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例

1。 収録史料について

本目録は、秋田県公文書館貴重文書書庫に収蔵 している系図類1831点 を収めた。収録にあたっては、いわゆる縦系
図 0横系図のみでなく、由緒書 0伝来文書・関連史料も含めた。系図類の総数は5494点 (諸士系図等29冊及び公文書
班所管の士族卒明細短冊を除 く)である。

2.分冊について

本目録は 3分冊の 2分冊 目であり、文化提出系図および文化期以降のものを収録 している。 1分冊 目は文化期以前
の系図その他を収録 した。 3分冊目は明治初年の士族卒明細短冊を収録する予定である。

3. 酉己夕1クこνつい―
C

文化提出系図および文化期以降のものを五十音順に配列 した。なお、名字の読みについては「諸士系図」 (A288。

2-590-1～25)に したがった。また、「諸士系図」に登載されていない名字の読みについては『系図・家譜・家伝目録』
(秋 田県立秋田図書館・昭和57年)に したがった。同一名字内での配列は、郷土資料 (A記号)→佐竹文庫 (AS O A00

Ж記号)→県庁旧蔵史料 (県 A・ B)→その他の順とした。
4.記載項 目について

注 1)資料名は史料の外題を採録 した。 したがって、旧資料名 (県立図書館所蔵時代に付された資料名)と は異なっ
ている場合がある。内題が外題と異なる場合に限り内題を採録 した。また、資料名が旧資料名と大きく異なる
場合は備考 3に 旧資料名を載せた。

2)組下給人 (ま たは陪臣など)、 禄高は提出時のものである。
3)禄高は石高、扶持方について、明記されている場合にかぎって採録 した。数字は石を単位とする。
4)紋は家紋 (常紋)のみを対象とした。また、図柄からではなく語句による表記のみを採録 した。 したがって、

図柄が掲載されていても語句が表記されていない場合は採録 していない。
5)備考 1は主に秋田入部以降提出者までの当主の実名を列記 した。 したがって、入部以前または提出者ょり後の

当主の実名を略 している場合は、最初の当主の実名の前もしくは最後の当主の実名の後に一 (ハ イフン)を 入
れた。

6)備考 2は原史料のとおり記載することを原則としているが、一部中略 して記載 しているものもある。主として

秋田入部時の記事、苗字変更の記事、居住地移転の記事を抽出した。なお、記号の意味は以下のとおり。
*=秋 田入部前の記載事項

※=秋田入部時の記載事項

☆=秋 田入部後の記載事項

7)分流関係の ( )内 は分家をたてた最初の当主 (備考 1の最初の当主)の 出自について採録 した。
8)『系図目録 I』 との関係については以下のとおり。なお、『系図目録 I』 は三部構成になっている。
例)I-1  →  I部  1 佐竹 と同一家系

H-1-1 → H部  「諸士系図」 1 イノ上 (伊)(A288.2-590-1) 1 石井 と同一家系
III-1  → Ⅲ部 1 青柳 と同一家系

9)漢字は原則的に当用漢字・常用漢字に直 して記載 している。ただし、人名については記載どおりとした。なお、
原本の文字中、解読 しがたいものについては作字 してその形を挿入 し、上に「 (マ )ヽJと 表記 した。

10)資料名等で欠損等により判読できない文字は□で示 し、字数が不明な場合は [ ]で示 してある。

番号  名字

整理番号  資料名 〔内題〕

提出年月日/提出者名

組下給人 (ま たは陪臣・その他)

〔禄高 :   紋 :   〕

備考 1 (当主の実名の列記)○○*―△△※―□□☆

備考2 (特記すべき事項、*※☆に関連する記載事項)

備考3 (そ の他の事項等)

分流関係

『系図目録 I』 との関係
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431.
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438.

439.

440。
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104
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105
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106
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107

107

107

108

108

108

108

109

109

110

110

111

111

111

111

111

113

113

113

113
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114

114

114

115

116

116

116

116

116

116

116

117

117

117

117

118

118

118

302,菅野 (2)
303.杉澤 (4)
304.杉山 (1)
305。 介川 (5)
306。 菅生 (2)
307.鈴木 (20)

308。 須田 (2)
309.須藤 (5)
310.須磨 (1)

せ 311.妹尾 (1)

そ

た

312.関 (4) ……………・

313。 関 口 (4)
314.瀬谷 (3)

315。 芹田 (1)
316。 泉波 (1)
317.添 田 (4)
318.高柿/高垣 (7)
319.高 久 (11)

320。 高崎 (1)

321.高階 (2)
322.高山烏 (1)
323。 高杉 (1)
324.高瀬 (1)
325.高 田 (1)
326。 高橋 (8)
327.高 畠 (1)
328.高部 (1)
329。 田_L(2)
330。 高本寸 (1)
331.多賀谷 (1) ・………

332.高山 (2)
333.瀧澤 (3)
334.滝 田 (2)
335。 田 口 (3)
336。 竹内 (6)
337.武 田 (7)
338。 田崎 (1)
339.立原 (1)
340.館 llti(1)

341.館越 (1)

は

な



442.

443。

444.

445。

446。

ひ 447。

448.

449.

450。

451.

452.

453.

454.

455。

456。

457.

458.

ふ 459.

460。

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468。

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475。

476.

477.

478.

479。

′ま 480。

481.

482.

483.

484.

485。

486。

487.

488。

489.

490。

ま 491.

林 (14)

原 (2)

原田 (1)
坂 (1)
半田 (1)

492.

493.

494.

495.

496。

497.

498.

499.

500。

501.

502.

503.

504.

505.

506。

507。

508.

509,

み 510。

511.

512.

513.

514.

515.

516。

517.

518.

519。

520.

む 521.

522.

523.

524.

525。

526。

も 527.

528.

529.

530。

531.

532.

533.

534.

べP 535.

536。

537.

538.

539.

540。

541.

前澤 (1)
曲木 (2)

曲田 (2)

真壁 (4)

幕内 (1)

真崎 (25)

正木 (1)

益子 (8)

益田 (2)

益戸 (2)

松岡 (7)
松崎 (1)

松田 (1)
松塚 (1)

松野 (4)

松本 (4)

松山 (1)

真宮 (1)
三浦 (3)

水野 (1)
三森 (2)

匹田/引 田/疋 田 (6)
日野 (10)… … ……

桧山 (1) ―・………

平沢/平澤 (3) …

平野 (1) ……………

平元 (1) ……………

平山 (2) ……………・

蛭川 (1) … … ……

蛭田 (1)… … …

廣瀬 (1) ………………

廣谷 (1) ………………

樋渡 (1) ……………

深堀 (1) ……………

深見 (1) ・…………

深谷 (7) ―・………

福田 (4) …………

福地 (5) ……… …

福原 (2) …………・

藤井 (5) ………………

藤川 (1) ………………

藤崎 (1) ………………

藤田 (5)… …………

藤本 (2) ―・………

藤原 (1) ・…………

二葉 (1) ………………

松尾/舟尾 (3) …

松木 (2) ………………

松坂 (2) ………………

松円 (1)… …… …

松山 (1) ………………

古内 (4) ……………

古尾谷 (1) ………・

古り||(1) …………・

北条/北條 (2) …

星 (2) ・……………

星野 (2) ………………

細井 (2) … … …

細川 (1) …………・

細田 (1) ……………

細野 (1) ………………

細谷 (1) ・…………

堀江 (1)… ……………

堀尾 (3) ―・………

本堂 (1) ・…………

前小屋 (1) …………

水戸部 (3) …・……

緑川 (2)

皆川 (5)

湊 (3) …………………

宮崎 (4)

宮原 (3)

三好 (1)

三輪 (2)

武藤 (1)

村井 (1)

本寸_11(1)  ……・………・

村木 (1)

村瀬 (1)

本寸lll(1)

茂木 (1)

本官 (1)

茂又 (2)

森 (1) … … … …

森田 (2)

森戸 (2)

守屋 (1)

諸越 (2)
八木 (4)
八木下 (1)
八島 (1)
八嶋 (2)
八代 (6)

安井 (1)

安田 (1)

542.安野 (1) …………… 139

543.箭 田野 (4) ……… 139

544.谷 田部 (4) …・…… 140

545。 八槻 (1) ・…………140

546。 八柳 (2) ・………… 140

547.簗 (5) ………………… 140

548,柳 田 (1) …………… 141

549. 柳橋 (3)  ……………… 141

550。 柳谷 (2) …・………141

551.矢野 (8) ……………… 141

552.山内 (1) ……・……142

553.山方 (6) ・………… 142

554.山県系 (2) ………………143

555.山 口 (4) ……………… 143

556.山崎 (7) ………………143

557.山下 (2) …………・144

558.山 田 (12) ……・……144

559.山能 (1) …………・145

560。 山邊 (1) ・………… 145

561.山本 (4) ……・……145

ゆ 562.雪 (1) ………………… 145

563.湯野澤 (1) ………… 146

564.由 禾J(1) …………… 146

よ 565.横塚 (3) ……………… 146

566.横山 (2) ……・……146

567.吉岡 (1) …………・146

568.吉敷 (2) ―・……… 146

569.吉 田 (9) ・………… 146

570。 苦成 (25) ……………… 147

ろ 571.六郷 (2) ―・……… 149

わ 572。 若松 (1) ……………… 149

573.不日田 (3) …………… 149

574.渡部 (3) …………… 150

575.渡邊/渡邊/渡追 (6)150
576。 日理 (2) … … … 150

577.和知 (6) ……………… 151

(注 )名字のあとの ( )内 の数字は

史料数を示す
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119

119

119

119

119
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121
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122
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122
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125
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126
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127
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128
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136
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137
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137

137

137

137

138

138

138

138

138

139

139

139

139

139



1 愛澤                            定庭一定高―

備考2 ※慶長七年御遷封之御盛重公之供仕、平目
A288.2… 1 愛澤氏系図                        付相勤御当国工父子供二下向

文化2,7./愛澤勘左衛門中家              ☆芦名家御断絶之後佐竹義賞公工奉仕
〔禄高 :2人扶持〕

備考 1 某―某―中忠―中信―中陳―中家―       A288.2-3-5 分流定賀系譜 〔源姓青木氏分流系図〕
Ⅱ-18-37                              文化2.8.15/青木新二郎

備考 1 定時※―定門☆―政定―定家―定正一定賀

備考2 ※芦名盛重公工於御当国御奉公ス
2 會田                             ☆芦名家御断絶之後義賞工御奉公

備考3 寛政九年定賀逐電仕候二付家跡相絶ル
A288.2-2 新調會田氏系図 〔藤原姓會田氏系図〕       A288.2-3-4の 分流 (定春二男)

文化2.7./會田久左衛門常修

〔禄高 :117.565 紋 :三柏〕

備考 1 -常安※―常長―常利―常昭―常富-     4 青柳
常久―常修―

備考2 ※慶長中天英公羽州二遷封ノ時御述ヨリ秋    A288.2-4-1 青柳善右衛門久吉二男分流系図
田二到                                〔平姓青柳氏二男系図〕

H-18-13                              文化2.8。 /青柳運蔵至吉

備考 1 賞吉―正吉―宗吉―常吉―包吉―至吉
A288.2¨7-5の 分流 (久吉二男)

3 青木                      II-18-24

A288.2-3-1 青木氏新調系図               A288.2-4-2 新調青柳氏系図 〔平姓青柳氏〕
文化5。 /青木元良茂明                  文化3.3./青柳監物字吉
〔禄高 :51.594〕                     〔禄高 :48.373 紋 :三 ツ頭三ツ巴〕

備考 1 某―茂盈―茂行―茂明              備考 1 清吉※☆―勝吉―為吉―命吉―明吉―

遍吉―均吉―字吉―
A288.2-3-2 青木氏系図 〔藤原姓青木氏〕          備考2 ※慶長七年羽州工遷封之時間信公二従テ仙

文化2.7./青木市左衛門忠順               北郡六郷二来ル

〔禄高 :50.000〕                    ☆大館二来テ子孫世々長倉二住ス

備考 1 吉高―吉次―恒寅―恒治―恒忠―恒輝―      II-18-23
忠厚―忠順☆―

備考 2 ☆寛政元年秋田工下ル             A288.2-4-3 青柳氏系図 〔平姓青柳氏二男分流〕
(利依二男)                           文化3.3./青柳源吉甫吉

〔禄高 :50.025 紋 :丸二三ツ頭三ツ巴〕
A288.2-3-3 青木氏分流系譜 〔源姓青木氏系譜〕       備考 1 定吉☆―盛吉―悟吉一倍吉―敦吉―耕吉―

文化2.8。 15/青木儀蔵定喬               甫吉―

佐竹河内組下・角館給人            備考2 ☆代々大館長倉二住ス

〔紋 :丸 二蔦〕                A288.2-4-2の 分流 (清吉二男)

備考 1 定兼※一定仁☆一定吉一定通一定重―       II-18-23
定久―定喬

備考2 ※芦名盛重公工於御当国御奉公         A288.2-4-4 青柳清兵衛次男系図
☆芦名家御断絶之後義賞公工御奉公                    〔平性青柳氏次男系図〕

A288.2-3-4の 分流 (定春三男)                   文化2.閏 8。 /青柳小杢弘吉

備考 1 重吉☆―峯吉―隆吉一本吉―矩吉―弘吉―
A288.2-3-4 青木氏系譜 〔源姓青木氏系図〕         備考2 ☆秋田郡岩瀬村二而新田百石ヲ分与セラル

文化2.8。 15/青木新二郎定高          A288。 2¨7-4の分流 (道吉第二子)

佐竹河内組下・角館給人            II-18-28
〔紋 :影蔦〕

備考 1 定春※一定基一定信☆一定久一定年一      A288.2-5-1 青柳氏分流系図
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文化2.8。 /青柳善兵衛吉以                〔禄高 :101.000 紋 :左九ツ巴〕

〔紋 :左三巴黒〕               備考 1 -道吉※一吉次―吉房一吉直一本吉一

備考 1 吉房※―吉休―吉久―吉賢―吉尭―吉年一         吉康―吉言―某

吉以                      備考2 ※天英公羽州遷封ノ時層従シテ秋田二来り、

備考2 ※御国替之制御跡ヨリ罷下                 秋田郡大館二住ス致仕、後朱地四十五石

A288。 2-5-5の 分流 (内蔵助二男)                  ヲ賜ハッテ久保田城下二移住セシム

II-18-29                                                11-18-22

A288.2-5-2 平姓青柳道吉三男分流系図          A288.2-6-3 平姓青柳宗吉次男分流系図

文化2.聞 8。 /青柳忠二郎弼吉               文化2.閏 8./青柳仁右衛門貞吉

〔紋 :九 ツ頭左 り巴〕                  〔禄高 :42.595 紋 :九 ツ頭左 り巴〕

備考 1 定吉☆―保吉―敬吉―寅吉―弼吉―        備考 1 安吉※一種吉―治吉―直吉―貞吉―

備考 2 ☆秋田郡岩瀬村ニテ新田四十石道吉ヨリ分     備考 2 ※慶長七年御遷封之時御供ニテ秋田江下向、

知                           大館二住ス

A288。 2-7-4の 分流 (道吉之三男)             A288.2-7-4の 分流 (宗吉之次男)

II-18-28                                                11-18-28

A288.2-5-3 青柳治右衛門次男系図 〔平姓青柳氏〕     A288.2-6-4 平姓青柳氏系図

文化2.8./青柳長一郎年吉                文化2.8。 /青柳隼人糾吉

備考 1 近吉―兼吉―元吉―明吉―利吉―営吉―      備考 1 -直吉※―森吉一定吉―師吉―規吉―

年吉                          償吉―糾吉―

A288.2-7-3の 分流 (道吉第二子)             備考 2 ※御国替之由奉承知～依而御跡ヲ奉□罷下

H-18-27                               候

II-18-25

A288.2-5-4 青柳氏三男系図 〔平姓青柳氏三男系図〕

文化2.8。 /青柳長松則吉           A288.2-6-5 系図 〔藤原姓青柳氏〕

備考 1 清吉―為吉―久吉―正吉―済吉―秋吉一           文化2.6。 /青柳彦兵衛安常

則吉                      備考 1 安正※―安成―安政一安忠―安徳―安常
A288。 2-6-4の 分流 (直吉三男)              備考2 ※元来松平筑前守様御家来、享保元年桃源
II-18-25                              院様御入輿之節御供二被召連

A288.2-5-5 青柳氏家伝系図               A288.2-6-6 青柳氏系図 〔平姓青柳氏二男分流〕

文化2.8./青柳縫殿吉綿                 文化3。 3。 /青柳文四郎教吉

湯沢給人                        〔禄高 :8。 351、 2人扶持

〔紋 :九 ツ頭左三巴黒〕                         紋 :丸 二三頭三巴〕
備i考 1 -吉成※一吉忠―古次―吉為―吉長        備考 1 博吉―知吉―和吉―重吉―教吉―

―吉斎―吉久―吉綿―              A288。 2-4-2の分流 (為吉第二子)

備考 2 ※御 当国工御国替之制御供仕罷下         II-18-23
11-18-29

A288.2-6-7 青柳氏系図 〔平姓青柳氏二男分流〕
A288.2-6-1 青柳氏系図 〔平姓青柳氏〕                文化3.3./青柳耕之助周吉

文化2.7./青柳伊左衛門忠継               〔禄高 :40.031

〔禄高 :33。 150〕                        紋 :丸ニタ重二三ツ頭三ツ巴〕
備考 1 忠真※―忠安―忠道―忠盈一忠定―忠廣一     備考 1 宗吉一朝吉―陣吉―高吉―賞吉―周吉―

忠継                      A288。 2-4-3の分流 (定吉二男)

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時戸村ヨリ流浪歩行
~JJ     II-18-23

仕

11-18-21                        A288.2-6…8 平姓青柳氏次男系図

文化2.8。 /青柳又左衛門邦吉
A288.26-2 青柳氏系図 〔平姓青柳氏〕           備考 1 景吉―茂吉一成吉―忠吉―邦吉―

文化4.正。/青柳常吉某            A288.2-6-4の 分流 (直吉次男)
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II-18-25

