.1.26 古川中井く朝枝七兵衛家御書御 天正4.12.4 伊志七郎兵衛尉岩国纂く石七郎兵衛>-17

感状御下字等写〉・5 天正15.6.6 伊宏、七郎兵衛 岩国纂く井上佐太夫〉ー7
天正18.9.11 粟彦 吉別706 天正15.6.6 伊志七自陪講1尉春成吉683 σgJ 
天正19.3.6 粟粟屋屋彦彦右右衛衛門尉 官吉967956 天正17.10.16 伊志七郎兵衛尉岩国纂く石七郎兵衛〉ー18
天正19.5.14 門尉 石田新四郎
文 禄3.3.16 彦右 吉別676 天文21.7.26 石田新四郎 吉509
ー3.26 粟彦 吉野4 井尻又右衛門尉

-.9.28 粟彦 吉別202 元和3.4.24 井尻又右衛門尉吉追2
-.2.26 粟彦 吉別739 寛 永21.11.11 井尻又右衛門 石吉151
-.12.30 粟彦 岩国纂く宇都宮大左衛門>-3 市川対馬守
2.3 

粟莱粟彦屋右彦彦右彦衛右門尉

岩国纂く山県十介>-1 天文22.3.3 市川対馬守 吉川中井く市河家御書>-4

5.26 吉200 市川五郎右衛門尉
慶 長4邑12 御書感状写く粟屋十郎兵衛>-4 永 禄12.間5.28 市川五郎右衛門尉吉513
慶 長4.8.26 吉川中井く粟屋氏御書>-6 市川雅楽允経兼
元和3.4.24 粟屋彦右衛門尉吉追2 -.1.28 市川雅楽丞 者87

伊賀回但馬守春法 天正8.9.1 市川雅楽允 吉616
9.28 伊賀回但馬守 閥144i同玄寺・15 天正9.3.7 市雅 吉618

天正7.9.21 伊但 問遺1の1多賀兵兵F文右右書衛衛門-61 天正9.3.9 市川雅楽允 吉619
天正7.9.22 伊賀回但馬守 関遺1の1多賀 門-60 天正9.3.9 市川雅楽允 吉621
天正7ヵ.11.1

伊春伊但組法春信

『島根j雲樹寺文 天正9.7.4 市雅 吉1241
天正8.4.10 閥115-51 市川雅楽允春俊

天正8.12.16 岡本文書 10.4 市雅 閥31-35
-.9.28 

伊但 閥遺1の1多多賀兵佐兵々右右木衛衛孫門門右・-66衛4 5 
11.16 市川雅楽允 『広島JV桑原羊次郎氏所蔵文

-.9.7 伊包 関遺lの1 賀 書-1
-.3.13 伊加田但馬守春法御書感状写く佐 門>-1 天正8.7.8 市川雅楽允 閥73天野求馬4



天正8.12.16 市春雅俊春俊 官岡本文書 .2.7 井杢 岩国纂〈井上喜右衛門>-1
天正9.3.9 619 -.5.18 井上杢允 岩国纂く井上喜右衛門>-2
天正9ヵ4.26 春俊 吉622 .7.23 井杢 岩国纂く笠井澄右衛門>-1
天正15.8.24 市川雅楽免春俊脊685 -.7.23 井杢春隆 岩国纂〈笠井澄右衛門>-2

伊(井)藤与四郎 .11.6 井杢 岩国纂く内藤権兵衛〉ー1
永禄6.11.13 井藤与四郎 吉511 .11.7 井杢 岩国纂く内藤権兵衛〉ー3

伊元藤和弥左3.4衛24門 伊藤与四郎 吉追2 -.2.28 井杢 岩国纂く森脇繁生>-7
天正15.6.6 井杢 岩国纂く井上佐太夫〉ー7

永 禄13.4.17 伊藤弥左衛門 毛374 天正15.6.6 井上木工允春佳吉683
稲光内蔵大夫 寛永21.11.11 井上木工免 石吉151

永 禄6.11.13 稲先内蔵大夫 吉511 井上助七春実
井上小三郎 天正8.10.28 井上助七春実 石吉150

天文17ι18 井上小三郎 吉507 -.6.5 井助七 岩国纂く井上喜兵衛>-1

井上次郎右衛門尉春勝井上次郎右衛 ー7.1 井上助七 岩国纂く井上喜兵衛>-2
天文19.2.16 門尉岩国纂く井上佐太夫〉ー2 井下平三
天文19.2.16 井上次郎日R右右右持衛衛f門尉岩国纂く井上佐太夫>-3 永禄6.11.13 井下平三 吉511
天文21.4.11 門尉閥19-49 井下土佐守
永禄1.8.25 井井上上次次良良 門尉岩国纂く井上佐太夫>-4 永 禄12閏5.28 井下土佐守 吉513
天正6.1.3 井上次郎右衛門尉岩国纂く井上佐太夫>-6 井下弥次郎
邑13

井井井井上上上上次次淵湖郎郎右陪防右衛衛衛F衛'Il>門門門t春尉尉尉勝 岩国纂く井上佐太夫〉ー5
元亀2.1.24 井下弥次郎 岩国纂く井下孫左衛門〉ー1

天正15邑6 岩国纂〈井上佐太夫>-7 -.2.19 井弥次 岩国纂く井下孫左衛門>-2
天正15ι6 吉683 天正6.7.12 井下弥次郎 育1466 ;;t; 
天正15.8.24 吉684 井下左馬丞

井上神兵衛(親久ヵ) .4.21 井下左馬丞 岩国纂く井下孫左衛門>-3
天文22.3.3 井上神兵衛 岩国纂く井上又六〉ー1 -.8.22 井下左馬丞 岩国纂く井下孫左衛門>-4

井上平右衛門尉 -.8.30 井下左馬丞 岩国纂く井下孫左衛門>-5

永上禄木工12.間5.28 井上平右衛門尉吉513 井下新兵衛尉
井 允春佳 -.1.3 井下新兵衛 「久利」御家中御書感状等写 47

天正2閏11.16 井木工 閥31-36 慶長5.8.26 井下新兵衛 吉728
天正4.12.11 井木工 石育13 元和3.4.24 井下新兵衛尉 吉追2
天正8.7.24 井上木工允春佳石吉37 寛永21.11.11 井下新兵衛 石吉151
天正8.10.5 井上木工允 石吉16 今回孫四郎経高
天正8.10.27 井木工 石吉17 天文16閏7.25 今回孫四郎 吉427
天正8.10.27 井杢 石吉91 天文16閏7.27 今回孫四郎経高吉426
天正8.10.28 井木工 石吉150 天文17.6.18 今回孫四郎 吉507
天正8.12.16 井木工春佳 岡本文書 文禄4.12.13 今回孫四郎 吉川中井く本宗今回氏什書>-2
天正9.6.13 木工允 吉1240 今回中務少輔(土佐守、一庵)経忠

天正9.7.27 井木工春佳 石吉128 天正1.102 中務少輔 吉485
天正9.7.28 井木上工杢春佳 石吉129 天正1.10.2 名代 吉544
天正9.10.24 井 允 吉9∞ 天正1.10.2 経忠 吉556
天正9.12.5 井木工 石吉85 天正1.10.3 名代 吉549
天正9.12.20 井上木工免 石吉84 天正9.3.20 今中 石吉145
天正10.2.20 井木工 石脊126 天正15.6.6 今回中務少輔 岩国纂く井上佐太夫〉ー7
天正11.9.6 井上木工允春佳石吉38 天正15.6.6 今回中務少輔 吉680



天正15.6.6

今今今今今判判留問H問仲中中中中中a務務務務第'91少少少太少吻伯幅幅幅能f.-a.寄鎚3

-.2.5 今蔵 岩国纂く石七郎兵衛〉ー7
天正18.10.16 吉921 天正15.8.24 今回内蔵丞 吉684
天正18.10.16 脊923 今回安右衛門尉春佳
天正18.1026 吉922 天正18.1026 今回安右衛聾I門尉 吉922
天正18.10.26 吉924 天正18.10.26 今回安右門尉官925
天正19.5.14 者696 慶 長5.8.26 今回安右衛門尉官728
文禄4.12.13 土佐守 吉川中井く本宗今回氏什書〉・2 今寛回孫十郎
勺 5.21 今土佐 吉1212 永21.11.11 今回孫十郎 石吉151
慶長5.8.4 土州 吉別631 内別作右衛門尉
慶 長11.1.13 今回土佐守 毛1256 天正15.8.24 内別作右衛門尉吉684
慶 長11.1.17

今回土土土佐佐佐守守守 毛1258
宇津宮備前守

慶 長11.1.17 今回 経 忠 毛1260 -.2.8 
宇宇都津備宮備前守

吉1244
慶 長11.1.26 今回 経忠毛1261 邑21 岩国纂く宇都宮大左衛門>-2
慶 長20.4.18 一庵 吉別708 天正15.8.24

宇宇宇津都津宮備前守
官684

今回上野介 天正15.8.24
宮宮備備前前守守 育岩6国85纂〈宇都宮六左衛門>-3天正6.9.14 今回上野介 吉川中井く本宗今回氏什書〉・1 ー12.30

今回兵部丞(左衛門尉)春倍 元和3.4.24 宇津宮備前守 吉追2
天iE6.9.14 兵部丞 吉 川 中 井 書く本宗今回氏什 梅玉善二郎

書〉ー1 永禄13.4.17 梅玉善二郎 毛374
天正14.11.9 今回兵部 「久利」く御井家上中佐御太書夫感〉状ー7等写 1 江木雅楽允
天正15.6.6

今回兵部衛部丞丞門春尉 岩国纂
永禄6.11.13 江木雅楽允 吉511

天正15.6.6 今回兵 倍吉683 江田孫七郎 III 
元和3.4.24 今回左衛門 吉追2 天文17.6.18 江田孫七郎 吉507

今回玄蕃允(下野守)春政 慶長5.8.26 江田孫七郎 吉728
-.2.8 今玄 台1244 江田孫三郎

-.3.26 今玄 吉974 天文17.6.18 江田孫三郎 官507
天正15.6.5 今玄 吉679 永禄且11.13 江田孫三郎 台511
天正15.6.6 今玄 岩国纂く井上佐太夫〉ー7 江田小太郎
天正15.6.6 今回玄蕃允 吉680 天文19.12.27 江田小太太郎郎 岩国纂纂〈江田孫介>-2
天正15.6.6 今回玄蕃允 吉683 3.19 江田小 岩国く江田孫介>-4
天正15.8.23 今回玄蕃允 吉919 江田因幡守
天正15.9.23 下野守 吉別563 4.26 江田因幡守 岩国纂〈江田孫介>-3
慶 長19.11.19 下野 吉別687 江田宮内大輔智次
慶 長19.12.18 今野州 吉ZU688 永禄12.閏5.28 江田宮内大輔 吉513
慶 長20.1.1 今下野 吉別647 元亀1.7.20 江田宮内智次 閥49江田宗格
慶 長20.4.18 下野 吉別708 ー728 江田宮内太輔 吉川中井く江田家所蔵御書〉ー2
慶 長20.5.30 下野 吉別592 .11.18 江田宮内太輔 寺社証文30瑠璃光寺-3
慶 長20.5.30 下野 吉別593 -.8.8 江田宮内太輔 寺社証文30瑠璃光寺ー2
慶長20.6.1 下野 吉zロk 別594 江田善兵衛尉
慶長20.6.3 下野 日U595 司 3.19 江田善兵衛尉 岩国纂く江田孫介>-4
慶 長20.6.14 下野守 吉別710 江田三郎右衛門尉春保
慶 長20.6.22 今下 吉別711 天正15.6.6 江江田田三三郎郎右衛右門衛尉門智点 岩国纂く井上佐太夫〉ー7
慶 長20.6.29 下野守 音別712 天正15.6.6 吉683