A288.2-6-9 青柳氏系図 〔平姓青柳氏二男分流〕

文化2.7./青柳勇馬董吉

〔禄高 :55。 077 紋 :二重輪三頭三巴〕

備考 1 直吉※―長吉―倫吉―貞吉―勝吉―忠吉―

董吉―

備考 2 ※ (寛永六年)久保田二住セシム

A288.2-4-3の 分流 (定吉実弟)

II-18…23

A288.2-7-1 平姓青柳氏後二男系図

文化2.8。 /青柳周蔵年吉

備考 1 永吉一親吉―辰吉―阪吉―則吉一年吉一

A288。 2-6-4の分流 (森吉二男)

II-18-25

A288.2-7-2 青柳氏系図 〔平姓青柳氏〕

文化2.9.□6/青柳新兵衛保吉

備考 1 胤吉一定吉一恒吉一光吉一貫吉一勝吉
―武吉―由吉―兼吉―保吉

(青柳清兵衛孫吉於先祖由緒有是名字分流)

II-18…26

A288.2-7-3 平姓青柳氏系図

文化2.8。 /青柳治右衛門郁吉

備考 1 道吉一国吉一末吉―智吉一通吉一正吉―

琴吉―郁吉一

II-18-27

A288.2-7-4 系図 〔平姓青柳氏〕

文化2.9。 /青柳清兵衛孫吉

備考 1 宗吉※一道吉―長吉―邦吉―苗吉一利吉一

孫吉

備考2 ※慶長七年羽州へ遷封ノ時隠居ニテ常州ヨ

リ来

(丹後守某第二子)

II-18-28

A288.2-7-5 系図 〔平姓青柳氏系図〕

文化3.正 。/青柳善右衛間中吉

備考 1 定吉※―久吉一猶吉―茂吉―房吉―盛吉―

中吉一

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ後常州ヨリ来～子孫世々

秋田郡大館二住ス

II-18-24

A288.2-7-6 由緒書 〔平姓青柳氏〕

文化2.9。 /青柳博左衛門基重

戸村十太夫家来

備考 1 -基重※―基定一基次―基房―基富―基重

備考2 ※慶長七年戸村義国二従テ常州ヨリ来

5 青山

A288.2-8-1 青山氏系図 〔藤原姓青山氏〕

明治3.2./青山孫右衛門政常

〔禄高 :3人扶持、給銀60目 〕

備考 1 某―政常※

備考 2 ※先祖孫右衛門政忠慶長七年天英公羽州遷

封之時層従シテ秋田二下～慶応元年～苗

字ヲ免サル

A288.2-8-2 系図 〔源性青山氏〕

文化2.7./青山八十八重藝

備考 1 重久一重友一重綱―重定一重勝―重藝―

II-18¨ 48

6 赤石

A288.2-14-1 赤石二男系譜

文化2.7./赤石三次行敏

〔禄高 :70.000 紋 :角切角一文字〕

備考 1 某―行高―行覺―行房―行敏

A288.2-14-2の 分流 (介右衛門四男)

A288.2-14-2 系譜 〔赤石氏系譜〕

文化2.7./赤石文九郎行忠

〔禄高 :85.847 紋 :角切角一文字〕

備考 1 某※一某―某―某―行生―行孝―行登―

行廣―行忠

備考2 ※義宣公秋田遷封ノ時常州ヨリ供奉

7 赤尾関

A288.2-9-1 赤尾関氏系図 〔藤原姓赤尾関氏〕

文化2.12./赤 尾関織部通厚

〔禄高 :61.616 紋 :拾弐ノ菊〕

備考 1 -通重※一通久一通明一通秀一通倫一

會通一通該一通晏一通済一通厚

備考2 ※天英君羽州二遷封セラル其明年常州ヨリ

来ル

II-18-14

A288.2-9-2 赤尾関氏系図 〔藤原姓赤尾関氏〕

(文化2.)/赤尾関小右衛門通恒

〔禄高 :85.205 紋 :十二葉ノ菊〕

備考 1 通利一通安一通長一通宴一通侯一通温一

通恒 一
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A288.2… 9-1の 分流 (通費弟 )

II・
-18-14

8 赤坂

A288.2-10-1 赤坂氏支流系譜 〔源姓赤坂氏支流系図〕

文化2.10。 12/赤坂左膳光逢

向帯刀組下

〔禄高 :91.514

紋 :一重輪 ノ内立鶴松ヲクワウ〕

備考 1 光忠※☆―光成―光長―光武―光宅―

光綱―光保―光逢

備考 2 ※☆慶長七年天英公羽州遷封ノ時～常州ヨ

リ来 り、秋田郡米内沢二住ス、後年同郡

十二所二住シ～元和元年～平鹿郡横手城

下二移住

A288。 2-13-2の 分流

II-18…1

A288.2-10-2 系図 〔源姓赤坂氏系図〕

文化2.5。 25/赤坂左太夫光近

茂木幸楠組下 0十二所給人

〔禄高 :18.000

紋 :フ ト輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕

備考 1 光信※―光宗☆―光治―光寛―光徳―

光忠―某―光家―光高―光近―

備考 2 ※天英公羽州御遷封之時宗家下総守朝光ニ

従テ常州ヨリ来

☆ (慶長十九年)子孫世々秋田郡十二所ニ

住ス

A288.2-13-3の 分流 (光次第二子)

II… 18-1

A288.2-10-3 赤坂氏支流系図 〔源姓赤坂氏支流系図〕

文化2.10。 12/赤坂長右衛門光孝

向帯刀組下

〔禄高 :22.059

紋 :丸 ノ内二立鶴若松ヲ加工〕

備考 1 光治※―光世―光中―光寛―光代―光竹―

光理―光宗―光長―光孝―

備考 2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ後常州ヨリ

来 り～平鹿郡横手二住セシム

A288.2-13-2の 分流 (光忠二男)

II-18-1

A288.2-10-4 赤坂氏系図 〔源姓赤坂氏〕

文化2.聞 8。 29/赤坂直治光英

〔禄高 :532.356

紋 :立鶴ロニ若松ヲクワウ〕

備考 1 -貞光―政光―朝光※―光賢☆①―光年一

光鉛―光教―光広一光命―光英☆②

備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ時従テ常州
ヨリ来ル～米内沢之館二移シ居、慶長十

年～秋田郡十二処二移シ居

☆① (元和元年)平鹿郡横手二移ル

☆②享和二年～久保田二居住ス

II… 18-1

A288.2-10-5 系図 〔源姓赤坂氏系図〕

文化2.5。 25/赤坂武左衛門光保

茂木幸楠組下・十二所給人

〔禄高 :59石 6合3人扶持

紋 :五 クワニ立鶴ロニ若松ヲクワウ〕

備考 1 光忠―光家―光治―光包―光武―光那―

光保―

A288.2-10-2の 分流 (光宗第二子)

II-18-1

A288.2-10-6 赤坂氏末流系図 〔源姓赤坂氏末流系図〕

文化2./赤坂孫兵衛光伯

向帯刀組下

〔禄高 :12.745、 2人扶持

紋 :フ ト輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕

備考 1 光通―光敦―光保―光伯―

A288.2-11-1の 分流 (光定第二子)

II-18-1

A288.2-11-1 赤坂氏支流系図 〔源姓赤坂氏支流系図〕

文化2.10。 12/赤坂吉右衛門光寧

向帯刀組下

〔禄高 :52.235

紋 :フ ト輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕

備考 1 光定※―光直―光長―光忠―光中―光典―

光寧―

備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ後常州ヨリ下

向～横手城下二住セシム

A288。 2-13-2の 分流 (光忠第二子)

II-18-1

A288.2-11-2 系図 〔源姓赤坂氏系図〕

文化2.9。 29/赤坂小早人光論

向帯刀組下・横手給人

〔禄高 :9。 729、 2人扶持

紋 :山形二立鶴若松ヲ加工〕

備考 1 光茂―光正一光等―光好―光宅―光論

A288。 2-13-3の 分流 (光國二男)

II-18-1

A288.2-11-3 源姓赤坂氏系図

文化2.8.21/赤坂権九郎光成

〔禄高 :3人扶持、給銀90目
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紋 :カ ケ輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕    A288.2‐ 13-3 系図 〔源姓赤坂氏系図〕
備考 1 光忠―光春―光成一                    文化2.9。 29/赤坂嘉右衛門光端
A288。 2-10-2の 分流 (光方二男)                   向帯刀組下
Ⅱ-18-1                              〔禄高 :45。 233

紋 :山形二立鶴若松ヲ加工〕
A288.2-11-4 赤坂氏木流系図 〔源姓赤坂氏末流系図〕    備考 1 光次※―光國―光勝―光道―光東―光雄―

文化2.10。 12/赤坂喜門光喜              光端

向帯刀組下                  備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ時常州ヨリ

〔禄高 :45。 715                    嫡家下総朝光二従而来～秋田郡十二所二住
紋 :フ ト輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕        ス、後平鹿郡横手二移

備考 1 光高―光営―光塘―光喜―            A288.2-10-4の 分流 (貞光第二子)

A288.2-11-1の 分流 (光定第二子)            II-18-1
11-18-1

A288.2-11-5 赤坂氏支流系図 〔源姓赤坂氏支流系図〕   9 赤須
文化2.10。 12/赤坂強左衛門光哲

向帯刀組下                 A288.2-15-1 藤原姓赤須氏系譜

〔禄高 :27.630                     文政11。 2./赤須吉兵衛通英
紋 :細輪二立鶴ロニ若松ヲクワウ〕     備考 1 某―某―某―通金一通賀一通顕

備考 1 光房一光営―光能―光度―光布―光哲―      (市 良兵衛二男)

A288。 2-13-2の 分流 (種光第二子)

Ⅱ-18-l                        A288.2-15-2 赤須氏系譜 〔藤原姓赤須氏二男系譜〕

文政11,3./赤須市郎兵衛通賢
A288.2-12 赤坂氏系図                        〔禄高 :56.649〕

文化2.9。 22/赤坂四郎左衛門宗安        備考 1 通長一通為※一通定―通安一通良一通易―

向帯刀組下                      某一通次一通墓一通賛一通利一通賢―

〔禄高 :3人扶持               備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ時常州ヨリ

紋 :太輪二違鷹ノ羽但左羽ウエナリ〕         来ル

備考 1 宗安―                     A288.2-15-6の 分流

II-18-4

A288.2-13-1 系図 〔源姓赤坂氏系図〕

文化2.5。 25/赤坂萬吉光寛          A288.2-15-3 赤須氏先祖分流 [系 図]

茂木幸楠組下・十二所給人                文政12.10。 /赤須磐通熙

〔禄高 :18.043                     〔禄高 :386.389〕

紋 :五 クワ立鶴ロニ若松ヲクワウ〕     備考 1 -常通※一通重―清通―安通一通安―

備考 1 光秀―光朝―光柄―光利―光伯―光寛           通典一通厚一通祥一通達一通熙
A288.2-10-2の 分流 (光治第二子)            備考2 ※慶長七年天英公御遷封之時故アリテ常州
II-18-1                              二止り後年秋田へ来

A288.2-13-2 赤坂氏系図 〔源姓赤坂氏系図〕       A288.2-15-4 系図 〔赤須氏系図〕

文化2.10。 12/赤坂園兵衛光富              文政12.7./赤須小右衛門政寿

向帯刀組下                       南家人

〔禄高 :43.460                備考 1 -政通※―藤道―藤次―藤明一政之―

紋 :丸 ノ内二立鶴若松ヲ加江〕        政以―政光―政邦―政寿―

備考 1 光忠一種光※―光昌―光重―光通―光近―     備考2 ※慶長七年御遷封ノ硼嫡子藤道モ供仕罷下

光種―光富―

備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ後常州ヨリ    A288.2-15…5 分流赤須系図

来り～子孫世々平鹿郡横手二住ス            〔藤原姓赤須氏 赤須半之丞通次先祖分流〕
A288。 2-10-4の 分流 (貞光第二子)                 文政11.3./赤須惣兵衛通正
Ⅱ-18-1                               〔禄高68,013〕

備考 1 -通國※一通種☆―高通一通休一通林―
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通廣一通高一通政一通正          13 秋本
備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ時間信公ニ

雇従〆常州ヨリ来り、仙北郡六郷二住ス    A288.2-20 家系 〔源姓秋本氏〕
☆天英公命〆秋田城下二住ス                文化2.7./秋本新左衛門重救

Ⅱ-18…5                              〔紋 :剣花菱〕

備考 1 重宗※―重次―重道―重年―重家―重救―
A288.2-15-6 新調赤須氏系図 〔藤原姓赤須氏〕       備考2 ※義宣公江御奉公

文政11./赤須半之丞通次           II-18-31
備考 1 -某―某※―某―通次一通秀一通茂―

通清一通該一通核一通宗一通次―

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来   14 秋山
III-3

A288.2-21-1 秋山氏系図

文化2.閏 8。 /秋山四郎右衛門政休
10 ,示 田                               〔禄高 :5人扶持、給銀100日

紋 :三 ツ引両〕
A288.2-16-1 赤田此面分流系図 〔藤原姓〕         備考 1 -某※―政庸―政房―政康―政休―

文化3。 7./赤田勝蔵某             備考2 ※慶長十五年小野崎太郎左衛門某組足軽 ト
〔禄高 :39。 552〕                   ナル

備考 1 安道―持房―持明―某
A288.2-16-2の 分流 (安遷二男)            A288.2-21…2 新調秋山氏系図 〔源姓秋山氏〕

文化2.8./秋山平七光満
A288.2-16-2 系図 〔藤原姓赤田氏〕                  〔禄高 :149。 996〕

文化2。 7./赤田此面為則            備考 1 -光基※―光晴―光当―光春―光富―

〔禄高 :192.568〕                   光満―

備考 1 為光―為村―某―安友―安遷―安畏―       備考2 ※元和元年秋田二下向ス天英公二奉仕ス

安業一為氏―為則                II-18-35

A288.2-21-3 新調秋山氏二男分流系図
11 赤津                                     〔源姓秋山氏二男分流〕

文化2.8。 /秋山祀蔵光勝
A288.2-17 系図 〔赤津氏系図〕                    〔禄高 :90,000〕

文化2.7./赤津儀兵衛榮恭           備考 1 光長☆一本光―光明―光豊―光年―光安―
備考 1 -光茂※―道宗―教治―教定―透高―           光勝

榮恭―                     備考2 ☆鑑照公二仕テ大番衛 トナル

備考2 ※義宣公御国替ノ時道義二従而当国江来り     A288.2-21-2の 分流 (光胤第二子)

仕フ                     II-18-35

12 秋保                    15 阿久津

A288.2-19 秋保氏系図 〔藤原姓秋保氏〕         A288.2-22-1 阿久津氏系譜 〔源姓阿久津氏系譜〕
文化2.12./秋 保典八郎政吉               文化2.8./阿久津源蔵政道
〔紋 :三階松〕               備考 1 -某※―某☆―政庸―政春―政誰―政房―

備考 1 -政光※―政休―政方―政敷―政方―           政光―政良―政道
政弼―政吉―                  備考2 ※慶長七年義宣公羽州遷封之時義重公二従

備考2 ※元和年中流離〆秋田二来ル、義宣公工奉          テ常州ヨリ来り、仙北郡六郷二住ス

仕ス                         ☆秋田城下二移り居ラシム
II…18-42                                                11… 18-12

A288.2-22-2 阿久津氏系図
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文化2.7./阿久津七十郎唯信               〔禄高 :55。 491 紋 :丸 二丼桁〕

〔禄高 :28.896〕                備考 1 久廣―長久―久智―久武―久貞―久恒―

備考 1 某※一某―某―某―唯勝―唯信一         A288。 2-24-2の 分流 (八右衛門某二男)

備考2 ※寛永七年石井助右衛門休忠女夫ノ姻ヲ以     II-18-19
田三十石ヲ分与フ

A288.2-24-2 浅原氏系図 〔源姓浅原氏〕

文化2.8./浅原喜右衛門久方
16 浅野                            〔紋 :井桁〕

備考 1 -某―某―久道―久英一久吉―久忠―

A288.2-23-1 浅野氏系図 〔源姓浅野氏系図〕            悠久―久政―久方

文化2.7./浅野作右衛門長定          II-18-19
備考 1 之長※―長之―長道―長剛―長水―長定―

備考2 ※義宣公御国替之節病気ニテ御下向以後三    A288.2-24… 3 浅原氏二男分流系図 〔源姓浅原氏〕

十日過着                        文化2.8。 24/浅原惣右衛門久明
A288。 2-23-4の 分流 (長房弟)                    〔紋 :丸 二丼桁〕
Ⅱ-18…33                         備考 1 某※―某―久長―久明―久命―久次一

久明―

A288.2-23-2 浅野氏系図 〔源姓浅野氏系図〕        備考 2 ※慶長年間羽州二遷封 ノ時天英公二従テ常

文化2.8。 /浅野新蔵頼勝                 州ヨリ来

〔禄高 :25。 000 紋 :二重桔梗違鷹羽〕     A288。 2…24-2の 分流

備考 1 吉定―重次―頼金―頼徳―頼忠―頼恒―      II-18-19
頼勝

A288.2-23-3 浅野氏系図 〔藤原姓浅野氏系図〕     18 朝 日

文化2.8。 /浅野平八政範

〔禄高 :5人扶持、給金8両          A288.2-25 平姓朝日氏二男分流系図

紋 :丸二違鷹羽右重〕          文化2.7./朝 日又兵衛盛仲

備考 1 政武※―政重―政範                    〔紋 :井 ケタノ内スワマ〕

備考 2 ※生国尾州浪人シテ和州南良二住ス、故有     備考 1 盛房―盛因―盛益―盛久―盛安―盛伸

テ秋田土崎湊二下 り住ス、享保元年～近     A288。 2-26の分流 (盛賞第四子)

進並ニテ被召出                II-18¨ 7

A288.2… 23-4 系図 E源姓浅野氏系図〕          A288.2-26 平姓朝日氏系図

文化2.7./浅野宅右衛門長光               文化2.7./朝 日正吉盛壽

〔紋 :丸 ノ内二違鷹ノ羽〕                〔禄高 :136。 929 紋 :丸 ノ内スワマ〕

備考 1 長房※―長綱―長重―長通―長時―長光―     備考 1 -盛明※―盛賞―盛家―盛正一盛村―

備考 2 ※義宣公御下之節病気故御下着以後罷下奉         盛宗―盛清―盛壽―

仕ス                     備考 2 ※常陸ヨリ秋田へ下着ス

II-18-33                                                11-18-7

A0288.2-5 源姓浅野氏系図

明治3.4./浅野又蔵長壽          19 浅利

備考 1 光重※―光正一光延―光定―光利―光友

―長秀―光興―光昭―長栄―長壽―長昭     A288.2-27-1 浅利氏分流系図 〔源姓浅利氏〕

備考2 ※慶長年中義成公城御住居之時奉仕             文化6.9./浅利善蔵廣忠

〔禄高 :25。 554〕

備考 1 廣近※―廣信一度重―頼齊―頼恒―廣太一

17 浅原                         廣忠

備考2 ※天英公二御鷹師奉仕ス、横手二住ス

A288.2-24-1 浅原氏二男分流系図              A288。 2-27-2の 分流 (廣治二男)

文化2.8。 24/浅原喜平太久恒          II-18-44

7-



A288.2-27-2 浅利氏系図 〔源姓浅利氏〕 梅津亀松組下・角間川給人

文化6。 9./浅利弟蔵廣姓 〔紋 :七星〕

〔禄高 :3人扶持〕 備考 1 -秀親※一成秀―道秀―道茂一秀融―

備考 1 -廣治※―廣友一廣貞―頼慶―廣秀一 秀豊一秀命―

廣房―廣忠―廣明―廣姓 備考 2 ※ (慶長)七年始テ御当家へ仕へ奉ル八年

備考 2 ※慶長年中須田美濃盛季執〆天英公二鷹匠 ヨリ始テ角間川二居住

勤仕、横手二住

II-18-44                                                11~18-50

A288.2-27-3                       
落126 芦田氏分流系譜 〔藤原姓芦田氏系譜〕

源姓浅利氏系譜 (文化年間)/芦田徳右衛門道近

文化6.9。 /浅利又六某 備考 1 道知一秀信一秀伝―道近一

戸村十太夫組代 備考 3 堀江氏と儀野氏の系図一部混入

〔禄高 :160.500 紋 :剣三ツ釘抜〕 (道秀第三子次男分流)

備考 1 政吉※一盛次―盛福―政信―政方―政應一

政喜―政隠―政護―某

備考2 ※天英公ヨリ横手ノ鷹ノ事ヲ任セラル     21 安嶋
II-18-45

A288.2-29-1 三男安蔦氏系図

県B-884 覚 [浅利氏覚書] 文化2.8。 /安嶋勘七郎高聴

(天保4.)5./戸 村十大夫 備考 1 高近一高久―高寧―高布一高聴

備考 3 組下浅利五郎作家筋願についての知らせ。 A288。 2-29-2の 分流 (高移二子)

浅利五郎作、同慶藤別家に許可なり度旨願

覚 A288.2-29-2 安嶋氏系図

AH288.3-2                              
文化2。 7./安嶋但見高忠

[浅利系譜・ 同軍記 全] 備考 1 高貞一高正一高移―高重―高度―高林一

明治12.6.26/石井忠行 (写 ) 高清一高忠

備考 1 -頼治一廣友―廣貞一廣慶―廣秀―廣房

22 麻生

20 芦 田/産田

A288.2-28… l                       A288.2-31 
麻生氏系図 〔藤原姓麻生氏系図〕

芦田氏系図 〔藤原姓芦田氏系図〕 文化2.閏 8。 /麻生小博治家長

文化2。 8./芦田博太郎道方 南家人

梅津亀松組下・角間給人 備考 1

〔紋 :陰蔦〕                     
家次※―家正一家元―家綱―家勝一家命―

家長

備考 1 道行※一道次―道重―道清―道賢―道朝―
、                       備考 2

道方                          
※慶長七年御遷封ノ節義種供仕罷下ル

II-28-32

備考 2 ※ (慶長)七年始メテ佐竹家二奉仕、八年

角間川二居住

II-18-51 23 阿曽屯F

A288.2-28-2 芦田氏分流系図 〔藤原姓芦田氏系図〕 A288.2-30 阿曽郵系譜 〔姓藤原阿曽郁氏〕

文化2.8./芦田伝之助道常

梅津亀松組下 0角 間川給人                    /阿
曽村新八郎教由

〔紋 :ニ ツ引両〕

〔紋 :丸 ノ内陰蔦〕 備考 1 -盛都※―教任―教詣―教慶―亮任―

備考 1 道定―道清一道正一道鷹―道保―道常― 苗任―教由

A288.2-28-1の 分流 (道次二男分流)

H-18-51                        
備考 2 ※初メ丹州田辺辺見二養ハレ針術ヲ業 トシ

テ、京極家二家臣～、後秋田二到～氏ヲ

A288.2-28-3

阿曽郁 卜改ム

菫田氏系譜 〔藤原姓蔵田氏系譜〕

文化2.8。 /産田仁左衛門秀命

8-



24 安達

A288.2-32-1                             

〔紋 :細丸輪右三ツ巴〕

安達氏系図

備考 1 守季―守為‐―守身―守郡一

文化2。 9。 /安達文右衛門重其

守浮―守時
A288.2-33-1の 分流 (守應四男)

〔紋 :右三巴〕               II~18-16
備考 1 重定※―重近―重國☆①―重次―重賢―

備考2 霙[真舅犀電曇理ラ義丁テ高有
26 厚木

許 盛重公縦 テ羽州軒 言

卜称私 同

ス           
コ、横手二住 A288.2-34-1 藤原之姓厚木氏系図

☆①寛永四年久保田二住ス
文化4.11。 /厚木忠治朝J

☆② (宝永)八年本名安達 卜改ム                        

て

Ⅱ-18-18                              

〔禄高 :52.301〕

備考 1 -朝貞―朝三―朝貞―朝直―朝益―朝顧―

A288.2-32… 2                           

近朝―朝寛―

安達氏系図                           ~朝

政―朝長
II-18-z 41

文化2.8./安達久四郎昌徳

〔禄高 :15.000 紋 :蔦〕          A288.2-34-2 
藤姓厚木氏家譜

備考 1 -
日 

賞※~昌茂―昌房―昌福―

備考 2 員

英一某―昌徳       
昌清一             

化4。 11./厚木半五良朝宜

〔禄高 :67.651〕

備考 1

〈義宣公御時代御当所工拾七歳二而奉仕          
朝重―朝谷―

II-18-17

-朝政―朝康―

朝宜         
朝郁―朝紀一

A288.2-34-1の 分流 (朝員二子 )

A288.2-32-3 安達氏二男系図                II~18″
11

文化2.9。 /安達新太郎重春

〔禄高 :2人扶持、給金22文 目5分

紋 :亀日       27 
跡部

備考 1 重盈☆―重祐―      
ヨニ右三巴〕

重常―重春 A288.2-35-1 跡部新内蔵三男分流系図
備考 2 ☆宝永八年本家同然二本名安達 卜改ム

A288。 2-32…1の 分流

Ⅱ-18-18                              

文化2.8。 /跡部市郎兵衛政意

〔紋 :カ ケノ蔦〕

備考 1 政貞―政良――政富―政意―

25 安立                         A288。

2-35-3の 分流 (政直第二子)

II-18-32

A288.2-33-1 系図 〔姓不詳安立氏〕            A288.2-35-2 
跡部新内蔵政撃四男支流系図

文化2.8。 /安立喜兵衛守縫

備考 1 -                             

文化2.8。 /跡部宇右衛門政身

―守吉※―守應
″      

―守重―守武一

備考 2 頭

信一守縫―        
守秀―             

練 :輪 ノ内カケノ蔦〕

備考 1 政定―政房――政規―政身―

A288。 2-35-4の 分流 (政易次男)

く義宣公羽州御遷封ノ後従常州来、義重公 II-18-32

二仕 シム仙北六郷二住、後秋田城下二居

住

II… 18-16

A288.2-35-3 跡部氏系図

A288.2-33-2                             

文化2.8。 /跡部新内蔵政拳

系図 〔安立氏二男〕

〔禄高 :3人扶持、給銀80日

文化2.8。 /安立武左衛門

備考 1 守通―守壽―                               

紋 :雲水ニカケノ蔦〕

備考 1

A288。 2-33・                            ~政

直※―政次☆―政信一

‐1の分流 (守重二男)                             

政方―政拳

備考 2

H-18-16                             

※義隆公御代御茶屋御奉公二勤仕ス～氏ヲ

長谷川 卜改ム

A288.2-33-3                            

☆本氏跡部氏二改

系図 〔安立氏二男系図〕

II-18… 32

文化2.7。 /安立新之助守時 A288.2-35-4 跡部新内蔵政畢二男分流系図

9-



A288.2-37-5の 分流 (重一之三男)文化2.8./跡部重左衛門政俊
II…18-39〔紋 :カ ケノ蔦二水〕

備考 1 政易一政友―某―政春一政俊―

A288.2-37¨4 阿部氏系図A288。 2‐35-3の分流 (政利次男)

安政5。 3./阿部元之助清真Ⅱ-18-32                         
備考 1 清直※一清茂☆―清成―清利一清行一

清良―清嘉―清保―清堅―清真A288.2-35-5 跡部新内蔵政拳五男支流系図

備考2 ※慶長七年御遷封後、御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴文化2.8。 /跡部博五右衛門政清

                、暫ク樋口村二信罷下、
ノ

       給銀80日〔禄高 :3人扶持、

                   ☆延宝三年～横手二移伺紋 :二重輪ニカケノ蔦〕

備考 1 政清―

A288.2-37-5 阿部正左衛門分流系図備考3 表紙に「断絶」とあり

文化2.8。 /阿部興助重政A288.2-35-4の 分流 (政帷次男)

〔紋 :丸 ニケソカタハミ〕

備考 1 重一―重影―重堅―重期一重久一重元―
II-18-32

重政 ―

A288。 2-37-1の 分流 (文右衛門養二男 )

II-18-39

28 阿王

A288.2… 36 阿王氏由緒家系

文化2.5。 24/阿王平馬藤良

安倍

´

                                   30湯沢給人

備考 1 藤房※―藤長―藤時―藤堅―藤之―藤昌―

A288.2-3183-1 安倍系譜 萱藤郷―藤良
                        明治4.春/安倍甚兵衛親任備考2 ※慶長年中羽州御遷封ノ御～跡ヨリ罷下

備考3 家譜・系図II…18-57

A288.2-3183-2 安倍系譜 弐

(明治)/安倍甚兵衛親任29 阿部
                          備考3 明治期以降の筆

阿部氏系図 〔藤原姓阿部氏〕A288.2…37-l                       A288.2-3183-3 
安倍系譜 参文化2.8./阿部正左衛門重次

(明治)/、給銀50日〔禄高 :3人扶持

               備考3 明治期以降の筆。家譜紋 :ケ ンカタハミ〕

備考 1 -文右衛門※―重秀―重信一重家―重次―

備考2 ※母 トモニ当国エキタル、義宣公御馬添二    A288.2-3183-4 安倍系譜 四

(明治)/被召出

                    備考3 明治期以降の筆。家譜II-18-39

阿部氏系図

                 安部

A288.2-37-2                                  31

文化2.7,29/阿 部四郎太貞春

〔禄高 :15.000〕

備考 1 貞勝※―貞吉☆一貞胤一貞恒一貞長一      A288.2-38 系図 〔藤原姓安部氏系図〕

文化2.8。 /安部又右衛門賓久貞春一

                     備考 1 賓常一賓道一賞紹―賓久―備考 2 ※貞隆公御奉公二而岩城ヨリ御当家江参

☆同人代ヨリ阿部 卜名乗

本名緒田

                 雨谷32

二男分流阿部氏系A288.2-37-3

文化2.8。 /阿部清九郎重正          A288.2-39 雨谷氏系図 〔平姓雨谷氏系図〕

文化2.聞8./雨谷縫殿重嗣〔紋 :二重輪ニケソカタハミ〕

南家人備考 1 重紀―重教―重休―重正

一-10-―



景村―備考 1 -重 房※―重清―重久―重永―重次―

備考 2 ※芦名家断絶以後御当家へ奉仕重直―重利―重嗣―

II-18… 56備考 2 ※義種代奉公二罷出

II-28-30

荒川35
33 鮎川

AH288.2-25-3 新調渋江氏系譜 附荒川氏

〔新調荒川氏系譜/藤原姓荒川氏系譜〕A288.2-40-1 鮎川氏系譜 〔平姓鮎川氏系譜〕

文化3.8./荒川宗十郎秀陳文化2.8./鮎川久米松某ノ

                            〔禄高 :394.641〕梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 -光康―秀友―秀邦―秀行―秀易―方秀―〔紋 :懐者荷〕

秀厚―秀陳―備考 1 -道政※―道親―道則―道廣―道教―

備考 3 AH288。 2-102と 合綴道宗―某

備考2 ※初小野寺家二仕フ後御当家二仕へ奉テ角     AH288.2… 25-1の分流 (政光ノ庶長子)

間川二居住ス

本名高倉

新田目3611-18-49

A288.2-40-2 鮎川氏分流系図 〔平姓鮎川氏系図〕     A288.2-42-1 宗家新田目藤左衛門断絶系譜

〔藤原姓新田目氏系図〕文化2.8。 /鮎川藤蔵道基

文化2.8./新田目嘉七梅津亀松組下 0角 間川給人

梅津亀松組下・角間川給人〔紋 :丸 ノ内懐衷荷〕

備考 1 道久―道房―道包―道直―道良一道資―      備考 1 -某※―道茂―道定―家茂―道次―道堅―

道元道基―

                                     角間川居住A288.2-40-1の 分流 (道政二男分流)           備考 2 ※慶長年中御当家江奉仕、

備考 3 天明年中逐電により家跡断絶II-18-49                                                11_18-43

A288.2-40-3 鮎川氏分流系譜 〔平姓鮎川氏系譜〕

文化2.8。 /魚占川門之丞道秋          A288.2-42-2 新田目氏分流系譜

〔藤原姓新田目氏系図〕梅津亀松組下・角間川給人

文化2.8./新田目嘉七道重〔紋 :丸 ノ内懐著荷〕

梅津亀松組下・角間川給人備考 1 道清―道勝―道呪―道晴―道秋

〔紋 :丸 ノ内三亀甲〕A288。 2¨40-1の 分流 (道政四男分流)

備考 1 道忠一道房―道堅一道光―道定―道重II-18-49

A288.2-42-1の 分流 (道茂二男分流 )

II-18-43A288.2-4)4 鮎川氏分流系図 〔平姓鮎川氏系図〕

文化2.8。 /鮎川典右衛門道春

梅津亀松組下 0角 間川給人          A288.2-42…3 新田目□□□□譜

〔藤原姓新田目氏系図〕〔紋 :丸 ノ内懐衷荷〕

文化2.8。 /新田目蔵人道弘備考 1 道家―道次―道定―伯記―共治―道春―

〔紋 :丸 ノ内三亀甲〕A288。 2-40-1の 分流 (道政三男分流)

備考 1 道尭―道数―道堅―道弘てII-18-49

A288。 2-42-2の 分流 (道房 二 男分流 )

[I-18-43

34 荒井

A288.2-41 荒井氏系譜 〔平姓荒井氏〕

文化2.8。 15/荒井儀助景村

佐竹河内組下・角館給人

備考 1 -景成※―景行―景政―景忠―景明―

37 荒巻

A288.2-43… 1 荒巻氏系図

文化2.閏 8。 /荒巻監物秀綱

-11-



南家人                    A288.2-46-8-1の 分流 (季久二男)

〔禄高 :134.137〕               II‐ 18-10

備考 1 -秀綱※一秀道―秀直―秀應―秀浮―

秀秋―秀休―秀雄―秀持―秀綱         A288.2-46-1 安東氏系図 〔安部 安東氏〕

備考 2 ※慶長七年羽州御遷封ノ時～義種二従先立         文化2.8。 /安東強太賢季

テ羽州工下向ス                     〔紋 :チ カヘ鷹ノ羽〕

Ⅱ‐28-24                         備考 1 胤季―道季―重季―季塁―成季―武季―

賢季―

A288.2-43-2 荒巻氏分流系図

文化2.閏 8。 /荒巻助治某           A288.2-46-2 安倍姓安東氏系図

南家人                         文化2./安東久米之八季邦

備考 1 秀國一秀廣―秀行―秀政―秀晴―某             〔紋 :桧扇鷲羽〕
A288.2-43-1の 分流 (秀道二男)             備考 1 季平一季富―季朋―季辰一季邦―

Ⅱ-28-24                         A288.2-46-8-1の 分流 (季久二男)

II-18-10

38 安藤/安東                   A288.2-46-3 安東氏二男分流系図 〔安部姓安東氏〕

文化2.8。 /安東久治季吉
A288.2-44-1 安藤氏系図 〔藤原姓安藤氏〕         備考 1 某―某―季政―季房―季吉

文化2.7./安藤宇内右通            A288。 2-46-1の 分流 (婚L季第二子)

〔禄高 :135.000〕

備考 1 -将右一右森―久右一右清―右重―右将―    A288.2-46-4 安東系譜 〔安倍姓〕

右貞―右叙―右常―右通一                 文化2./安東源之丞季高
Ⅱ‐18-8                              〔紋 :笏〕

備考 1 季吉―季宗―俊元―季高―

A288,2-44-2 源姓安藤系図                 A288。 2-46-8-1の分流 (季長之二男)

安政3.3./安藤一馬祐寛            II-18-10
〔禄高 :月 俸3日 、金3両

紋 :丸二二本竪引〕    A288.2-46-5 安東氏系図 〔安陪姓安東氏系図〕

備考 1 祐寛一                          文化2.閏 8./安東三七秀暁・久治季敏

南家人

A288.2-44-3 安藤氏分流之系図 〔藤原姓安藤氏系〕           〔禄高 :36.301〕

文化2.10,/安藤五右衛門右久         備考 1 名乗不知―名乗知 レス※―満治―満忠―

〔禄高 :62.000〕                    満久―秀言―秀脩―秀遊―秀暁―

備考 1 某―右盛―右忠―右救―右伸―右久一       備考 2 ※城之助御国替ノ時秋田二残 り渋江内膳ニ

A288。 2-44-1の 分流 (久右之庶子)                 寄従

II-18-8

A288.2-46-6 安東氏分流系図 〔安倍姓安東氏〕

A288.2-44-4 安藤氏世系 〔藤原姓安藤氏世系〕            文化2./安東平八季嘉

文化2.11./安藤博左衛門右虎              〔禄高 :5.167、 5人扶持、給銀80目 〕

〔禄高 :81.312〕               備考 1 季寛―季忠―季規―季嘉―

備考 1 某一某※―道久―道長―某―右尚―右虎―     A288.2-46¨7の 分流 (季久之三男)