今回内蔵丞 江田常陸介
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吉追2

毛374
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天正15.8.24
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天正19.3.14
文禄3.5.-
慶長4.10.15
慶長5.5.16
慶長5.5.16
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慶長5.9.12
慶長5.10.10
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慶長11.1.13
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慶長11.1.26
慶長19.11.11
慶長19.11.11
慶長19.11.28
慶長20.4.18
慶長20.5.30
慶長20.5.30
慶長20.6.1

小河内源兵衛尉御書感状写く小川光松〉ー1
小河内源兵衛尉吉511

小河内与次 石杏128

小 坂 吉別345

小坂市允 毛374

小坂新四郎
小坂新四郎長信
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慶長20.6.14
宗宗宗尤尤尤

吉別710 天正8.12.8 桂左春房 『島根」所収文書

慶長20.6.22 吉別711 天正8.12.16 桂左春房 岡本文書
慶長20.6.29 吉別712 天正9.6.13 左馬助

吉岩岩『広1国国2島4纂纂0jくくV内森村藤脇山権繁帳生兵』衛〉4〉-2
宗尤 吉別206 12.6 左 馬

ー2.27 宗尤 吉別572 .2.20 左馬助

元和3.4.24
香万刀白zb  t 1Z 川又左衛門尉 吉追2

桂左馬助

元和4閏3.16 尤 音別272 -.9.12 桂 左
「「久久利利」」 久久利利家家イ什十害書4-458 

元和5.7.23 尤吉gU237 9.26 桂左馬
香川兵部大輔春景 天正15.824 桂左馬劫春房 吉684

天正9.6.30 香川兵部太輔 石吉142 天正15.且20 桂左馬助春房 石背40
香川兵(部)春雄 天正15.9.20 桂左馬助 石吉23

天 正9.12.5 香 兵 石吉85 天正15.-.-
桂春房左馬 吉『広13島40』V文書4

香川彦右衛門尉 -.7.22 
天 正15.824 吉684 天正1725 桂桂左左馬春房 石吉39

柏村 文(武永)四郎 天正18.1.20 吉岩9国7纂5く森脇次郎兵衛>-1
天 19.2.16 音別734 天正19.3.6 桂左馬助

文文禄禄353閏17625 
左馬 吉別676

天 文20.3.3 吉別734

桂桂左桂桂左左左馬左助馬馬j馬馬助

吉別620
天 文20.3.3 育別734 文禄5.8.5 吉699
天 文20.10.5 音別734 -.3.26 吉974
天 文21.7.26 吉zロb 509 慶長5.8.4 音別631
-.3.14 iB:7I<IrnOssillljjjlf jijgU734 慶長且5.1 石吉159 s; 
-.7.3 吉別734 慶長8ヵ9.3 桂左 音別611
-.32 吉別734 慶長8ヵ.9.12 桂左馬 吉岩別612
-.4.15 吉別734 ー12.30 桂 左J馬 国纂〈宇都宮六左衛門>-3
ー.10.21 吉別734 慶長11.1.13 桂但馬守 毛1256

柏村(武永)弥二 慶長11.1.17

桂桂桂但但但但馬馬J馬馬守守春房

毛1258
天 文21.4.11 武永弥二郎 間19-49 慶長11.1.17 毛1260
一.1021 弥 二 郎

吉吉別別773344 
慶長19.11.28 吉1305

ー.6.13 武永弥二郎 元和3.4.24 吉追2
天 正3.11.30 武永弥二郎 吉別734 元和4.10.12 但馬守 吉別672
寛永21.11.11 武永四郎兵衛 石吉151 桂与三兵衛尉春忠

桂左近太夫経貞 天正8.9.13 桂与三兵衛尉
永 禄12.閑528 桂左近大夫 吉513 天正8.9.13
天 正15.8.24 桂 左 近 大 夫 経 貞 吉685 天正8.9.26 桂与三兵 〉ー1

桂左近大夫 閥12 天正8.11.20

事P雀径佐与t与与与Eニ三三d捕捕兵沼稲衛E尉尉2春遣

桂少輔五郎 天正9.9.5
永禄13.4.17 桂少輔五郎 毛374 天正13.9.13

桂左馬助(但馬守)桂春左房 天正13.9.13
天正8.4.10 馬馬 関115-51 天正15.8.24
天 正8.6.12 桂 左 助 閥158木原平蔵日 天正17.2.30
天 正8.7.10 桂左馬助 閥158木原平蔵 10 -.9.16 桂与三兵衛尉 吉別373
天正8.7.24 桂左馬助春房 石吉37 桂助五郎春実

天 正8.9.7 左馬助 閥115-71 天正15.6.6 桂助五郎 岩国纂〈井上佐太夫>-7



天正15.6.6 桂助五郎春実 吉683 元和3.4.24 三河守 吉追2
桂雅楽允 黒杭藤四郎

天正15.8.24 桂雅楽允 吉684 天 文17.6.18 黒杭藤四郎 吉507
河辺八郎左衛門尉 黒杭与次

永 禄12潤 5.28 河辺地陸阪E衛f軒門F尉吉513 天 文19.2.16 黒杭与次 岩岩国纂纂く黒杭惣左衛門〉ー1
元 和3.4.24 )1院V¥l! ヲ尉吉追2 天 文19.12.13 黒杭与次 固く黒杭惣左衛門>-2

河村与文次21郎
黒杭周防守春通

天 .7.26 河村与次郎 吉509 6.14 黒杭周防守 閥117-32
木部源十郎 -.4.18 黒杭周防守 『広島JN楢崎文書7

弘治4.3.16 木部源十郎 岩国纂〈木部祐八〉・2 黒杭豊後守

六郎盛長 天正13.12.6 黒杭豊後守 岩国纂く黒杭惣品ミ衛門>-4
-.9.17 六郎

「久利」 久利家家家家家什什什什什書書書書書ー4322297 5 9 2 

桑原善七郎

天文22.2.7 六郎盛長 「久久利利」久利 永 禄6.11.13 桑原善七郎 吉511
一.4.16 六郎

「「久利」J 
己斐弥次郎元和

弘治4.3.3 六郎
「久利J久久久利利利 什書"-39

天正15.6.6 己斐弥次郎 岩国纂く井上佐太夫>-7
-.4.29 六郎 天正15.6.6 己斐弥次郎元和吉683
-.11.6 六郎 「久利」久利家什書"-40 高助左衛門