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ時供奉            II-18-9
A288。 2¨44-1の分流 (右京某第二子)

Ⅱ-18-8                        A288.2-46-7 安東氏系図 〔安部姓安東氏〕

文化2.7./安東又兵衛季道

A288.2-45 安倍性安東氏系図                     〔禄高 :5人扶持〕

文化2.7./安東久米之承季邦          備考 1 季久―季次※一季勝―季重―季任一季永―

〔紋 :桧扇鷲羽〕                  季道―

備考 1 季平―季富―季朋―季辰―季邦―         備考 2 ※天英公羽州遷封ノ後安東氏ヲ称〆歩行動

備考 3 A288.2-46-2の 控                     仕
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本 ノ氏ハ湊

II-18-9

文化2.7./飯田長蔵直吉

〔禄高 :24.003、 5人扶持〕

A288.2-46-8… 1                       
備考 1 -直賢―直丘―直武―丘命―直吉―

安東氏系図 〔安倍姓〕

文化2./安東茂兵衛季保 A288.2-598 系図
〔禄高 :3人扶持、給銀70日                  

〔源姓飯田氏〕

文化2.7./飯田源吾直道
紋 :皮扇違鷲之羽左重〕 〔禄高 :150.000〕

備考 1 -季久※―季長―季忠―季定―季保 備考 1 直重一直之―直道―
備考2 ※義宣公被住秋田後御馬添御奉公被召出
II-18-10

A288.2…597の 分流 (直賢之第六子分流 )

A288.2-46-8-2 安倍姓安東氏由緒 41 飯塚
文化2./安東茂兵衛

備考 3 由緒書。A288.2-46…8-1の 付随史料
Ⅱ…18-10                        A288.2-593 

飯塚氏系図 〔紀姓飯塚氏〕

文化2.8。 /飯塚三兵衛勝也

A288.3-3-3 安倍姓安東氏由緒                    
〔禄高 :137.811〕

明治10。 8./                 
備考 1 -勝久※―勝由―勝正一勝邑―勝就―

備考3 由緒書                         
勝ヂー勝也―

備考2 ※天英公二奉仕ス

安98 安東氏略系                     II~2-33
明治3.7./安東栄治季盈 A288.2-594 飯塚氏系図

備考 1 光貞―満治―満忠―満久―季言―季遊―

季暁―季敏―季盈                     
文化2.7.28/飯塚彦右衛門盛久

〔禄高 :9.655〕

安101 安東氏略系                    
備考 1 某―盛忠―盛広―盛久―

明治3.7./安東栄治季盈 A288.2-595 飯塚氏二男系譜 〔姓紀〕
備考 1 光貞―満治―満忠―満久―季言―季脩― 文化2.8。 /飯塚喜六郎勝重

季遊―季暁―季敏―季盈 〔禄高 :91.637 紋 :身輪法〕

備考 1 勝昌―勝信一勝光―勝蔵―勝規―勝重

39 安間                         288.2-593の
分流 (勝久第二子)

II-2-33

A288.2-547 安間氏系図

文化2.8。 /安間正兵衛正勝 42

〔紋 :洲1浜桃〕              
碇子

備考 1 影勝※―政勝一定勝―勝由―光勝―善勝―    A288.2-47-1 碇子氏分流系図
敬勝―正勝―

備考 2 ※水戸 ヨリ御国替之時御跡 ヨリ罷下                   
〔藤原姓碇子氏分流系図〕

Ⅱ-18-47                              
文化2.9。 22/碇子孫市宗茂

〔禄高 :49。 196、 月棒2口

紋 :丸中桔梗〕

40 `減 田                           
考 1 宗清※―宗賞☆―宗照―宗重―宗忠―

宗正一宗普―宗茂

A288.2-596 飯田系図                   
備考 2 ※慶長七年羽州御遷封ノ時、故有テ御跡ニ

罷 り成 り、最上二於テ奉駆者供奉〆秋田
文化2.7./飯田新之助直正 二下向、 (向右近太夫)宣政ノ配下 トシ

〔禄高 :125.000〕 テ横手城下二住セシノ

備考 1 貞陳―直章―総賢―直正一                          
｀

☆慶安五年～碇子氏ヲ称
A288.2-597の 分流 (直賢三男) A288.2-47-2の 分流 (宗長弟)

II-2-56

A288.2-597 系図 〔源姓飯田氏〕

一-13-―



A288.2¨ 47-2 藤原姓碇子氏系図

文化2.9。 22/
A288.2-601 池田氏二男系図

′
碇子孫九郎宗之

〔紋 :黒モチノ中二桔梗〕

備考 1 宗長―宗助☆―                            

〔菅原姓池田氏二男系図〕

仁      
宗定―助照―助週―宗愛一          

文化2.8。 /池 田源太重直

備考2 軍菫裏五年～碇

〔禄高 :29,000〕

Ⅱ-2-56        1子
氏ヲ称             

備考 1 重忠―重道―重光―重将―

重直          
重寛―重矩―

A288。 2-599の分流 (重勝二男)

II-2-38

43 井川

A288.2-48 井川氏系図 〔藤原姓井川氏〕        46 
石井

弘化2.11./井 川正之助守綱

〔紋 :上 リハラ藤〕             A288.2-50-1 
平姓石井系図

備考 1 某―勝綱―綱房 重秀―貞綱――守綱             
明和3.11.29/石井宇平治忠隣

戸村十太夫組下

備考 1 忠光―忠愛‐

44 生澤

一佐忠―忠隣一

A288.2-50-3の 分流 (勝忠二男)

II-1-lo

A288.2-674 橘姓生澤氏系図 A288.2-50-2 平姓石井

文化2.8./生澤惣右衛門宗保

系図

〔禄高 :47.164〕

明和3.11.29/石井源右衛門忠許

備考 1 隆忠※―忠房―忠近―忠央―紀忠―忠朋―

備考 1 宗婚L一 宗治―宗祀―宗明―宗武―宗易
―宗喜―宗政―

Ⅱ…2-31        
宗保―

忠許

備考 2 ※常州ヨリ秋田工御移之御病気故翌年四十

七ニテ罷下

45 池 田

A288.2-50-3 平姓石井系図

A288.2-49                              

明和3.11.29/石井六郎兵衛忠衛

池田氏系譜

戸村十太夫組下

文化2.8。 /池田吉兵衛晴祥           
備考 1 -光忠※―勝忠―忠央―忠温―忠於―

佐竹河内組下 0角館給人

忠英一忠衛

備考 1 晴長※―晴國―晴歳―晴重☆―          
備考 2 ※慶長七年御国替之御歳二十二テ御供仕

―晴行―

晴久―晴順―晴輸―晴祥―            A288。
2-50-2の 分流

II-1-lo

備考 2 ※慶長年中義宣公御遷封 ノ時又盛重公二従

テ仙北角館二住居 A288.2-51-1 石井氏系譜

☆承応二年芦名家断絶ノ時義隆公ノ命ニテ、

北義隣ノ組下 トリール                                                       

ロ日

Ⅱ-2-39                              

文化2.6。 /石井八左衛門忠賀

備考 1 忠信※―忠重―忠寛―忠利―忠真―忠賀―

備考2 ※慶長七年御国替ノ節御奉公

A288.2-599 池田氏系図

II-1¨ 4

〔姓菅原 本氏澤口 池田氏系譜〕

文化2.8。 /池 田才兵衛重崎          A288.2-51-2 
石井氏系図

備考 1 重勝―重久―重行―重次―重億―重三一           
文化2.8.14/石井彦九郎直剰

重爬―重嬌―

備考 1

11-2-38                             

直久※―直友―直易―直重―直剰―

備考 2 ※御遷封 ノ時御足軽ニテ安士三左衛門組子

A288.2-600                             

ニテ秋田江来～後大館ニ

系図 〔橘姓池田氏〕                             

住ス

II-1-12

/                 

」

池田幸助柔道

備考 1 正重―安道―安重☆―柔道

A288.2-51-3 系図 [石井氏]

備考2 ☆寛政六年依命為江戸定居

文化2.5。 /石井文四郎忠重

〔禄高 :23.000〕

14-―



〔平姓石井氏系図〕備考 1 忠久―忠國―忠呈―忠雄―忠行―忠重―

文化2.8.4/石 井与次右衛門忠凋A288。 2-55-5の 分流 (忠廣二男)

茂木幸楠組下・十二所給人II-1-13

備考 1 忠勝―忠春―忠克―忠凋―

A288.2-53-7の 分流 (忠俊第二子 )
A288.2-51-4 系図 〔平姓石井氏〕

II-1… 24.正 。/石井又左衛門忠庸がこ化5

〔禄高 :36.894〕

石井宮内右衛門三男分流系図A288.2-51-11備考 1 忠国※―忠則―忠弘―忠政―忠定―忠堅―

〔平姓石井氏系図〕忠庸一

                          文化2.7。 /石井利右衛門直亨備考2 ※常州ヨリ御国替ノ時分大病故三年以後ニ

備考 1 -直康―直繁―直近―直定―直光―直亨―御当地江罷下

A288.2-51-12の 分流A288。 2…55-1の 分流か (石井忠苛先祖分流 卜云)

II-1-2Ⅱ-1-6

石井監物二男分流系図A288.2-51-12A288.2-51-5 平姓石井氏系図

                              〔平姓石井氏系図〕.4./石井蔵人主忠道文化3                          
文化2.7./石井隆蔵直承〔禄高 :120.243〕

〔禄高 :3人扶持、月俸3口 〕備考 1 某―某―忠直―忠元―忠房―忠英一忠献―

備考 1 直重※―直忠―直勝―直秀―直家―直行―忠道―

直造―直長―直承―A288。 2-55-1の 分流か

備考 2 ※慶長七年常州ヨリ来、子孫世々秋田郡大

館住スA288.2-51-6 石井門治忠安系図 〔源姓石井氏系図〕

A288.2-53-5の 分流.8。 /石井門治忠安文化2

11-1-2〔紋 :丸 ニカダバミ日向ニテ〕

備考 1 忠正※―忠則―忠常―忠光―忠房―忠安☆

源姓石井氏〕石井氏系図 〔系図A288.2-51-13備考 2 ※慶長七年御 国替、同八年親河内同道罷下

文化2.6./石井六之丞忠呂☆ (寛政)十年～角館住居被仰付候～文化

塩谷右膳組下三年久保田へ引移

〔禄高 :69。 211〕A288.2-55-5の 分流 (忠光二男)

備考 1 忠賞※―忠廣―忠郷―忠長―忠治―忠長―II-1-13

忠剛―忠椅―忠呂―

備考 2 ※慶長七年御国替同八年罷下A288.2-51-7 新調系図 〔平姓石井氏家系〕

II-1… 15。8。 /石井勇五郎茂昭文化2

茂木幸楠組下・十二所給人

石井系図A288.2-51-14備考 1 茂洪 ―茂伯 ―茂集 ―茂昭―

史化2.7./石井六良右衛門忠意A288.2-56-1の 分流 (盛茂二男)

塩谷右膳組下Ⅱ-1-24                              

〔禄高 :25。 904〕

備考 1 忠治―忠長―忠光―忠録一忠意―A288.2-51-8 鎌倉石井系図 〔平姓石井氏〕

A288.2…51-1の分流 (忠信二男)文化2.7.29/石 井有仲直喬

II-1¨ 4備考 1 直治―直利―直政―直恒―直斯―直喬―

A288。 2-53-5の 分流 (直忠次男)

A288.2-52-1 石井助右衛門治忠二男分流系図

〔平姓石井氏系図〕

II-1-2

文化2.8。 4/石井久之進忠壽A288.2-51-9 石井直正次男分流石井系図               ´

文化2.7.29/石 井清五郎直命               茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1 忠邑―忠秀―忠壽―備考 1 直賢―直行―直安―直命―

A288。 2-55-2の 分流 (治忠第二子)
A288。 2-53-5の 分流 (直正次男分流)

II-1-2

A288.2-52-2 石井氏系図 〔平姓石井氏〕

文化3.12./石 井内蔵太忠春A288.2-51-10 石井助三郎忠俊二男分流系図              ン
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A288.2-53-1 系図 〔平姓石井氏系図〕備考 1 -資乗※―資久―忠愛―忠顕―忠武―

文化2.8。 4/石井小平治忠紀忠丘―忠易―忠端―忠春

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ時～常州二留 り～後～          茂木幸楠組下 0十二所給人

備考 1 -某※―久忠―某―某―忠克―忠寄―忠紀雄勝郡院内銀山二来住

備考 2 ※慶長八年常州ヨリ来ル～十二所二住スII-1-9

A288.2-53-2 石井宮内右衛門二男分流系図A288.2-52-3 新調石井氏系図 〔平姓石井氏系図〕

〔平姓石井氏系図〕天保6。 9。 /石井蔵人富景

文化2.7./石井作右衛門直容茂木筑後組下 0十二所給人

備考 1 -直廣―直清―直満―直元―直容備考 1 -久忠※―綱忠―寛忠―秀睦―某―某―

A288。 2-51-12の 分流本景一本高―教景―富景―

II-1-2備考 2 ※天英公羽州遷封之 日公二従テ常州ヨリ来

ル～同十四年十二所へ住サル、子孫世々

A288.2-53-3 石井氏二男分流系図 〔平姓石井氏〕居住ス

                         天保6.9./石井左馬助景秘II-1-16

茂木筑後組下 0十二所給人

備考 1 忠吉※―守忠―守英一勝央―勝忠―忠運―A288.2-52-4 石井氏分流系図 〔平姓石井氏〕

景宣―景武―景暢一景寛―景秘―文化2.7./石井賢蔵某

備考2 ※天英公羽州遷封之時常州ヨリ来～十二所〔禄高 :93.851〕

二 住 ス備考 1 忠次―忠恒―忠久―忠則―忠慶―忠福―某

A288。 2-52-3の 分流 (景信次男)A288.2-54-2の 分流 (彦右衛門某第二子)

A288.2-53-4 石井氏系譜A288.2-52-5 石井氏分流系譜

文化2.7./石井七郎兵衛忠賢文化2。 /石井武右衛門忠通

〔紋 :丸桔梗〕備考 1 忠宜―忠法―忠信一忠通

備考 1 忠廣―忠真―忠英一忠賢―A288.2-52-4の 分流 (忠次二男分流)

A288。 2-51-1の 分流 (忠重次男)

II-1¨ 4A288.2-52-6 石井氏家伝系図

文化2.5。 25/石井監物忠口

鎌倉石井系図 〔平姓鎌倉石井〕A288.2-53-5湯沢給人

文化2.7。 29/石井新八郎直嗣〔禄高 :30。 337〕

〔紋 :繋三ツロ〕備考 1 -某※―勝忠―忠寄―忠則―忠行―忠吉―

備考 1 直忠※―直陸―直親―直俊―直正一光重―備考 2 ※慶長七年羽州御遷封ノ節～罷下 り、湯沢

直澄―直玄―直嗣二罷有

備考 2 ※天英公羽州御遷封ノ時常州ヨリ来、秋田

御城下二住A288.2-52-7 石井氏分流系図

II-1-2文化2.5。 /石井源作安信

湯沢給人

平姓石井氏忠清二男分流系図A288.2-53-6備考 1 安光―安時―安勝―安壽―安信一

文化2.8。 3/石井新兵衛忠利A288.2-54-6の 分流 (因幡分流)

茂木幸楠組下・十二所給人II-1-26

備考 1 忠道―忠英一忠郡―忠頼―忠利一

(忠清第二子)A288.2-52-8 石井氏系図

文化2.5。 28/石井源七郎忠徳

系図 〔平姓石井氏系図〕A288.2-53¨ 7〔禄高 :4.548 紋 :酸漿〕

文化2.8.4/石 井惣助忠依備考 1 忠徳―

                          茂木幸楠組下・十二処給人

備考 1 忠俊※―忠成―忠時―忠正一某―忠成―A288.2-52-9 石井氏伝来家系

忠住―忠依―/石井武右衛門忠居

備考2 ※慶長年中常州ヨリ来ル～十二処二住ス〔紋 :カ ダバミ〕

II-1… 24備考 1 忠信一忠吉―忠安―忠次―忠利―忠居―
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A288.2-54… 1 石井氏分流系図

文化2.5。 /石井浅右衛門忠丈

湯沢給人

〔紋 :丸酸漿〕

備考 1 忠政―忠治―忠正一忠恒―忠丈―

A288.2-54-5の 分流 (忠宗二男)

II-1-28

A288.2-54-2 平姓石井氏忠屈系図

文化2.7./石井市郎兵衛忠屈

〔禄高 :41.690〕

備考 1 某※―某―忠豊―忠央―忠盈―忠利―

忠窮―忠暁―忠屈―

備考 2 ※慶長七年義宣公二従テ羽州秋田二下ル

II-1-3

A288.2-54-3 石井氏分流家伝系図

文化2.5。 /石井伊兵衛忠喜

湯沢給人

〔紋 :丸酸漿〕

備考 1 忠治※―忠道―忠勝―忠真―忠友―忠秀―

忠易―忠喜

備考2 ※慶長九年実兄忠宗同前罷下
A288.2-54-5の 分流 (忠重二男)

II-1-28

A288.2-54-4 系図 [石井氏]

文化2.8./石井宇右衛門忠行

塩谷右膳組下

備考 1 忠久―忠燿―忠隅―忠永―忠行一

A288。 2…51-13の 分流 (忠賞二男)

II-1-15

A288.2-54-5 石井氏家伝系図

文化2.5。 /石井宇左美忠虎

湯沢給人

備考 1 -忠宗※―忠次―忠勝―忠通―忠虎―

備考 2 ※ (慶長)九年罷下御南家江申上候
II-1-28

〔禄高 :111,165〕

備考 1 久忠一清忠―忠以―忠藤―忠亮―忠宜―

忠恕―忠寄―

II… 1-5

A288.2-55-2 系図 〔平姓府中石井氏系図〕

文化2.8.4/石 井永蔵弘忠

茂木幸楠組下・十二所給人

〔禄高 :86.236〕

備考 1 -休忠※―賞忠☆―利忠―治忠―称忠―

泰忠―衡忠一致忠―直忠―弘忠

備考2 ※慶長七年天英公遷封之時常州ヨリ屈従テ

来

☆慶長七年～久保田二住、父ノ願二依テ～

十二所二遷仕フ

A288.2-55-3 石井助右衛門利忠次男分流系図

〔平姓石井氏系図〕

文化2。 8。 4/石井嘉右衛門忠里

茂木幸楠組下・十二処給人

〔禄高 :117.617〕

備考 1 忠休―忠金―忠雄―忠久―忠里―

A288。 2-55-2の 分流 (利忠第二子)

A288.2-55-4 石井氏家伝系図

文化2.8./石井喜右衛門忠居

湯沢給人

備考 1 某※一某―忠久―忠能―忠雄―忠居―

備考2 ※ (慶長)九年御跡奉慕～罷下
II-1… 30

A288.2-55-5 系図 〔源姓石井氏系図〕

文化2.8。 /石井宮内忠郷

塩屋右膳組下

〔紋 :カ タバミ〕

備考 1 -忠廣※―忠宗―行忠―忠政―忠幸―

忠郷―

備考 2 ※慶長七年御国替御供仕罷下

II-1-13

A288.2-54-6 石井氏由緒家系              A288.2-56-1 新調系図 〔平姓石井氏系図〕
文化2.5./石井宇八郎安代                文化2.8。 /石井長治茂蔵

茂木幸楠組下・十二所給人湯沢給人

備考 1 -安忠※―安信一安次―安久―安倣―       備考 1 -茂古※―盛茂―茂忠―光茂―茂伴―茂則
安吉―安代                       ―清茂―茂蔵

備考 2 ※慶長年中羽州御遷封之硼～罷下～湯沢住     備考 2 ※慶長七年常州ヨリ来～秋田十二所二住
居                       II_1_25

11-1-26

A288.2-56-2 新調系図 〔平姓石井氏系図〕
A288.2-55-1 石井氏系図 〔平姓石井氏〕               文化2.8。 4/石井博内忠休

茂木幸楠組下 0十二処給人文化2./石井永治忠寄
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文化2.7./石井三蔵忠恕備考 1 丹後※―忠家―忠宗―忠久―忠房―忠以―

備考 1 忠重―忠光―□□―□長―忠顕―忠運―忠顧―忠椅―忠休

忠敬―忠喬―忠界一忠恕備考 2 ※天英公遷封ノ後年常州ヨリ来～子孫世々

A288.2-602の 分流 (忠勝第二子)十二処二住ス

II-1-111-1-23

A288.2-56… 3 石井氏二男分流系図 〔平姓石井氏〕     A288.2-606-1 新調石井氏後二男系図

〔平姓石井氏二男系図〕天保6.9。 /石井勝蔵景綱

文化4./石井定之允□□茂木幸楠組下・十二所給人

_.038〕〔禄高 :51備考 1 忠定―忠任―忠行―景隣―景智―景綱―

備考 1 忠次―□女―忠重―忠興―□□―A288。 2-52-3の 分流 (久忠二男)

A288。 2-602の分流 (忠道二男)

II-1-1A288.2-56-4 石井氏家伝系図

文化2,5。 19/石井東大忠勝

A288.2-606-2 系図 〔石井氏〕湯沢給人

文化2./石井嘉兵衛忠光備考 1 -某※―忠次―忠則―忠國―忠吉―忠勝―

〔禄高 :25。 465〕備考 2 ※慶長七年御遷封之制御跡 ヨリ～秋田江罷

備考 1 某―□直―忠末―□□―□央―忠光下

II-1-32

47 石垣A288.2-56-5 系図 〔源姓石井氏系図〕

文化2.8./石井八九郎忠益

A288.2-58 石垣氏系図 〔平姓石垣氏系図〕塩谷右膳組下

文化2.8.8/石垣又兵衛成健備考 1 忠道―忠成―忠長―忠降―忠位―忠益―

石見組下給人A288.2-55-5の 分流 (忠宗二男)

備考 1 -成孟※一成沢一成重一成方一成寛―II-1… 13

成健―

備考 2 ※山形自秋田土崎湊江罷下秋田城之助御家A288.2-602 石井氏系図 〔平姓石井氏〕

臣二罷成候所、城之助様御国替之以後浪々文化2.7./石井丹蔵忠鼎

〔紋 :カ タバミ〕                    二罷成、比内扇田村住居

備考 1 -某※―忠勝―忠守―忠道―忠直―忠冨―

忠副―忠勝―忠政―忠英一忠鼎―

備考 2 ※義宣公釆地ヲ賜フ             48 石神
A288.2-603の 分流

AH288.2-26-311-1-1

山能系図/石神系図/秘書小野崎黛ノ内
A288.2-603 系図 〔平姓石井氏〕                   文化2.3。 /那珂恭通

備考 1 (山能)通綱―憲通/(石神)通綱―文化2.7./石井官治忠英

憲通―〔禄高 :114.867 紋 :カ タハミ〕

備考3 旧資料名 :介川氏関係系図 山能・石神ほ備考 1 -某―某―忠重―某―忠II―忠郊―忠直―

か系図忠寛―忠英一

II-1-1

〔平姓石井氏〕       49 石川
・]88.2-604 石井氏分流系図

文化2./石井忠右衛門□□

〔禄高 :90.046〕               A288.2-57-1 石川助之丞分流家系 〔姓源石川系譜〕

11 某―某―□□―□□―忠臆―□□一             文化2.8。 /石川儀右衛門忠信

松野茂右衛門組下・桧山給人くヽ,2-602の分流 (忠守二男分流)

備考 1 忠友―忠正一忠永―忠勝―忠政―忠弘一

忠信

(忠道三男)〔平姓石井氏〕f05 石井氏分流系図
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A288.2… 57-2 石川氏分流系譜 〔源姓石川氏系図〕 II-2-12

文化2.8./石川九郎右衛門道清

梅津亀松組下・角間川給人 A288.2-607 石川氏系譜
〔紋 :丸 ノ内根笹〕 文化2.8。 /石川善左衛門廣林

備考 1 秀定―守秀―道次―秀重―道好―道清― 備考 1 廣光―廣久―廣忠―廣林―
A288。 2-57-5の 分流 (直秀二男分流)

II-2-9 A288.2…608 石川善左衛門分流石川氏系図

文化2.8./石川八郎廣昌
A288.2-57-3 石川助之熙分流家系 〔源姓石川氏〕 備考 1 廣道―廣政―廣定―廣昌―

文化2.8./石川櫂六 A288。 2-607の 分流 (廣光三男)

松野茂右衛門組下

〔紋 :舞鶴三葉之根松ヲ加工〕
(マ  ヽ                 A288.2-609 石川善左衛門分流系図

備考 1 忠晴―忠祭―忠強 文化2.7。 /石川多吉郎廣柱
備考 3 中部欠落 備考 1 廣重―廣明―廣度―廣親―廣柱―

(忠道四男) A288。 2-607の 分流 (廣光二男分流)

A288.2-57-4 石川氏系譜 〔源姓石川氏系譜〕 A288.2-610 石川氏系譜 〔源姓石川氏〕

文化2.8./石川七郎兵衛光尾 文化2.7.25/石川直右衛門廣隆
佐竹河内組下・角館給人 〔禄高 :22.961〕

〔紋 :笹龍謄〕 備考 1 直廣※―廣久―廣長―廣定―廣豊―廣亮―

備考 1 勝重※一定直一定政―勝殖―勝英一光尾― 廣隆―

備考 2 ※芦名盛重公御国替之刻御当国江供ス 備考 2 ※慶長年中羽州御遷封之節屈従
II-2-4 11-2-7

A288.2-57-5 石川氏系図 〔源姓石川氏系図〕 A288.2-611 石川直右衛門分流石川氏系譜
文化2.8。 /石川専次郎直朝 〔源姓石川氏〕
梅津亀松組下・角間川給人 文化2.7.26/石川三清廣包

〔紋 :丸 ノ内根笹〕 備考 1 廣重―廣清―廣包―

備考 1 -直次※―道近―道直―道賞―道尚― A288。 2-610の 分流 (直廣次男)

道廣―直共―直朝 II-2-7

備考 2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年

初テ御当家二奉仕ス、八年角間川二居住 A288.2-612 石川文治支流藤治分流系図
ス

H-2-9                                         
〔藤原姓石川氏〕

文化2.8。 /石川五左衛門重國

〔紋 :雪輪二三住香〕
A288.2-57-6-1 系図 〔源氏石川系図〕 備考 1 重友―重高―重盛―重國―

天保9。 6。 /石川隼太重秋 (重治養弟分流)

備考 1 重興―重常―重秋

(重陽三男) A288.2-613 石川文治支流系図 〔藤原姓石川氏〕

文化2.8。 /石川藤治重履
A288.2-57-6-2 由緒書 [石川氏] 〔紋 :ニ タ重輪二三住香〕

天保9.6。 /石川隼太 備考 1 重宗―重信一重敬―重昌―重穎―重履―
備考3 由緒書。A288。 2-57-6-1の 付随史料 (重定次男)

A288.2-57-7 石川六兵衛高行系図 A288.2-614 石川氏系図 〔藤原姓石川氏〕
文化2.7./石川六兵衛高行 文化2.7.27/石川孫左衛門茂命
〔紋 :松川菱〕 備考 1 -茂光―茂利―茂甫―茂祗―茂光―茂隣―

備考 1 -高可※―高方―高童―高良―高春― 茂吉一茂命―

高孝―高行― II-2-5

備考 2 ※羽州由利郡本庄 ノ産ナ リ、故ア リテ流離

〆秋田江来 リ A288.2-615 石川孫左衛門分流石川氏系図
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廣元備考 1〔藤原姓石川氏〕

(廣隆三男)文化2.7.27/石 川忠四郎茂正

備考 1 時廣―某―茂定―某―茂尊―茂正一

A288.2-622 三男分流石川氏系譜 〔源姓石川氏〕A288.2-614の 分流 (茂甫二男)

文化2.7./石川欣兵衛定安Ⅱ-2-5                              
定経―定候―定盈―定昆一定秋一定保―備考 1

定安A288.2-616 新調石川氏系図 〔藤原姓石川氏〕

A288.2-627の 分流 (定政二男分流)虻化2.8。 /石川文治重恒´

                                                    II-2-18〔紋 :三住香〕

備考 1 重政※―重盛―重明―重考―重億―重興―

                    姓清和源氏〕A288.2-623 近代系 〔石川氏近代系重恒―

                          文化2.9。 /石川多門光暢備考2 ※最上ヨリ秋田久保田二来ル

佐竹河内家人Ⅱ-2-17                              
〔紋 :笹龍謄〕

一政忠※―久次―政久―政定―某―某―備考 1A288.2-617 分流藤原姓石川氏系譜 〔藤原姓石川氏〕            (マ つ
通直―光暢/石川勘七満標

※慶長七年御国替之時随北又七郎義廉自常備考 2〔紋 :笹輪堂〕

                     州来秋田エ備考 1 満冨―満継―満任―満英一満晴―満標―

A288.2-618の 分流 (満倫二男)

A288.2-624 石川氏系図

文化2.10。 /石川第吉次誠

Ⅱ-2-6

〔紋 =丸
二違鷹羽〕A288.2-618 藤原姓石川氏系譜 〔藤原姓石川氏〕

某※―某―某―某―某―次喜一次重―備考 1文化2.7./石川勘之丞満因

次営一次誠―〔禄高 :3人扶持、給銀80日

※常陸ヨリ御国替ノ時御跡ヨリ相下リ備考 2紋 :笹 リンドウ〕

II…2-11命*一満玩※―満家―満憑―満匡―備考 1 満イ

満因―

A288.2-625 石川氏系図備考 2 *慶長七年～本庄二住

                       /石 川源七郎光登文化3.5。 /※天英公御代御鷹匠勤仕

某※―光寛―光福―光侶―光営―光登―備考 1Ⅱ-2-6                             

※常陸ヨリ来ル備考 2

11-2-1A288.2-619 次男分流石川氏系譜 〔源姓石川氏〕

文化2.7。 /石川伊左衛門定臣

A288.2-626 石川氏由緒書備考 1 定次一定景一定億一定光一定愛一定宣―

明和4.8.晦/石川市左衛門光忠定臣―

                         光定※―光次―光重―光命―光忠―備考 1A288。 2-627の 分流 (利政 ノ三男)

※義重公江奉仕仙北郡於六郷御蔵出シ五石備考 2

.御遠行被遊候後久保田江罷越

Ⅱ-2-18                              

被下候由、

II-2-1A288.2-620 石川氏二男分流系図

〔藤原姓石川氏二男分流〕

A288.2-627 石川氏系譜文化2。 7。 /石川亦左衛門重泰

                   /石 川重兵衛定超文化2.7./〔禄高 :74.861 紋 :丸二三住香〕

一定政※一定利一定寛一定香一定曾―某―備考 1備考 1 重定―重勝※―重次―重朝―重禄―重高―

定営一定斬一定超一重泰

                          ※慶長七年天英公羽州遷封ノ台命有 卜聞テ備考 2 ※山形家没落之後天英公二奉仕ス         備考 2

貞隆君二従テ常州二下 り～聞信公二供奉A288。 2-616の 分流 (重久第二子)

シ来テ、仙北郡六郷二住スII-2… 17                                                         11_2-18

A288.2… 621 石川氏三男分流系図 〔源姓石川氏〕

A288.2-628 石川氏由緒書天保7.11.18/石川佃廣元
                     /石 川清治光憧明和4.5。 /〔禄高 :3人扶持、給銀100日 〕
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備考 1 某※一光寛―光端―光侶―光営               天保8。 10。 /石 田久左衛門嘉壽
備考2 ※従常州参                        〔禄高 :10.000〕

備考 1 成光―光宗一利宗―宗高―知於一方好―
A288.2-629 石川多吉郎分流石川氏系図               治員―知為―知達―友久―嘉壽―

文化2.8。 /石川タロ吉廣信

備考 1 廣好―廣定―廣永―廣信

(廣慶二男)                  54 石塚

A288.2-630 系図 〔源氏石川系図〕            A288.2-60-1 源性石塚氏後次男系図

/石川安吉重家                文化2。 11.19/石塚亀太郎綱郷
備考 1 重家                      備考 1 綱友―綱重―綱文―綱雅―綱著―綱郷―
A288.2-57-6の 分流 (重秋之三男)            A288.2-60-3の分流 (善右衛門二男)

II-2-28

50 石黒                        A288.2… 60-2 源性石塚氏二男分流系図

文化2。 11。 19/石塚三郎兵衛綱年
ぶ288-9-1 覚 [石黒氏・柳橋氏由緒書拍]          備考 1 則宅―則永―則免―綱千―綱雄―綱家―

(文化2.)(9)/柳 橋三之□・柳橋小門          某―綱年
備考 3 覚                       A288。 2-60-3の 分流

II-2… 28

M288… 9‐2 [石黒氏・ 柳橋氏由緒書如]

文化2.8./                 A288.2-60-3 源性石塚氏系図
備考3 覚                            文化2。 11。 19/石塚清右衛門陳重

備考 1 某※―綱勝―宗綱―綱能―陳常―陳信一

陳重―

51 石郷岡                        備考2 ※常陸ヨリ御供ニテ罷下～大館二住ス

II-2-28

A288.2-59 系図 [石郷岡氏]〔源姓〕

文化2.7.17/石 郷岡道仙助則         A288.2-632 近代系図 〔石塚氏近代系図〕
備考 1 助隆―助備―助免―助則一                 文化5。 8./石塚源一郎義保

備考 1 義敬―義陳―義智―義保―

52 石崎                        A288.2… 633-1 系譜 〔源姓石塚氏系譜〕

文化2.8。 /石塚源之進行生
A288.2-631 系図 〔石崎氏 姓不知〕                 〔禄高 :27.000〕

文化2.8。 /石崎官治守重            備考 1 行高―行前一行増―行光―行度―行寛―

備考 1 守家※―守勝―守政―守周―守政―守行―         行生

守重―                     (行 通長子)

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来住
II-2-43                        A288.2-633… 2 石塚氏系図

文化3。 7./石川忠蔵元姓

多賀谷下総家人
:3 石田                         備考 1 -某※―元道―元形―元友―元直―元安―

元方―元重―元姓
A288.2-634 藤原姓石田氏系図               備考2 ※常州下妻ヨリ羽州秋田江来ル

安政4.6。 /石田文五郎友徳

〔禄高 :101.000〕

備考 1 友愛―友輔―友桐―友徳-         55 石野森
A288。 2-635の 分流 (知於ノ第二子)

A288.2-61-1 石野森氏系図 〔平氏〕
A288.2-635 藤原姓石田氏系図                    文化2.8。 /石野森勘解由盛武
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大山十郎組下

備考 1 盛俊※―光盛―信盛―盛次―盛久―盛武―

備考 2 ※御国替之後常州ヨリ下向、院内二住居

A288.2-61-2 石ノ森氏系図

文化2.8./石野森喜之丞盛恭

大山十郎組下

備考 1 盛定―盛重一盛治―盛便一盛恭
A288.2-61-1の 分流 (盛俊第四子)

A288.2-61-3 石野森氏系図

文化2.8./石野森養蔵盛定

大山十郎組下

〔紋 :蔓二下ニー文字〕

備考 1 盛清―盛政―盛國―盛□―盛房―盛定―

A288.2-61-1の 分流 (帯刀某第二子)

56 石橋

A288.2-62-1 系図 [石橋氏]〔性藤原氏之由〕

文化2.8。 /石橋源五道久

佐竹河内組下 0角館給人

〔禄高 :2人扶持〕

備考 1 道利―道家―道國―道重―道定―道秀―

道久―

A288.2-62…2の分流 (道貞次男)