左馬助 寛永21.11.11 高助左衛門 石言151
-.9.27 左J馬助 「久利」久利家什書 31 小谷源五郎

永 禄12.閏5.28 左 馬 助
吉毛53174 3 

永禄邑11.13 小谷源五郎 吉511
永 禄13.4.17 左馬助 児玉東市介春種

天 正5.4.3 左 馬 助

『ff「「州M久久久久利利利利Uj』」」」畑町-34

天正2ヵ.9.20 児 市 閥107井上宇兵衛-5 ::ll 
天正5.4.5 左 馬 助 久利家什書-33 天正3ヵ.4.25 児玉市之助 閥115-125
-.3.8 左馬馬助 久利家什書 35 天正4.7.15 児児玉東市助 毛338
-.6.6 左助 久利家什書 37 天正8.4.13 玉東市助 閥88井原十郎左衛門-9
ー.11.28 左 馬 助 久利家什書 38 天正8.7.13 児市 閥88井原十郎左衛門-10
ー.10.14 久左馬

「「久久利利」 久久利利家家什什書書443 
天正8.7.22 市 介 閥115-42

-.8.21 左J馬助 天正8.7.24 児玉東市介 春 種 石 吉37
天 正13.11.26

左久左馬助
「「久手IJJ久利家什書・36 天正8.12.8 児市市春種 『島根」所収文書

-.9.26 久利J久利家什書-48 天正8.12.16 口春種 岡本文書

三河守盛勝 天正9.6.24 児 市 吉1183
-.11.6 三i可守

者「「久久別利利36」」1久久利利家家什什書書 4456 

天正9.-.- 児 市 吉1184
-.9.12 三河守 天正11.8.13

児児市市 吉毛B1 2642 7 
一.4.13 三 河 守 天正12.1.11

ー且2 三 河 守守 「久利Jj久利家什筈 47 -.6.8 JIl市 言1193
ー7.11 三河 「久利久利 家什書 49 -.9.3 児市 吉1194
天正13.12.26 盛勝 石吉102 -.10.14 児市 閥132飯田七郎右衛門-29
天正15.6.6 三 河 守 岩国纂く井上佐太夫〉ー7 司 10.15 児市

岩閥I『島島島違国根根根2纂』』のく3鰐日湯森御淵原脇碕寺文織神文左江社書衛〉文4門書ー15天正15.6.6 三河守盛勝 5 児市

天正16.6.25 三河守 吉「『久広68利島3 」久利家什書ー50 -.5.19 児市

ー7.22 三河守 J V久利文書 1 -.9.28 児 市

-.9.16 三i可守
「「久利」 久利家家家什什什書書書ー・55523 1 

-.6.3 児 市 r..~J 内神社文書
-.6.6 三 河 守 久利j久利 -.1.16 児 市 毛795
-.6.25 三 河 守 「久利」 久利什 8.8 児玉市佑 毛797



ー.4.2 児児市 毛844 天文21.3.3 佐々木弥十郎 宕国纂く佐々木九兵衛>-2
天正14.7.28

児市玉春市種介春種
石吉45 佐々木弥七郎

天正15.8.24 育684 天文20.10.5 佐々木弥七郎
「久利j御家中御書九九木兵兵感権衛衛状兵等〉〉衛写家34 ・御.20 児玉市之助春種閥125児玉吉兵衛 天正8.3.13 佐々木弥七郎 岩田纂纂く佐々木

佐伯天弥五郎 11.23 佐々木弥七郎 岩国く佐々木
文17.6.18 佐伯弥五郎 吉507 1.16 佐弥七 吉川l中井く佐々木権 御書

佐伯弥四郎 御感川状中写井>-1 
永禄6.11.13 佐伯弥四郎 吉511 -.8.23 佐弥七 吉 く佐々木権兵衛家御書

佐伯源右衛門尉 御感状写>-2
永禄12.閏5.28 佐伯源右衛門尉吉513 -.9.11 佐弥七 吉川中井く佐々木権兵衛家御書

境孫七郎 御感状写>-4
天文5.12.13 境孫孫七郎 岩国纂纂く境孫七〉ーl 佐々木次郎四郎
天文18.12.18 境 七 郎 岩国く境孫七〉ー2 永禄6.11.13 佐々木次郎四郎吉511

境雅楽助春通 佐々木左衛門尉
-.2.5 境雅楽楽助 吉371 永禄6.11.13 佐々木左衛門尉吉511
天文16.2.11 境雅助 吉418 佐々木孫九郎
天文16.2.11 堺雅楽楽助 吉419 永禄13.4.17 佐々木孫九郎 毛374
天文16.2.11 境雅助 吉42日 佐々木九兵衛尉

堺左衛門尉 2.26 佐々木九兵衛尉吉784
天文17.6.18 堺左衛門尉 者507 ー9.7 佐九兵 古川中井く佐々木権兵衛家御書
天正15.8.24 境左衛門尉 吉684 御感状写>-3

堺慶孫永禄六長65•. 8121.6 13 
佐々木源兵衛 8 

堺孫六 吉511 天正15.6.6 佐i原兵 岩国纂く井上佐太夫>-7
境孫六 吉728 佐武善左衛門尉直次

堺助永禄四郎 永禄13.4.17
佐武善善善左左左衛衛衛門 毛37412閏5.28 堺助四郎 育513 天正9.7.26 佐武 門尉 関115-164

堺与三右衛門尉春倫 慶長5.826 佐 武 門尉吉728
永禄12.5.18 境与三右衛門 関49江田宗格 静間内蔵丞
永禄12.閏5.28 堺与与三右衛門尉 吉513 静永問禄邑11.13 静問内蔵丞 吉511
天正8.12.16 境三右春倫 岡本文書 源兵衛
寛永21.11.11 境与三右衛門 石吉151 寛永21.11.11 静問 石吉151
元和3.4.24 堺与三右衛門尉育追2 白地与十郎