II-1-65

A288.2-62-2 藤原姓石橋氏家譜

文化2.8。 /石橋仁右衛門道蒲L

佐竹河内組下・角館給人

〔禄高 :13.155〕

備考 1 道忠※―道員―道廣―道久―道綱―道休―

道 胤
―

備考 2 ※御国替以後関東 ヨリ罷下
II-1-65

A288.2-62-3 藤原姓石橋氏家譜

文化2.8./石橋内記道保

塩谷右膳組下・角館給人

備考 1 道治―道次―道乗―道安―道久―道保―
A288。 2-62-2の 分流 (道忠二男)

II-1-65

A288.2-62-4 石橋氏分流系図

〔藤原性石橋氏分流系図〕
文化2,8。 /石橋茂左衛門道伴

佐竹河内組下・角館給人
備考 1 道春―道度―道良―道雄―道伴―
A288.2-62-2の 分流 (道廣次男)

II-1-65

A288.2-636 石橋氏枝流系図 〔源姓石橋氏〕

文化2.11./石橋助内弘周

〔禄高 :39。 390〕

備考 1 某―某―道演―道堅―弘道―弘生―弘周―

(兵右衛門某二男)

57 石山

A288.2-63-1 石山氏系譜 〔平姓石山氏系譜〕
文化2.8。 /石山権右衛門道次

梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :木瓜〕

備考 1 -道房※―道妙―道由―道能―道貞―

道光―道次―

備考2 ※慶長六年小野寺家没収之後御当家へ奉仕
角間川居住

II-2-42

A288.2-63-2 石山氏分流系図 〔平姓石山氏系図〕

文化2.8。 /石山勇蔵某

梅津亀松組下・角館給人

〔紋 :丸 ノ内木瓜〕
備考 1 道長―道清―道包―道真―道厚―是武―

清経―某
A288.2-63-1の 分流 (重 由二男分流)

II-2¨ 42

A288.2-63-3 石山氏分流系譜 〔平姓石山氏系譜〕

文化2.8。 /石山嘉兵衛道朝

梅津亀松組下・角館給人

〔紋 :丸 ノ内木瓜〕
備考 1 道永―道行―道実―道朝―

A288。 2-63-1の 分流 (道房二男分流)

II-2-42

A288.2-637 家系 〔姓不知石山氏世系〕

文化2.8。 /石山宇右衛門登直

〔禄高 :43.436〕

備考 1 登房―登興―登温―某―登庸―登献―

登直―

II-2-41

58  」員

A288.2-64 泉氏系譜

文化2.8。 /泉正五郎明正

佐竹河内組下・角館給人
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備考 1 -明 尚※―明廣☆―明利―明元―明教一

明泰―明弘―明正                A288.2-638-2と
の合綴

備考 2 ※芦名盛重公二仕、角館住

☆承応二年芦名家断絶、因テ御当家様御奉   61
公                   

磯野

II-1-63 A288.2-66-1 磯野嘉藤治分流家系 〔藤原姓磯野伝〕

A288.2-640 泉氏系図                        
文化2.8。 /磯野治助道良

〔紋 :一二園角〕

/泉七郎宗厚

〔禄高 :80.000〕                
備考 1 道友―道重―道易一道良

備考 1 某※―某―宗春―宗季―宗房―宗博
た                      A288.2-66-2 

磯野嘉藤治二男家磯野氏系図

宗英一宗厚―

備考2 ※常州ヨリ来リ

〔姓藤原磯野系図〕

本氏西官姓不知                      
文化2.8。 /磯野多兵衛道安

II-1-57

松野茂右衛門組下

〔紋 :五瓜之内二円角〕

A288.2-641 泉氏二男家系図                
備考 1 道春―道則―道良―道治―道安―

文化2.7./泉主水宗堅

〔禄高 :12.700〕 62 磯部
備考 1 宗長*―宗政―宗像―宗舒―宗重―宗堅

備考 2 *宗春～二男宗長二分地ス A288.2-639 儀部氏系譜 〔源姓儀部氏〕
A288。 2-640の 分流

II-1-57

文化5。 7。 /儀部久右衛門真信

〔禄高 :21。 138〕

備考 1 某※―真盛―真常―真久―真冨―真有―

A288.2-642 泉氏二男分流系図 真参―真興―真信一

文化2.7./泉市右衛門宗成

〔禄高 :42.795〕                
備考2 ※常州ヨリ御供二而下ノ|

II-2… 32

備考 1 宗忠―宗明―宗相―宗易―宗利―宗成

A288。 2-640の 分流 (蔵人某二男)

II-1-57 63 伊多波

59 泉田                        A288.2-643 
系図 〔藤原姓伊多波系図〕

文化2.8。 /伊多波武助重正

〔紋 :五三之桐〕
A288.2-65 箭田野一家泉田系図 〔藤原姓泉田氏〕 備考 1 重行一重克―重賓―重往―重正

文化2.7./泉田作兵衛行銀

戸村十太夫組下                
備考2 元禄年中御当国江下秋田郡岩瀬村住

〔禄高 :22.000〕

備考 1 行國※―行貞―行光―行渡―行能―行路-   64
行長―行生―行鋏―               ~条

備考 2 ※義宣公羽州遷封三年後、慶長九年行國父    A288.2-644 源姓一条氏系図

升秋田二来ル

II-2-19

/一条甚蔵勝央

〔禄高 :40.000〕

備考 1 -勝茂※―勝英一勝貞―勝信―勝治―

60 伊勢

勝央一

備考 2 ※寛文年中南部ヨリ罷越

A288.2-638-1 平姓伊勢氏系図

文化2./伊勢正治貞亮 65 出

備考 1 某※―某―貞周―貞度―貞親―貞亮

備考2 ※羽州平鹿横手ニ ト居ス A288.2-645 出氏系図 〔藤原姓出氏〕
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文化2.8。 /出市良右衛門久清              家卓―

〔禄高 :27.000 紋 :左柏〕          備考2 ※慶長七年羽州御遷封之節～三年ロニ罷下
備考 1 某*― 久忠―俊久一定久※―廣久―豊久―     II-2-27

久明―久勝―久次―久命―久清―

備考2 *岩城家二笠仕ス               A288.2-646-2 糸井氏家伝系図
※秋田二来り遂二御当家二奉仕ス                   〔糸井氏分流系図 藤原姓〕

Ⅱ-1-39                              文化2.5。 25/糸井友八家隆

湯沢給人

〔紋 :水車〕
66 出原                         備考 1 家次―家勝二家郡―家久―家隆―

A288.2-646-1の 分流 (家定三男)

A288.2-675 新調出原氏系図                II… 2-27

天保12.閏正./出原喜一郎政徳

備考 1 政徳☆                    A288.2-646-3 糸井氏家伝系図
備考2 ☆天保六年～郷士二御召立相成候                   〔糸井氏家伝系図 藤原姓〕

文化2.5。 25/糸井藤之助家歳

湯沢給人
67 糸井                          〔紋 :水車〕

備考 1 家重※―家直―家孝―家周―家林―家歳―
A288.2-67-1 系図 〔源姓糸井氏系図〕            備考2 ※慶長七年御遷封之節ヨリ三年御跡ヨリ父

文化10.6.13/糸井隼人高明               家定同前二罷下候
戸村十大夫組下 0横手給人           A288.2-646-1の 分流 (家定二男)

備考 1 -高友※―高忠―國高―高宗―高明―       II-2-27
高賓―高智―高吉―高明―

備考2 ※慶長七年御国替之制御供仕御当国江罷下
Ⅱ-2-24                   68 伊藤

A288.2-67-2 糸井氏家伝系図               A288.2-68-1 伊藤氏分流系図
文化2.5。 27/糸井彦兵衛重賀                     〔藤原姓伊藤氏分流系図〕
湯沢給人                        文化2.11./伊 藤喜兵衛朋定
〔紋 :桐 ノトウ〕              備考 1 朋時―朋清―朋久―朋定―

備考 1 重安※―重利―重友―重長丁重次―重賢―     A288.2-68-12の分流 (朋伯二男)

重賀―

備考2 ※慶長七年御遷封、同九年～罷下        A288.2-68-2 新調伊藤氏系図 〔藤原姓伊藤氏〕
Ⅱ-2-26                              文化2.8。 /伊藤九兵衛忠詮

〔禄高 :210.834 紋 :横 モツコウ〕
A288.2-67-3 糸井氏家系                  備考 1 宗勝※―勝忠―忠易―忠重―忠守―忠雄―

文化2.7.20/糸 井茂助家邦               忠督―忠爾―忠詮―

湯沢給人                   備考2 ※慶長年中羽州秋田二来り、天英公二奉仕
〔紋 :水車〕                      ス

備考 1 家房※―家久―家信一家袢―家行―家記―     II-1-41
家合―家邦

備考2 ※慶長七年御国替之節、翌八年～罷下      A288.2-68-3 伊藤氏系図 〔平姓伊藤氏〕
Ⅱ-2-25                              文化2.8。 /伊藤郷左衛門重根

〔禄高 :50.000 紋 :横木香〕
A288.2-646-1 糸井氏家伝系図               備考 1 -重文―重次―重令―重亮―重矩―重逢―

〔糸井氏家伝系図 藤原姓〕        重根―

文化2.5。 25/糸井藤兵衛家卓          備考2 初神崎氏ヲ称ス後本氏伊藤二復ス

湯沢給人                   II… 1_44

〔紋 :水車〕

備考 1 家定※―家近―家房―家俊―家次―家包―    A288.2-68-4 藤原姓伊藤氏系図
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天保9。 3./伊藤金吾祐孝           A288.2-68-11 伊藤氏系図 〔源姓伊藤氏〕

〔紋 :庵立木瓜〕                   文化2.7./伊藤宗右衛門朝勝

備考 1 祐茂※―祐道―祐廣―祐正一祐孝―        備考 1 朝政※―朝信―朝傑―朝勝―朝政―朝安―

備考2 ※慶長七年御遷封之時御供ヲクレニテ～常         朝勝

州ヨリ罷下り山本郡野代二至り～材木ノ     備考2 ※ (慶長)九年佐竹義宣公奉仕有故改伊藤

事ヲ扱                   II-1-46

A288.2-68-5 家系 〔姓藤原伊藤氏〕           A288.2-68-12 系図 〔藤原姓伊藤氏〕

文化2.8。 /伊藤金之丞助門                文化2.11./伊 藤多右衛門朋春

松野茂太郎組下・桧山給人                〔禄高 :10人扶持、給銀5枚〕

〔紋 :一二三木香〕             備考 1 朋伯※―朋茂―朋高―朋勝―朋春―

備考 1 光則―光道―助安―助征―助知―助門―      備考2 ※延宝三年故有テ奥州ヲ去テ羽州秋田江来
A288。 2-68-16の分流 (助直二男)                  リ
II-1-53

A288.2-68-13 藤原性伊藤氏系図

A288.2-68-6 二男家伊藤氏系図                    安政3.5。 /伊藤常吉祐常

文化2.7./伊藤小重郎友重           備考 1 祐忠※―祐利―祐保―祐賢―祐宗―祐教―

〔紋 :丸 二松川ビシ〕                 祐重―祐孝―祐良―祐常―

備考 1 某※―友勝―友春―友貞―友延―友重―      備考2 ※元和元年常陸ヨリ来、野代二住ス

備考2 ※天英公二御鷹師二被召立

A288.2-68-8の 分流                  A288.2-68-14 伊藤氏系図 〔藤原姓伊藤氏系図〕
H-1-47                              文化2.8。 /伊藤隼太道教

梅津亀松組下・角間川給人
A288.2… 68-7 系譜 〔藤原姓伊藤氏系譜〕                〔紋 :木瓜〕

文化2.8。 /伊藤二郎兵衛忠寛          備考 1 某―某―道堅―道永―道教―

備考 1 忠智―忠近―忠長―忠俊―忠道―忠寛―      備考2 本小野寺家臣
A288.2-68-2の 分流 (勝忠次男)

Ⅱ-1-41                        A288.2-68-15 伊藤氏系図 〔藤原姓伊藤氏〕

文化2。 7。 /伊藤半蔵親庸
A288.2-68-8 伊藤氏系図                 備考 1 親信※―親次―親盈―親喜―親芳―親庸―

文化2.7./伊藤甚五兵衛友尚          備考2 ※慶長年中秋田江来リ

〔紋 :松川ビシ〕              II-1-51
備考 1 友廣※―朝質―友茂―友吉―友光―友尚―

備考2 ※天英公二鷹匠勤仕              A288.2-68-16 家系 〔姓藤原伊藤氏〕
Π-1-47                              文化2.8。 21/伊藤又七郎助□

備考 1 助直※―助勝―助営―助延―助行―助忠―
A288.2-68-9 伝書 〔藤原姓伊藤氏〕                助□―

文化2.10。 /伊藤定右衛門朝泰         備考2 ※御国替之御病気二而罷有御跡ヨリ罷下

備考 1 -朝矩※―朝晴―朝奄―朝昌―朝盈―       II-1-53
朝利―朝賞―朝泰―

備考2 ※慶長七年義宣公羽州秋田江御遷封御述ヨ    A288.2-68… 17 新調伊藤氏系図 〔藤原姓伊藤氏系図〕
り来御奉公                       文化2.7./伊藤勇助行以

H-1-42                             〔紋 :蕨手五爪二三スチギリ〕

備考 1 行昌※―行綱―行光―行蒼―行以―

A288.2-68-10 家系 〔姓藤原伊藤氏〕            備考2 ※最上ヨリ来住ス、天英公御代徒士ヲ以奉

文化2.8。 21/伊藤周左衛門助為              仕ス

〔紋 :山形二三ツ木瓜〕            II-1-45
備考 1 光有―光利―光正一光近―助為―

A288.2-68-16の 分流 (助直三男)            A288.2-68-18 伊藤金之丞分流伊藤氏系図
H-1-53                                        〔姓藤原伊藤氏〕

文化2.8./伊藤六郎右衛門光達
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松野茂右衛門組下              A288.2-649 新調稲川氏二男系図

〔禄高 :15.000 紋 :丸二三ツ木瓜〕           文化2,9。 /稲川新之丞直滝

備考 1 光行―光忠―光営―光達―                 〔禄高 :93.662〕

A288.2-68-5の 分流 (光則二男)              備考 1 直次―直堅―直良―直流―

Ⅱ-1‐53                         A288。 2-648の分流 (直吉第二子)

A288.2-69-1 伊藤氏支流系図

〔藤原姓伊藤氏分流家系〕  70 稲葉
文化2.8.14/伊 藤忠蔵清正

向帯刀組下                 A288.2-70 稲葉氏系譜 〔藤原姓稲葉氏系図〕

備考 1 清忠☆―清一―清政―清方―清在―清信―          文化2.8。 15/稲葉伊織通古

清行―清正                        佐竹河内組下 0角館給人

備考2 ☆横手城下二居住ス               備考 1 -通定※一通秀一通安一通則一通古―

A288.2-69-2の 分流 (清綱二男)             備考2 ※大坂牢人関東ヨリ羽州秋田下～於角館声
Ⅱ-1-49                             名仕

II…2¨49

A288.2-69-2 伊藤氏分流系図

〔藤原姓伊藤氏分流系図〕

文化2./伊藤二郎右衛門清保        71 稲見

向帯刀組下

〔禄高 :38,142〕               A288.2-650 新調稲見氏系図 〔藤原性稲見氏家譜〕

備考 1 清綱※―祐清―清康―清茂―清宣―清賞一          文化2.8./稲見升貞武種

清保―                     備考 1 武春―武古―武住―武種―

備考2 ※慶長七年御遷封之節御供仕～横手二居住
ス

A288.2-69-3の 分流 (久清二男)           72 井上
II-1-49

A288.2¨ 71-1 井上氏系図 〔源姓井上氏〕
A288.2-69-3 伊藤氏系図 〔藤原姓伊藤氏家系〕            文化2.7./井上清右衛門定前

文化2./伊藤助右衛門久清           備考 1 -為定※一定恒一定規一定延一定郷―

向帯刀組下                      定憲一定前―

備考 1 -久清※―清堅―清成―清忠一清門―       備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時従テ常州ヨ

清冨―清卯―久清―                    り来ル

備考 2 ※慶長七年御国替節父子御供仕秋田工下向     II-2-45
～横手城下二居住ス

Ⅱ-1-49                        A288.2-71-2 井上氏分流系図 〔源姓井上氏系図〕

文化2.7./井上多膳定秀
A288.2-647 藤原姓伊藤氏系図                    〔禄高 :136.200〕

元治元 .8。 /伊藤天順知安           備考 1 某―定清一定香一定基一定清一定秀―

〔禄高 :5人扶持、俸銀3枚〕          A288.2-71-1の 分流 (信濃守二男)

備考 1 某―知安―                  II-2-45

A288.2-71-3 井上氏系図 〔源姓井上氏〕

69 稲ノ|1                               文化2.7./井上博蔵廣忠

備考 1 廣勝※―廣忠―廣賓―廣道―廣年一某一

A288.2-648 稲川氏系図                      某―廣道―廣政―廣忠―

文化2.7./稲川彦左衛門直年          備考 2 ※慶長七年羽州遷封ノ時於六郷テ食禄弐拾

〔禄高 :66.896 紋 :桔梗〕              石ヲ賜フ

備考 1 直春※―直吉―直友―直営―直行―直種―     II-2¨ 46

直為―直年一

備考 2 ※常州ヨリ御遷封之後秋田江来 り        A288.2-71-4 井上氏二男系図 〔源姓井上氏系図〕

一-26-―



文化2.8./井上博兵衛廣勝           備考 1 秀安※一秀尚―秀光―秀定一秀家―秀世―

〔禄高 :4人扶持、給銀100日 〕            秀綿―秀寅―秀勝―秀常

備考 1 廣営一廣利―廣命一廣道―廣勝―         備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷
A288。 2-71-3の 分流 (廣賞二男)                  下リ