境又永平禄春12久 末永永禄弥12閏5.28 白地与十郎 吉513
5.18 境又平 関49江田宗格

天弥文2六4左8.2衛2門
堺佐天渡 守 末末永永弥六左衛門 岩国纂纂纂く末末末永兵八>-1

正5.3.11 堺佐渡守 石吉46 天正5.6.24 弥六六左左衛衛門 岩国 く 永兵入>-2
境雅楽助春嘉 -.6.19 末永弥 門 岩 国 く 永 兵 八 〉 ・3

天正3.8.1 堺雅楽 関46小寺忠右衛門-50 末永彦九郎
天正14.10.- 境雅楽楽助 御書感状写く境新五左衛門>-1 永禄12.閏5.28 末永彦九郎 吉513
天正15.8.24 境雅助 吉685 .6.19 彦九郎 岩国纂く末永兵八>-3

相良又五郎 須子孫右衛門尉
天文21.7.26 相良又五郎 吉509 永禄6.11.13 須子孫右衛門尉吉511

佐々木弥十郎 曾河(十}l1)孫六郎
天文20.10.5 佐々木弥十郎 岩国纂く佐々木九兵衛>-1 天文17.6.18 曾河孫六郎 吉507



石吉142
石吉151

長和七郎右衛門尉岩国纂〈長和伊三郎>-1

吉511

『広島Jv村山帳-2
石育47
石言48
石吉151

l
E
C同
l

「久利」御家中御書感状等写ー10
吉別366
吉別325
吉別365
育別329
吉別368
吉別334
吉別339
吉別367
吉川中井く御家中差出伝記写〉ーI

吉別326
吉別346
吉別345
閥58内藤次郎左衛門ー14
「久利」御家中御書感状等写-9
音別374
吉別337
吉別338
吉別330
吉別375
吉別369
音別343
吉別371
吉別340
吉別344
吉別331
吉684
吉別358
吉別387

天正9.6.30
寛永21.11.11

長和七郎右衛門尉
天文19.2.16

長和与五郎
永禄6.11.13

長和三郎右衛門尉
長和三郎右衛門

天正16.12.17 長和三郎右衛門尉
天正17.3.30 長和三郎右衛門尉
寛永21.11.11 長和三郎右衛門

奈良井太郎左衛門尉
永禄6.11.13 奈良井太郎左衛門尉吉511

二宮木工助経実
、7.29 杢之助
天文6.11.7 むくのすけ
天文7.2.21 二宮木工助
天文13.5.5 二宮木工助
天文16.8.25 二宮木工助
天文19.12.13 二宮木工助
天文20.10.5 二宮木工助
天文22.3.3 二宮木工助
天文22.3.3 二宮木工助
弘治1.10.13 二宮杢之助

二宮与十郎(木工助、佐渡守)俊実
天文11.7.28 二宮与十郎
永禄4ヵ 3.11 二木工
永禄4.閏3.10 二宮木工助
永禄9.12.5 二宮木工助
永禄10.4.9 二宮杢之助
永禄10.11.20 三木工
永禄10.12.3 二宮木工助
永禄10.12.29 二木工
一.11.2 二宮木工助
-.3.26 二宮木工助
一.11.13 二宮木工助
天正2.8.22 二宮佐渡守
天正7ヵ11.22 二佐
天正11.8.24 二宮佐渡守
天正11.9.5 二宮佐渡守
天正13.2.21 佐渡守
天正15.8.24 二宮佐渡守
文禄2.6.21 二佐渡
慶長5.12.2 二佐渡

長岡信濃守正勝
長岡信濃

育509

吉784

長和与五郎
『広島Jv吉川家旧蔵文書ー1
閥55祖式右衛門八一3
関107赤川次郎左衛門-13
閥115-125
『島根j日御碕神社文書

吉683
吉別588
音別589

十川孫右衛門尉
(賢兼)
祖式
祖式式部少輔
祖式式部少輔
祖式式部少輔
祖式式者砂背面賢兼

(信濃守)元勝
祖式式部&骨南元勝
祖二右
祖二右

十川孫六郎

吉別562
音別563

吉511
吉追2

吉511

官685

岩国纂く井上佐太夫〉ー7
書683

台513

吉別310
岩田纂く井下孫左衛門〉石
岩田纂く内藤権兵衛〉ー1
岩国纂く内藤権兵衛>-2
岩国纂く内藤権兵衛>-3
岩国纂く内藤権兵衛>-4
岩国纂く内藤権兵衛>-5
岩田纂く内藤権兵衛>-6
岩国纂く内藤権兵衛〉ー7
石吉159