II-2-46

77 今宮
73 今井

A288.2-73 系図 〔今宮氏〕
A288.2-651 今井氏系図 〔源姓今井氏〕                     /今 官大学義雄

文化2,7./今井慶太正容            備考 1 -道義※―義賢―義教☆①―永教☆②―

〔禄高 :110,032〕                   義透―義敷―義榮―義雄―

備考 1 正次※一忠能―忠朝―衛次―正秋―正常―     備考2 ※慶長七年公羽州遷封ノ時従テ秋田二来ル、

某―正意―正容                      平鹿郡増田二住セシム、同九年其部下ノ

備考2 ※ (慶長八年)御当国へ来り仕               士卒ヲ率テ仙北郡角館二移り居ラシム

Ⅱ-2-21                             ☆①宗見公命〆秋田城下二居ラシム～天和

元年小場六郎義武二命〆秋田郡大館ニ

幽セシム

74 今泉                            ☆②義教 卜同ク大館二誦セラル

II…26-2

A288.2-652 今泉氏系図 〔藤原姓今泉氏〕

文化2.7.29/今 泉三右衛門光正        A288.2-653 系図 〔源姓佐竹氏今宮三男系図〕

〔禄高 :80.000 紋 :右三ツ巴〕             文化2.7./今宮源助僚寛

備考 1 光親※―光信一光忠―光営―光命―光教―          〔禄高 :100.743〕

光正一                     備考 1 -盛重※―盛貞―僚久―僚昌=僚長―

備考 2 ※最上没落ノ後秋田二来 り天英公二鷹師勤         僚信一僚寛―

仕                      備考 2 ※慶長七年羽州御遷封之時父義僚兄宣貞 ト

H-1-54                               同供奉〆秋田工下向～平鹿郡増田二居住、

同九年～仙北郡角館二移住ス

A288。 2-654の 分流

75 今立                      II-26-2

A288.2-72-1 藤原姓今立氏系図             A288.2-654 系図 〔源姓佐竹分今宮氏二男系図〕

天保14.9。 /今立信右衛門                     /今 宮伊織和脩

〔禄高 :415。 470〕               備考 1 -義僚※―宣貞―隆久―隆忠―虎以―

備考 1 某☆―某―某―政嘉―政元―               格平―峯預―和直―和脩―

備考 2 ☆寛保二年能代町庄屋 トナル、勤中苗字ヲ     備考 2 ※慶長七年義宣公御国替之時～羽州秋田エ

免許セラル                       供奉

本氏東海林                   A288.2-73の 分流

II-26-2

A288.2-72-2 今立氏系図 〔藤原姓今立氏系図〕

安政3.5。 /今立八蔵政綾           県B-640-2 覚 [今宮氏]

〔禄高 :50.000〕                    文化2.7./今 宮大学

備考 1 政綾                      備考2 「北ノ三十八」
A288.2-71-1の 分流 (政嘉之二男)            備考3 旧資料名 :諸家書上

提出目録。今宮大学元祖について、今宮大

学由緒について。軸装(2丁綴)

76 今野

県B-717 [今 宮氏口上]

A288.2-664 今野氏系図                       文化2.7./今 宮大学

安政5。 3./今野茂助秀常            備考2 「東ノ二十二」

―-27-―



備考3 伝来文書の吟味願い。御家老職拝領願 81 岩城

78 今村

A288.2-76 平姓系図 〔岩城之家譜〕

A288.2-655                             

文化12.11./菅野庄兵律

源姓今村系図

I

〔紋 :引 両角引〕

備考 1 -貞隆―義隆―宣隆―重隆―秀隆―隆詔―
文化2.7./今村政五郎正剰

〔禄高 :155。 173〕                   
隆光―隆恕

備考 1 -
I-75

-正員※―正相一正盛―正意――正路―

正安―正剰 A288.2-686 岩城之系図
備考 2 ※承応元歳～武州 ヲ発～秋田二至

II-2-47

備考 1 -貞 隆―宣隆―重隆一景隆―秀隆―清隆―

A288.2-656                            

隆恭―隆恕―隆喜

備考 3 軸装

今村氏家系 〔源姓今村氏〕 I-75

文化6.4./今村文蔵信虎

〔禄高 :3人扶持〕

備考 1 信邦※―信勝―                A288.3-18 
岩城御家譜 〔岩城御家譜/御系図附録〕

信隼―信鷹―信秀―信賢―

信虎―
文化11./山中齢助好古

備考 1 (前半部)

(写 )

備考 2 ※慶長年中故有テ流離シテ赴羽州秋田仕フ              ~貞
隆―吉隆―

義宣公

‐宣隆―重隆―

Ⅱ-2-48                             

景隆―秀隆―隆詔―隆恭―‐隆恕―隆喜

備考 3 (前半部) 「本国陸奥」の系図末尾にあり

A288.2-657                            (後

半部) 「附録」

二男家今村氏系図                   
明治期以降の写

I-75

〔文蔵分流源性今村氏〕
文化2.7./今村藤左衛門信イ

〔紋 :巴〕       
丁 14-828 亀田城主岩城 御家譜

備考 1 信門―信秋―信家―信茂―信イ               
文政元。(写)/中嶋泰助好知 (写 )

A288。 2-656の 分流 (信勝実弟)

丁― 備考 1 -貞 隆―吉隆―宣隆―重隆―景隆―秀隆―

II-2-48

隆詔―隆恭‐―隆恕―隆喜

I-75

79 井山 82 岩倉

A288.2-74 井山氏系図 A288.2-77 藤原姓岩倉氏系図
文化2.7./井山道達忠屋

備考 1 -                             

文化2.8。 19/岩倉博六頼中

〔禄高 :97.272 紋 :井ケタニーノ字〕
一忠直―忠久―                

備考 1 頼長※―頼温―頼央―頼胤―頼秋―頼寛―

忠真―忠陳―忠窮―忠恒―

忠屋

Ⅱ-1-40                             

頼定―頼忠

備考 2
1※

御遷封ニヨリテ小貫大内蔵ヲ以御供ヲ願
ヒ御咎中故御足軽工加ハリ下ル～秋田郡

80 岩井                            

大館二住ス

II…2-20

A288.2-75 系譜 〔平姓岩井氏系譜〕

文化2.7./岩井園蔵重景         83 
岩崎

備考 1 -―重長※―重勝―資重―重治一―重豊―

重lll― 重久―重
旦               A288.2-658 

岩崎氏系図

示
~

文化2.7./岩崎多郎左衛門盛常
備考2 ※芦名盛重公二仕苗字岩井 卜改メ角館二住

ス

〔禄高 :5人扶持、給銀100日 〕

備考 1 盛高―盛茂――盛利―盛忠―盛常―
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84 岩堀 87 岩谷

A288.2-659 岩堀氏系図 〔源姓岩堀氏〕 A288.2-79-1 岩谷氏系図

文化2,7./岩堀宗六氏應

備考 1 -氏種※―氏故――氏季―氏員一               
文化2。 9。 /岩谷新助宗賢

氏房―

氏應―

〔禄高 :370.000〕

備考 2 ※天英公羽州遷封之時公駕二後ル元和年間              ~某
―某―宗継一某―宗昌―備考 1 宗春※―某―

二至 り秋田二来 り                  
某―宗賢―

吉良分流                    
備考 2

H-2-37                             

※正保元年羽州秋田二移住シ岩谷氏二改ム

A288.2-79-2 別録 [岩谷氏]

文化2.9。 /岩谷新助

A288.2-660 岩堀氏分流系図 〔源姓岩堀氏〕 備考 3

文化2,7./岩堀吉右衛門政房              
由緒書。A288.2-79-1の 付随史料

備考 1 政道※―政吉―氏冨―政茂―政友一某―

政方―政継―政方―政房―

A288.2-661-1 岩谷新一̂郎宗恕支流新調系図

備考 2 ※天英公羽州遷封之時～聞信公二従テ常州                
〔平姓岩谷宗恕支流世系〕

ヨリ来 リ

文久元 .8。 /岩谷省達度政

岩堀宗六伝分流

〔禄高 :5人扶持、給銀3枚〕

A288。 2-659の 分流か

備考 1 度時一度政

(度秀二男)

85 岩間 88 植木

A288.2-78-1 岩間氏二男系図 A288.2-81 植木氏系図 〔藤原姓植木氏〕

文化4。 4./岩間忠右衛門久為 文化2.9./植木清右衛門定朋

備考 1 久親―久行―久盛―久親―久憑―久好―

久茂―久為―                       
佐竹河内家人

備考 1 定國※一定重一定常一定俊一定久一定弘―

A288。 2-78-2の 分流 (久易第二子)

Ⅱ-2…29                             
定延一定玄一定聖一定朋

備考 2 ※義宣公御国替ノ時随北又七郎義廉秋田下

向

A288.2-78-2 岩間氏系図 〔藤原姓岩間氏系図〕 II-28-9

/岩間藤太久年

備考 1 -久易―久明―久治―忠久―久縫―久吏―

久道―久茂―久年

II-2-29                                           9
オ直田

A288.2-82 植田氏系譜

86 岩屋                              
文化2,8。 /植田新左衛門信定

佐竹河内組下・角館給ノヽ

〔紋 :三 ツ団扇〕

A288.2-80 源姓岩屋氏分流系図 備考 1 某※―信典―信重一信定―

天保7。 11./岩屋典庵朝恭 備考2 ※承応年中葦名家断絶以後佐竹式部少輔様

〔紋 :細一重輪二三界ヒシ〕 工御奉公

備考 1 朝行※―朝福―朝養―朝盈―朝幾―朝脩―

朝恭

備考2 ※儒医変歴〆平鹿郡横手城下二到り～根岸   90 上野

・居住ス

(朝詮第三子) A288.2…83 系図

〔藤原姓上野氏詰城浪人萱□御領分出〕

文化2.6./上野嘉十郎将寅

備考 1 将知―将近一将重―将寅―
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91 上平 95 宇都宮

A288.2-183-1 上平氏続系図               AH288.2-2 宇都宮系図 姓藤原

文化2.9./上平藤太郎國光                正徳3。 →明治17。 /(宇都宮鶴山孟綱)

〔禄高 :20.000〕                     〔紋 :三頭左巴〕

備考 1 國道―國家―國年一國光             備考 1 -宗安―光綱一亮綱―充綱―武綱一章綱―

孫綱―重綱―孟綱一通綱―保綱―秀鶴
A288.2-183-2 上平藤太郎二男系図             備考3 明治期以降の追記あり

文化2.7./上平彦三郎國貞           II-12-9
〔禄高 :3人扶持、給銀90日 〕

備考 1 國致―國信一國厚―國治―國博―國貞―

(國定四男)                  96 宇野

A288.2-87-1 藤原姓宇野氏二男系図

92 本直松                               文化2.8。 /宇野五良兵衛親清

備考 1 親正一親繋―親廣―親清―

A288.2-84 系図 〔源姓植松氏系図〕            A288。 2-87-2の 分流 (貞親次男)

弘化3.3./植松紋三郎信立           II-12-21
備考 1 直秀―直光―信立―

A288.2-87-2 藤原姓宇野氏系図

文化2.8。 /宇野太良右衛門親友

93 碓井                            〔禄高 :3人扶持〕

備考 1 親定※一貞親―親重―親茂―親慶一親晴―

A288.2-85 碓井氏系図 〔橘姓碓井氏系図〕             親友一

天保15。 10。 /碓井左中高暢           備考2 ※御国替之節幼稚二而御供不仕、三四年後

〔禄高 :5合 2人扶持〕                  秋田江罷下

備考 1 宗直―高重―高期―高令―高暢―         II-12-21

A288.2-87-3 宇野氏系 〔源姓宇野氏〕

94 内田                              天保9。 12./宇野弥五郎親業

備考 1 某※―親行―親房―親員―親矩―親友一

A288.2-86… 1 新調内田氏二男系図                 親直―親邦―親展一親孝―親業

〔藤原姓内田氏二男分流〕     備考2 ※慶長年中本国常州水戸ヨリ来リ

文化2./内 田三之助清政

〔禄高 :100.000〕              A288.2-87-4 宇野氏系図 〔源姓宇野氏〕

備考 1 清村―清典―清定―清政                  天保8.5。 /宇野万三郎親清
A288。 2-86-2の 分流 (正堅次男)             備考 1 親要―親守―親長一栄親―親清

A288.2-87-3の 分流 (親行二男分流)

A288.2-86-2 系図 [内田氏]〔藤原姓〕

文化2。 6./内 田政八郎正晃

〔禄高 :59.005、 4人扶持〕       97 梅澤

備考 1 正堅―正貞一貞見―貞刻―正淑一正晃一

A288.2-638-2 藤原姓梅澤氏 [系 図]

A288.2-86-3 系図 [内田氏]〔藤原姓〕               文化2.閏8./梅澤玄順重興

文化2.6./内 田巳之助正賓           備考 1 重孝*―重光―重宥―重政―重敵―重興―

備考 1 正英一正冨一冨嬌一正賓             備考2 *初称松崎氏

A288。 2-86-2の 分流                   備考 3 A288。 2-638-1と の合綴
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98 梅津 102 運藤

A288.2… 88 系図 〔梅津氏〕               A288.2-92-1 運藤氏系譜 〔藤原姓運藤氏系譜〕

文化2.7./梅津玄三忠則                 文化2.8./運藤才助家資

備考 1 某―某―某―忠則                     梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :藤丸〕
354-8001 梅津家伝記抜書                 備考 1 -家重※―家直―道経―家房―家次―

安政4./杉原行恒                   家勝―家業―家資

備考2 ※慶長六年小野寺家所領没収セラル後御当

家へ仕へ奉り角間川居住ス

99 梅山                      II-12-28

A288.2-89 梅山氏系図                 A288.2-92-2 運藤氏分流系譜 〔藤原姓運藤氏系譜〕

文化2.7./梅山八十八照永                文化2.8。 /運藤文平家齊

〔紋 :左三ツ巴〕                   梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 永國※―照國―照光―照長―照秀―照方―          〔紋 :藤 ノ丸〕

照永                      備考 1 家清―道吉―家利―家貞―家忠―家縫―

備考2 ※奥州ヨリ出羽工下り                  家齊

A288.2-92-1の 分流 (家重二男分流)

II…12-28

100 瓜生

A288.2-90 瓜生氏系譜                lo3 江井

文化2.8。 /瓜生勘司秀毘

佐竹河内組下・角館給人           A288.2-93-1 系図書継 〔姓平江井伝〕

備考 1 -秀清※―秀親―秀政―秀行―秀直一            文化2.8./江井助右衛門重宣

秀興―秀睦―秀毘                     多賀谷下総組下

備考2 ※御国替ノ節モ亦芦名公二従テ秋田二下ル、          〔禄高 :3。 949 紋 :地 ノロ〕

以来角館二住ス                備考 1 -某※―某―重縫☆―重亮―重将―重興―

Ⅱ-12-27                            重常―重其―重宣

備考2 ※慶長七年浄光公御遷封時盛重来テ居角館

故従居
101 宇留野                         ☆明暦二年桧山移

A288.2-91-1 源姓宇留野氏続系譜

文化2.8。 /宇留野源兵衛勝意         A288.2-93-2 系図書継 〔平姓江井伝〕

〔禄高 :272.621 紋 :三頭ノ丁子巴〕          文化2.8。 /江井八九郎重為

備考 1 勝興5-勝冨―勝意―                    多賀谷下総組下

(勝明ノ末子)                          〔禄高 :7.323、 2人扶持

紋 :細輪ノ内地ノロ〕
A288.2-91-2 源姓宇留野氏分流続系譜           備考 1 重行―重代―重伸―重時―重為―

文化2.7./宇留野源七勝諸           A288.2-93-1の分流 (重経実三男)

〔紋 :丸二三頭ノ丁子巴〕

備考 1 -勝次―某―勝意―勝諸―

104 江尻
A288.2-91-3 源姓宇留野氏分流続系譜

文化2.8./宇留野内記勝一          A288.2-94 江尻系図 〔源姓江尻氏〕

〔禄高 :49,600 紋 :丸 二三頭ノ丁子巴〕         文化2.8./江尻軍兵衛清至

備考 1 勝就―勝一―                       〔禄高 :114.799〕

備考 1 清次※―清忠―清春一清勝―清全―清念―

清静―清至―
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備考 2 ※其先奥州岩城郡人～慶長年中流離而到羽         次大一次暉一次任

州秋田、笠仕御当家義宣源君          A288。 2…96-1の 分流 (重次弟)

II-17-58                                                11_17-64

A288.2-661-2… 1 [江橋氏系図]

105 江 田                         備考 1 次章～次大一次暉一次任一次和一次吉―

淳―寿吉
A288.2-95-1 江田氏系図 〔源姓江田氏〕          備考 3 A288。 2-661-203と の合綴。少なくとも2丁

文化2.8。 /江田助之進純玉               以上落丁

〔禄高 :188.876 紋 :大中黒〕

備考 1 -泰盛※―泰勝―冨明☆―冨昌―冨好―     A288.2-661-2-2 江橋氏嫡家系譜
冨孜―純玉―                  備考 1 -重次―為次一次晴一次壽一次興―次栄―

備考 2 ※徳川氏当時llyァ ル故二天山公命〆母方ノ         次雄

氏ヲ昌〆中根ヲ称セシム            備考 3 A288.2-661-103と の合綴
☆江田氏二改ム                 II_17-64
本氏徳川

Ⅱ…17-55                        A288.2-661-2-3 江橋氏三男家系図

備考 1 次寛一次政一次房一次玄
A288.2-95-2 江田氏分流系図 〔源姓江田氏〕        備考 3 A288。 2-661-102と の合綴

文化2.7./江田九左衛門冨命          A288.2-661… 2-2の 分流 (為次二男)

〔禄高 :149。 585 紋 :大中黒〕        II-17-64
備考 1 泰長―泰利―泰了☆①―泰和―冨政☆②―

冨賓―冨矩―冨命―

備考2 ☆①宗家泰盛 卜共二中根氏二改ム       lo7 江畑
☆②宗家 卜共二江田氏二改ム

本氏徳川                   A288.2-97 江畑氏系図 〔平姓江畑氏〕
A288.2-95-1の 分流                        文化2.8。 /江畑兵右衛門安通
Ⅱ-17…55                              大山十郎内