掃部助
掃部助

田岡勘兵衛尉
田岡勘兵衛

鷹巣四郎兵衛尉

吉511

吉511

伴回助兵衛尉

内平
内平左
内藤平左衛門尉
内藤平左衛門
内藤平左衛門尉
内藤平左衛門尉
内藤平左衛門尉
内藤平左衛門尉
平左衛門尉
内藤平左衛門

高橋右近允春光

東条与三左衛門尉

利松掃部助
利松掃部助元重

天文21.7.26
十川孫右衛門尉

-.2.26 
祖式式部少輔友兼

永 禄3.11.27
永 禄5.2.2
元亀1.8.16
天正3ヵ.4.25
-.9.28 

祖式式部少輔
天正15.6.6
慶長11.6.26
慶長11.6.28

祖式掃部勧元良
天正15.9.8
天正15.9.23

田岡勘兵衛尉
永 禄6.11.13
元和3.4.24

鷹巣四郎兵衛尉
永 禄6.11.13

高橋右近允春光
天正15.8.24

寺本玄蕃允
永 禄6.11.13

東条与三左衛門尉
永 禄6.11.13

利松掃部助元重
天正15.6.6
天正15.6.6

伴回助兵衛:尉
永 禄12閏5.28

内藤平左衛門尉
天正B問3.9
-.8.30 
-.11.6 
-.12.6 
-.11.7 
11.17 
6.22 

-.8.28 
.10.2 
慶 長8.5.1

長岡信濃守正勝

寺本玄蕃允



吉683

『広島Jw西村治雄氏所蔵文書 1
吉684

二宮与次郎長正

筑後守
二宮筑後守

吉別734

石吉146
石吉142
石吉127
石言151

吉田3

堅持t十郎左衛門尉吉513

毛374

吉509

l
同

D
H
l

吉509樋口三郎兵衛尉

吉509
『島根』所収文書

平佐右衛門尉
平佐衛門尉元保

吉684平佐源右衛門尉

吉684

岩国纂く井上佐太夫〉平

吉507

吉511

吉371
吉400
吉405

吉別312
音別361

二宮孫十郎

野左
野田左衛門尉春実
野左
野田左衛門尉

野村次郎兵衛尉

野村源五郎

樋口彦六

育511
吉迫2

福原備後守

細迫源右衛門尉
細迫源右衛門尉

松杢

三須孫兵衛尉

三須孫三郎

助
助

馬
馬

右
右

須
須
馬

一一一一一一一一一
次太
宮庄

天正15.6.6
二宮筑後守

天正5.3.12
天正15.8.24

二宮孫十郎
一10.21

野田左衛門尉春実
天正9.5.16
天正9.6.30
天正9.10.26
寛永21.11.11

野村次郎兵衛尉
永禄12閏5.28

野村十郎左衛門尉
永禄12閏5.28

野村源五郎
永禄13.4.17

樋口彦六
天文21.7.26

樋口三郎兵衛尉
天文21.7.26

平佐右衛門尉元保
天文21.7.26

永禄5.9.14
平佐源右衛門尉

天正15.824
福原備後守

天正15.8.24
細迫源右衛門尉

永禄6.11.13
元和3.4.24

松浦杢
天正15.6.6

三須孫兵衛尉
天文17.6.18

三須孫三郎
永禄6.11.13

三須右馬助房清
-.2.5 
-.6.11 
6.9 

宮庄次郎太郎春真
一7.1
九11.6

4
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D
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u
ヮ
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。02
4

お
お
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お
お
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山

口
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U
h
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0
8
0
8
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n
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p
n
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U
M
M
U
M
M
O
M
M
P
刀

吉
吉
吉
官
官
士
口
士
口
吉
吉
吉
吉
者
吉

二宮佐渡入道
佐渡
佐渡守
三佐
二佐
二宮佐渡守
二宮
二宮佐渡守
佐渡
佐渡守
佐渡
佐渡
佐渡入道

慶 長5.12.16
慶 長6ヵ8.25
慶 長7ヵ.6.14
慶長7.6.3日
-.3.13 

ー2.20
-.11.11 
2.3 
.10.1 
.2.22 
-.5.1 

吉別377
吉別370
吉別372
吉別373
音別376
育別342
閥遺2の4山県平八-8

二宮与十郎
木工
二宮木工助
木工
木工助
木工助
二宮杢之助

吉507二宮弥五郎

石吉92二 兵

吉田3

吉605
関46'J、寺J忠右衛門・50
吉614
吉川中井〈本宗今回氏什書>-1
音別371
『島根』所収文書
岡本文書
吉1227
岩国纂く森脇繁生>-12
御書感状写く佐々木孫右衛門〉ー1

岩国纂〈井上佐太夫〉・7
吉683
吉別361

岩国纂〈井上佐太夫>-7

二宮七郎兵衛尉

向島旦春

進

進

進

京

京

澄

澄

京

右

右

春

春

右

宮
右
宮
右
右
右
右
右
右
富

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
二宮内蔵助
二宮内蔵助春次
二宮内蔵助

二宮与次郎

二宮木工助春実
元亀4.1.4
-.9.10 
へ9.9
-.9.16 
-.10.2 
天正13.2.20
天正14.1220

二宮弥五郎
天文17.6.18

二(宮)兵(介)
弘治4.2.21

二宮七郎兵衛尉
永禄12.閏5.28

二宮右京進春澄
-.2.29 
天正3.8.1
天正3.10.14
天正6.9.14
天正7ヵ 11.22
天正8.12.8
天正8.12.16
天正8カ.12.22
-.12.27 
-.3.13 

二宮内蔵助春次
天正15邑6
天正15.6.6
-.11.6 

二宮与次郎長正
天正15.6.6



森脇内蔵大夫
天文9.2.9
天文17.6.23
天正15.8.24
寛永21.11.11

森脇弥八郎
天文16.6カ.27
天文17.6.23
天文17.11.6

森脇九郎次郎
天文17.6.18

森脇新九郎
天文17.6.18

森脇弥左衛門尉
天文17.6.18 森脇弥左衛門尉

森脇一郎右衛門尉春秀
弘治2.8.8 森脇一郎右衛門尉岩閏纂く森脇繁生>-2
永禄5.9.14 森脇一郎右衛門尉春秀『島根』所収文書
永禄13.9.8 森脇口口右衛門 岩国纂く森脇繁生>-3
ー.3.8 森一右 閥遺2の3湯原文左衛門4
-.12.18 森一右 岩国纂く綿貫徳郎〉ー1
ー.1.14 森一右 岩国纂く森脇繁生〉ー5
.3.7 森一右 岩国纂〈森脇繁生>-9
-.7.24 森脇一郎右衛門 岩国纂く森脇繁生>-11
-.12.27 森脇一郎右衛門 岩国纂く森脇繁生〉ー12

森一右 岩国纂く森脇繁生〉ー13
天正15.8.24 森脇一郎右衛門尉官684
文禄2.2.12 森脇市郎右衛門吉726
元和3.4.24 森脇一郎右衛門尉吉追2

森脇孫三郎
永禄5.12.23

森脇弥四郎
永禄6.11.13

慶 長5.8.26
森脇大蔵左衛門尉

永禄6.11.13
森脇宗兵衛尉春忠

-.3.26 
永禄11.2.11
-.4.13 
元亀2.5.25
天正5.3.12
天正邑8.13

御書感状写く森脇七郎左衛門>-1
御書感状写く森脇七郎左衛門>-2
吉684
石害151

森脇内蔵大夫
森脇内蔵大夫
森脇内蔵大夫
森脇内蔵大夫

吉川中井く万徳公宮庄春実江被
下御書〉ー1
岩田纂く井上佐太夫〉平
吉683

次太

宮庄次郎太郎
官庄次郎太郎春実

l
N
D
円
!

岩田纂〈森脇純安>-3
岩国纂く森脇純安>-4
岩国纂く森脇純安〉ー5

御書感状写く森脇半兵衛>-4
御書感状写く森脇半兵衛〉・3
御書感状写く森脇半兵衛>-5
閥遺3の1重見孫右衛門-82
『広島』町西村治雄氏所蔵文書一1
御書感状写く森脇半兵衛>-6

吉1479
吉別561

吉507

吉507

吉507

吉511
吉728

森脇大蔵左衛門尉吉511

弥三
森脇弥三
弥三
森宗兵
宗兵衛尉
森宗兵

森脇弥人郎
森脇弥人郎
森脇弥人郎

森脇九郎次郎

森脇新九郎

森脇孫三郎
森脇孫三郎

森脇弥四郎
森脇弥四郎

吉371

吉513

育365
者366
吉367
吉389
吉迫2

吉1481

吉371
吉372
吉373
吉378
吉379
吉397
吉398
吉400
吉401
吉403
吉404
吉423
吉418
吉419
吉420
吉422
吉440
御書感状写く森脇半兵衛〉昌
吉454
御書感状写く森脇半兵衛>-1
御書感状写く森脇半兵衛>-4
御書感状写く森脇半兵衛>-5
毛422
吉1349
吉追2

育511

宮庄九郎兵衛尉

森脇山城守

森脇和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
森脇和泉守
和泉守
森脇和泉
森脇和泉守
森脇和泉守
泉州
森脇和泉守
和泉守
森泉
森脇和泉
森脇和泉守

宮原弥次郎

村竹助九郎

森脇縫殿允
森脇縫殿允
森脇縫殿允
森脇縫殿先
森脇縫殿允

天正15.6.6
天正15.6.6

宮庄九郎兵衛尉
2.5 

宮原弥次郎
永 禄6.11.13

村竹助九郎
永 禄12閏5.28

森脇縫殿允
-.4.23 
-.3.14 
-.7.27 
天文3ヵ 2.30
元和3.4.24

森脇山城守
天文11.10.6

森脇和泉守祐有
2.5 
2.5 
.2.5 
5.25 
5.26 
-.6.17 
.6.17 
・.6.11
-.6.11 
-.6.12 
-.6.12 
天文15.7.6
天文16.2.11
天文16.2.11
天文16.2.11
天文16.7.13
天文18.5.15
天文19.3.3
弘治1.11.15
-.12.10 
-.3.26 
-.4.13 

-.5.16 

慶長19.11.11
元和3.4.24



岩国纂く森脇権兵衛〉ー1

官547

吉別330

吉別370
吉別673
吉別674
岩国纂く森脇織江>-4
岩国纂く森脇織江>-5
岩国纂く森脇織江>-1

吉1164
吉1165
吉454
閥84-7
岩国纂く木部祐人>-1
吉別345
『島根』所収文書
閥55国司与一右衛門ー7
毛817
閥τ8
吉511
閥84-68
閥84-69
閥100-26
吉別330
吉別369
吉別561
吉別734
『広島JIV広島大学所蔵小原文
書一18

ー的
D
H

岩国纂く森脇織江>-2

岩国纂〈井上佐太夫〉ー7
吉683

書511

吉別561
石吉151

森脇弥六
森脇弥六春得

安本五郎左衛門尉
(春直)

山木工
山木工
山県杢助
山木工
山県木工助
山木工
山県杢助
山県木工助
山木工
山県木工助
山県木工助
山木工
山木工
山県木工助
山木工
山木工
山県杢助
山県杢之助
山県木工助

森脇源右衛門
.11.16 

森脇右近大夫
12.22 

森脇大蔵大夫
、11.2 森脇大蔵大夫

森(脇)四(郎)兵(衛)春貞
・.9.10 森四兵
-.11.29 森四
ー.12.5 森四兵
一5 森四兵
一1.9 森四兵
天正13.11.28 森四兵

森(脇)次(郎)四(郎)
-.12.28 森次四

森脇弥六春得
天正15.6.6
天正15.6.6

森脇大蔵

寛永21.11.11
安本五郎左衛門尉

永禄6.11.13
山県木工助康景

-.12.17 

森脇源右衛門

森脇右近大夫

岡本文書
石吉38
岩国纂く横道恕介>-3
吉684
吉636
岩国纂く中村善右衛門〉ー1

森宗兵春J忠
森脇宗兵衛尉春忠
森宗
森脇宗兵衛尉春宮、
森脇宗兵衛尉
森脇綾兵衛尉春忠

吉513
石吉16日

吉513
閥ll5-20

森脇大蔵
森脇大蔵

弘治1.11.15
弘治3.3.1
-.12.12 
永禄4.閏3.10
永禄5.2.15
永禄5ヵ.6.18
・.6.1
永 禄6.4.15
永禄6.11.13
-.7.12 
-.ll.23 
-.9.16 
-.11.2 
-.11.13 

岩国纂く森脇繁生>-4

『広島JIV西村治雄氏所蔵文書ーl
岡本文書
石吉142
吉900
石吉127
石吉85
石吉126
岩国纂〈横道恕介〉ー2
岩国纂く森脇権兵衛>-2
岩国纂く森脇権兵衛>-3
古川中井く洞泉寺所蔵御書>-6
吉684
岩国纂く二宮神左衛門>-4

閥115-148

閥51小JII右衛門兵衛-2
閥ll5-74
岩国纂く森脇繁生〉ー14
岩国纂く森脇庄介〉ー1
吉684
吉別387

天正8.12.16
天正11.9.6
-.1.14 
天正15.8.24
8.15 
11.18 

森脇又四郎
永禄12間5.28

慶長5
森脇内蔵助

永禄12.閤5.28
元亀1.6.2

森脇亀太郎
元 亀2.7.26 森脇亀太郎

森脇大蔵丞(越後守)春親
天正5.3.12 大蔵丞
天正8.12.16 森太春親
天正9.6.30 森脇大蔵丞
天正9.10.24 森脇大蔵丞
天正9.10.26 森左春親
天正9.12.5 森太
天正10.2.20 森太
天正13.11.12 森越
.1.26 森大蔵
.3.22 越後
.6.16 森越
天正15.8.24 森脇越後守春親
必 16 森越後

森脇采女允
天正8.4.1

森脇飛騨守春方
天正8.9.16
天正8.10.17

森脇又四郎
森脇又四郎

森脇内蔵助
森脇内蔵助

森脇采女允

森飛
森飛
森飛
森脇飛騨守
森脇飛騨守
森飛

岩田纂く森脇繁生>-6
岩国纂く森脇繁生〉ー7
岩園纂く森脇利三郎>-1

若狭入道
森脇若狭守
森脇若狭守

-.10.21 
3.27 岩国纂く森脇繁生>-8

岩国纂く森脇繁生〉ー10
森弥二
弥三郎

5.17 
天正15.8.24
慶長5.12.2

森脇若狭守祐秀
ー.2.18
-.2.28 
-.12.23 

森(脇)弥二郎
-.2.20 
-.6.3 



天正15.8.24
天正15.8.24
天正15.9.20
天正15.920
寛永21.11.11

山県木工助春式
天正15.6.6
天正15.6.6
天正15.8.24

山中与四郎
永 禄6.11.13 山中与四郎

山中次郎左衛門尉家信
天正9.6.2 山中次郎左衛門尉石吉149
天正9.6.11 山中次郎左衛門尉家信石吉144
天正9.10.26 山二左家信 石吉127
9.20 山次左 岩田纂く白井藤市>-1
9.20 山次左 岩田纂く白井藤市>-2
天正15.8.24 山中湖位左衛門家信吉684
へ11.18 山中湖防措iPl尉家信岩国纂く中村善右衛門〉ー1

湯浅左近助
天文17.6.18

横道藤兵衛尉春重
天文22.3.3
天正9.6.11
天正13.11.12
-.1.14 
-.1.21 
-.2.20 
-.11.16 
9.20 
9.20 

綿貫又三郎
天文17.6.18
永 禄12.閏5.28

綿貫又七郎
天文21.7.26

綿貫助次郎
天文21.7.26

綿貫新六
-.2.13 

綿貫五右衛門尉
-.12.18 

山城守
天正5.3.12

吉684
吉685
石吉23
石吉40
石吉151

山県筑後守
山県筑後守
山県筑後守
山県筑後守就慶
山県筑後

「久利」御家中御書感状等写-47
「久利」御家中御書感状等写-52

岩国纂く井上佐太夫>-7
吉683
者684

山県杢助
山県木工助春式
山県木工助

吉511
吉追2

『島根J所収文書
官511
閥47南方九左衛門ー58
閥47南方九左衛門-41
吉603
石吉151

吉511

吉511

吉511

吉511

!司
W
C
H
l

吉507

横道藤兵衛尉 岩田纂く横道恕介>-1
横道藤兵衛尉春重石吉144
横道藤兵衛 岩国纂く横道恕介〉・2
横藤兵 岩国纂く横道恕介〉ー3
横藤兵 岩国纂く横道恕介>-4
横藤兵 岩国纂く横道恕介>-5
藤兵 岩国纂く横道恕介>-6
横藤兵 岩田纂く白井藤市〉ー1
横藤兵 岩国纂く白井藤市〉ー2

綿貫又三郎
綿貫又三郎

育509

吉509

岩国纂く綿貫権内〉ー1綿貫新六
石吉145
石吉142
石吉148
吉別202
岩国纂く井上喜兵衛〉ーI
岩国纂く山県又兵衛>-3

岩国纂く綿貫徳郎〉ー1綿貫五右衛門尉

-.1.3 
-.12.12 

山県小五郎
永禄6.11.13
元和3.4.24

山県左京亮春直
永禄5.9.14
永 禄6.11.13
元亀1.2.15
元亀3カ 2.15
天正4.5.21
寛永21.11.11

山県小次郎
永 禄6.11.13

山県余十郎
永禄6.11.13

山県又三郎
永禄6.11.13

山県右馬允
永禄12閏5.28

山県左馬允
永 禄13.4.17

山県弥二郎
永禄13.4.17
慶長5.8.26

山県越前守就次
永禄13.4.17 山県越前守
元亀3.6.21 山越
天正1.12.12 山県越前守
天正1.12.25 山越
天正7.2.13 山県越前守
-.3.8 山越

越前守
一.6.19 山県越前守
元和3.4.24 山県越前守

山県普左衛門尉春政
元亀2.8.20 山県善左衛門尉

山県筑後守就慶
天正9.3.20
天正9.6.30
天正9.10.24
.9.28 
.6.5 
.11.5 

山木工
山県杢助

山県小五郎
山県小五郎

山県左京亮就在
山県左京亮
山左
山県左京亮
山県左京亮
山県左京

山県小次郎

山県余十郎

山県又三郎

吉507
吉513

湯浅左近助
吉513

毛374
関123野村作兵衛-16
吉610
閥117-29
吉693
関遺2の3湯原文左衛門4
岩国纂く山県杢〉ー1
岩国纂く末永兵八>-3
吉追2

毛374

毛374
吉728

山県右馬允

山県左馬允

山県弥二郎
山県弥二郎

綿貫又七郎

綿貫助次郎
閥115-140

山筑
山県筑後守就慶
山県筑後守就慶
山筑
山筑
山筑 『広島Jw西村治雄氏所蔵文書ー1山城守