〔紋 :釘抜〕

備考 1 -安定※―安祐―安廣☆―安元―安周―
106 江橋                           安長―安通―

備考2 ※慶長年中羽州秋田御遷封之時従主君義景
A288.2-96-1 江橋氏系図 〔藤原姓江橋氏〕              義則而住仙乏郡角館

文化2.7./江橋甚四郎次雄               ☆延宝八年従主君義武而移雄勝郡院内
〔紋 :剣三ツ星〕

備考 1 次正※―重次―為次一次晴一次壽一次興―    A288.2-98 江畑氏系図
次榮一次雄一                       文化2.8./江畑忠兵衛家忠

備考2 ※御国替之制御供                備考 1 家寛※―家通―家年一家久―家貞―家富―
H-17-64                             家雅―家堅―家正一家忠―

備考2 ※義宣公慶長七年羽州秋田工封移給フ時雖
A288.2-96-2 江橋氏分流系図 〔藤原姓江橋氏〕             不奉供秋田工罷下奉仕

文化2.7./江橋友右衛門次因          II-17-56
〔紋 :組輪之内二剣三ツ星〕

備考 1 次寛一次政一次因―

A288。 2-96-1の 分流 (為次第二子)          lo8 江帽 (幡)/江 戸
II-17-64

A288.2…99 藤原姓江幡氏藤原姓那珂氏系図
A288.2-96… 3 江橋氏分流系図 〔藤原姓江橋氏〕          〔①藤原姓江賭氏系図/②藤原姓那珂氏系図〕

文化2.7./江橋新七次任            備考l ① (江嗜)一通則※一通方―政通一通英一
〔紋 :丸 二剣三星〕                  通護一通貫

備考1 高信一高房一次章一次寅一次盈一次門―          ② (那珂)一通賞※一通連一通重一通定―
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文化2.7./遠藤博左衛門政休経通一通康一通裁―

〔禄高 :80。 822〕備考2 ① (江賭)※慶長七年常州ヨリ御遷封之時

備考 1 -政利※―政常―政道―政苗―政興―義成二従テ羽州工下ル故有テ後二桧山ニ

政方―政休―下着ス

備考2 ※由利郡亀田ヨリ罷越② (那珂)※天英公羽州遷封ノ時小場義成

II-17-60二従テ秋田工移ル

遠藤氏家系
A0288.2-7 江幡氏系図由緒 〔藤原姓江幡氏系図〕     A288.2-101-3

文化2.9。 22/遠藤八兵衛通頼明治3。 4。 25/江賭味右衛門通寛

向帯刀組下備考 1 某※―某―某―某一通廣一通正一通勝―

〔禄高 :1□ .023通則一通重一通金一通成一通相一通貞―

二重亀甲二藤ノ丸〕紋 :
通寛―

備考 1 某※―某一通重一通頼―備考2 ※義期公御支持ノ時御附人 トナリ長ク勤仕

備考2 ※義宣公秋田御遷封御跡ヨリ罷下り～平鹿
ス

                            郡横手二住セシム
A0288.2-8 藤原姓江幡氏系図 〔藤原姓江戸氏系図〕

姓不知遠藤氏系譜明治3.5。 /江幡恒吉通興           A288.2-102
文化□(2).8。 15/遠藤博右衛門延唯〔紋 :一文字〕

佐竹河内組下備考 1 -通則※一通方―政通一通英一通護―

〔紋 :三 ツ丼ケタ〕通貫一通貞一通興―

備考 1 延良―延景―延唯―備考2 ※慶長七年常州ヨリ遷封ノ時義成二従テ羽

州工下ル

111 笈川A0288.2-9 藤原姓江幡氏系図

明治3.9。 /江賭兵右衛門通政

笈川氏系図A288.2-103-1備考 1 通寛一通忠一通政―

文化2.7./笈川小七郎助忠

〔禄高 :181.022〕

備考 1 某※一國助☆―助郷―助忠―助満―助勝―109 海老原

助章―助邦―助忠―

備考2 ※慶長七年義宣君遷封羽陽秋田二其頃須美
A288.2-100 由緒書

濃伊達参河守在場番横手時二両人 卜相親〔戸村十大夫家海老原右門由緒書〕

ミ、以後南部二行笈川 卜号シテ居レリ、文化2.8./海老原右門光度

十年余ニテ又仙北二帰来戸村十大夫家来

☆承応二年義隆君之依テ命久保田二移ル備考 1 光重※―光正一光保―光廉―光忠―光清―

II-5-17光吉―光度

備考 2 ※秋田工御国替以後常州 ヨリ罷下候

笈川氏二男系図A288.2-103… 2H-29-14                             
文化2.7./笈川十郎右衛門助真

〔禄高 :20石 2人扶持 紋 :丸 二違柏〕
備考 1 助行一助廣―助史―助道―助頼―助尚―110 遠藤

助真―
A288.2-101-1 遠藤氏系図 〔平姓遠藤氏〕          A288.2-103-1の 分流 (國助之二男)

II-5-17文化2.8./遠藤正蔵常頼

〔禄高 :3人扶持、給銀60目 〕

備考 1 -常廣※―常行☆―常冨―常職―常春―

112 近江常頼―

備考 2 ※慶長七年～鵜沼氏ヲ称ス

A288.2-117 源姓近江氏系図☆元禄十六年本氏遠藤二復ス

/近江周達安忠

〔禄高 :5人扶持、給金3枚〕
A288.2-101-2 遠藤氏系譜 〔藤原姓遠藤氏〕
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備考 1 安孝―安忠―

113 大井

II-28-13

117 大越

A288.2… 104 大井氏系図                 A288.2-108-1 宗家大越氏系図 〔姓平大越系図〕

明和3.12。 /大井七右衛門光氏              文化2.8./大越九良左衛門忠言

備考 1 -光景※―光壽―光茂一光政―光春―            松野茂右衛門組下

光氏―                          〔紋 :右三巴〕

備考 2 ※慶長十六歳再往土崎湊住            備考 1 -國忠※―忠次―忠阿―忠置―國久―

備考 3 裏表紙に「断絶」とあり                 忠綱―忠言一

備考 2 ※慶長七年義宣公御供仕罷下桧山住居被仰

付

114 太内/大内 ⅡI-38

A288.2-105 太内氏系図                 A288.2… 108-2 本家大越新蔵二男家大越氏系図

文化2.8./太内才蔵胤恵                           〔姓平大越系図〕

備考 1 胤高※―婚L里―胤尚―清L廣―胤信一婚L周 一          文化2.8。 /大越新助忠乗

胤恵                           松野茂右衛門組下

備考2 ※慶長七年御遷封ノ時義廉供奉秋田下向           〔禄高 :25。 000、 2人扶持
III-34                                     紋 :五瓜之内右三巴陽〕

備考 1 忠乗*―
AK 288-11 覚 [大内氏由緒書写]              備考2 *本家祖父九左衛門忠種

(文化5。 )(7)/(佐竹義文)         A288.2-108-3の 分流

備考 3 覚                      Ⅲ…38

A288.2… 108…3 家系 〔姓平大越系図〕

115 大久保                            文化2.8。 /大越新蔵忠珍

松野茂右衛門組下
A288.2-106 系譜 〔源性大久保氏系図〕                〔紋 :五瓜之内右三巴陽〕

文化2.8./大久保直負光啓           備考 1 忠良―忠継―忠吉―忠重―忠種―忠珍

〔紋 :立鶴二子ノ日之松ヲクワウ〕       A288。 2-1086の 分流 (忠光二男)

備考 1 光安―光昭―光國―光定―光啓―         Ⅲ…38

A288.2-108-4 本家大越九良左衛門

116 大窪                               三男家大越氏系図 〔姓平大越系図〕

文化2.8。 /大越万之助忠可
A288.2-107-1 新調大窪氏系図 〔源姓大窪氏系図〕           松野茂右衛門組下

文化4。 5。 /大窪主典良光                 〔紋 :五瓜之内右三巴陽〕

東家臣                    備考 1 忠長―忠泰―忠行―忠清―忠可

備考 1 -種光※―光遠―光英一光里―安光―       A288。 2-108-1の 分流 (國忠三男)

以光―良光―                  Ⅲ-38

備考2 ※慶長七年公羽州遷封之時光遠ヲ携テ秋田
二移ル                   A288.2-108-5 本家大越要人三男家大越氏系図

H-28-13                                        〔姓平大越系図〕

文化2.8./大越祐治忠清
A288.2-107-2 大窪主典分流系図 〔姓源大窪氏〕            松野茂右衛門組下

文化4.5。 /大窪弟蔵光直                 〔紋 :五瓜之内右三巴陽〕

〔禄高 :5人扶持、給銀60目 〕         備考 1 忠定―忠道―忠春―忠良―忠計―忠清

備考 1 光良―某―某―光千―光吉―光直一        A288。 2-108-6の 分流 (忠光三男)

A288。 2-107… 1の分流 (光遠四男)             Ⅲ-38
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A288.2-108-6 本家大越九良左衛門             A288。 2-110-5の 分流 (道業二男分流)

二男家大越氏系図 〔姓平大越系図〕
./大越要人忠明           A288.2-110… 5 宗家大澤惣左衛門断絶系図文化2.8                                 

〔藤原大澤氏系図〕松野茂右衛門組下

文化2.8。 /大澤十右衛門〔紋 :五瓜之内右三巴陽〕

備考 1 忠光―忠宗―忠正一忠員―忠許―忠明―           梅津亀松組下・角間川給人
A288.2-108-1の 分流 (國忠二男)             備考 1 -道業※―道基―道之―道高―道次―

備考2 ※慶長六年小野寺家没収ノ後御当家二奉仕III… 38

角間川二居住ス

本名山内A288.2-108-7 本家大越九良左衛門

四男家大越氏系図 〔姓平大越系図〕     備考 3 安永年中断絶

./大越典藤治忠利がこ化2.8

松野茂右衛門組下

〔紋 :五瓜之内二右三巴陽〕       119 太 田

備考 1 忠敬―忠冨―忠重―忠知―忠典―忠利

A288.2-108-1の 分流 (忠阿四男)            A288.2-111-1 大田氏系図 〔源姓大田氏〕

天保8.3./太田新一郎政徳III-38

備考 1 政唯※―政賞―政房―政晨―政徳☆―

A288.2-109 本家大越要人三男家大越氏系図         備考 2 ※羽州秋田郡男鹿舟越邑二居住 シテ農家 ト

〔姓平大越系図〕          ナリ

☆文政十年苗字ヲ称シ帯刀ヲ許サル./大越源五兵衛忠致うと化2.8

松野茂右衛門組下

〔紋 :五瓜之内右三巴陽〕          A288.2-111-2 新一郎二男分流太田氏系図

〔源姓太田氏〕備考 1 忠則―忠唯―忠易―忠致

天保8.3./太田庫之丞政布A288。 2…108-6の 分流 (忠宗二男)

備考 1 政廻―政布III-38

(政房ノニ男)

A288.2-111-3 太田氏系譜 〔藤原姓大田氏系譜〕18 大澤

文化2.閏 8。 /太 田常右衛門期就

佐竹河内家人A288.2-110-1 宝永年中御改以後大澤氏系図

文化2.8.19/大 澤主永営幹           備考 1 -憲就※―就政―就貞―隣房一明清―

命就―抜就―邦就―窮就―備考 1 営雄―営宣―営普―営幹―

備考 2 ※義宣公御国替之剋北又七郎義廉二従テ秋II-27-6

田下向

A288.2… 110-2 大澤主水次男系図

〔源性大澤氏次男系図〕    A288.2-111-4-1 藤原姓大田氏系図

明和5。 正。/太田爾太郎高保文化2.8。 19/大澤三之助営央

備考 1 -行利※―行茂―秀唯―光忠―秀行―〔紋 :輪 ノ内クキヌキ〕

高林―高張―高保備考 1 営榮―営利―営普―営郷―営央

備考2 ※慶長七年～義重公遷千秋田城時行利既雖(営定第二子)

為致仕行茂 卜共常州ヨリ来ル

A288.2-110-3 家系 〔源性大澤氏系譜 但宝永以後〕     備考 3 A288。 2-111-4-2・ 3と 合綴
。/大澤源七郎清孝           II-5-155こ 化2,7

備考 1 清正一清清L― 清行―清孝

A288.2-111-4-2 藤原姓太田氏分地配当

明和5。 正./太田平吉秀鷹A288.2-110-4 大澤氏分流系図 〔藤原姓大澤氏系図〕

。/大澤十右衛門道秀          備考 1 秀清―秀友―秀継―秀俊―秀伴―秀鷹―文化2.8

梅津亀松組下・角間川給人           備考 3 A288。 2-111-4-103と 合綴

〔禄高 :2,200 紋 :丸 ノ内一字〕       A288。 2-111-4-1の 分流 (行茂二男)

備考 1 道則―道敏―道厚―秀則―道秀―         II-5-15
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A288.2-111-4-3 藤原姓太田氏分流

明和5。 正。/太田重兵衛秀爾

備考 1 光秀―秀興―秀門―秀爾

備考 3 A288.2-111-4-102と 合綴

A288。 2-111-4-1の 分流 (光忠二男)

II-5-15

AH288.3-8 太田氏世族系譜井序

嘉永3.5。 20/阿部潜

備考3 由緒書

120 大塚

A288。 2-113… 3の 分流 (道好二男分流 )

II-5-79

A288.2-113-5 大友氏分流系図 〔藤原姓大友氏系譜〕

文化2.7./大友平治道顧

備考 1 道嘉―道顧―

A288.2-113-3の 分流 (道安二男分流)

II-5-79

A288.2-113-6 大友氏支流系図 〔藤原姓大友氏〕

文化2.8。 /大友重太郎

備考 1 道経―道里―道幾―道勝―

(道治次男分流)

A288.2-112 新調大塚系図                A288.2-113-7 大友氏支流系図 〔藤原姓大友氏系譜〕
備考 1 清澄―清次―清興―清保―清好―清封一           文化2.7./大友欽平某

清成―清宣―                  備考 1 道置―某

A288.2…113-5の分流 (道嘉第二子二男分流)

II-5-79

121 大友

A288.2-113… 8 大友氏支流系図
A288.2-113-1 大友氏系図                      文化2.8。 /大友源七道重

安政5。 3./大友典左衛門秀友          備考 1 道忠―道重―

備考 1 秀輝※―秀長―秀清―秀景―秀経―秀真―     A288.2-113-6の分流 (道幾二男)

秀友―

備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷    A288.2-113-9 大友太郎左衛門支流系図

下り                                  〔藤原姓大友氏系図〕

文化2.8。 /大友嘉八郎道治
A288.2… 113-2 大友氏系図                 備考 1 道吉―道定―道治―

安政5.3./大友半之丞親仁           288。 2-113-4の 分流 (道常第二子二男分流)

備考 1 親利※―親雅―親持―親基―親保―親行―     II-5-79
親之―親仁―

備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

り                  122 大縄

A288.2-113… 3 大友氏系図 〔藤原姓大友氏系図〕      A288.2-114-1 家系 〔源姓大縄氏〕

文化2.8./大友太郎左衛門道近              文化2.8。 /大縄第右衛門福英

梅津亀松組下・角間川給人                大山十郎内

〔紋 :松川菱〕                     〔紋 :左万字〕

備考 1 道好※―道秀―道次―道茂―道知―道安―     備考 1 -康規※―康興―康元☆―武康―門親―

道良―道資―道近―                   福英一

備考2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年     備考2 ※慶長年中羽州秋田御遷封之時従主君義景

角間川二居住ス                    而住仙北郡角館
H-5-79                             ☆移居雄勝郡院内

A288.2-113-4 大友氏分流系図 〔藤原姓大友氏系図〕    A288.2-114-2 新調太縄四男系図 E源姓太縄氏〕
文化2.8./大友二郎右衛門道正              文化2.閏 8。 /太縄寅治某

梅津亀松組下 0角 間川給人                〔禄高 :26.507〕

〔紋 :丸之内松川菱〕             備考 1 -某※―家尚―家重―久核―久盛―久規―

備考 1 道知―道常―道視―道好―道昌―道香―          某

道正                      備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時病二因テ不
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〔源姓大野氏分流系図〕、後三年ヲ経テ秋田二来能従

                          文化3.9。 /大野久琢自修II-5-43

備考 1 自修―

(頼綱第六子)
A288.2-114-3 太縄氏系図 〔源姓太縄氏〕

文化2.12。 /太縄祐蔵久保

大野氏系図A288.2-115-3〔禄高 :94。 341〕

文化2.9./大野伴斉レ則備考 1 -義真―某―義辰―吉重―政久―久智―           ン

備考 1 某―某―レ則久張―久陳―久慶―久丈―久親―久保

系図 [大野氏]A288。 2-115-4A288.2… 114-4 系図 〔源姓太縄氏系図〕

文化2./大野市良右衛門重明文化2./太縄博蔵久美                  ノ

塩谷右膳組下備考 1 久茂―久温―久宅―久奮―久州―久美―

備考 1 重清―重時―重定―重恒―重明―A288.2-114-3の 分流 (義辰二男)

大野氏分流系図A288.2-114-5 新調大縄勇蔵三男分流系図         A288.2-115-5
文化2./大野慶蔵重寛〔源姓大縄氏〕          ノ

備考 1 重信※―重家―重次―重之―重白―重寛一文化2。 /大縄官蔵某

備考2 ※御国替之制御跡ヨリ罷下三人御扶持拝領〔紋 :ワ ラビ手二万字〕

御奉公仕候備考 1 某※―某―某―久定―久慶―久重―久茂―

A288.2-115-6の 分流 (左馬之允舎弟)
久成―某

II-5-37備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封之時従テ常州ヨ

リ秋田城下二来住

大野氏家伝系図A288.2-115-6伝テ大縄嘉兵衛久智三男分流 卜云

文化2.5。 /大野三右衛門重光Ⅱ…5-44                                 
〔紋 :日 影二槌〕

備考 1 -某※―重家―忠重―重旨―重康―重光―A288.2-114-6 太縄氏分流系図 〔源姓太縄氏〕

備考 2 ※慶長七年天英公御遷封之御老然故御後 ト文化2,7./太縄半五郎久敏

ヨリ下着備考 1 久為―久寛―久忠―久長―久年一久敏

II-5… 37備考 2 太縄祐蔵久保先祖四男分流 卜云フ

A288.2-114-3の 分流か

大野氏家伝系図A288.2… 115-7111-41

文化2.5。 /大野正治重方

〔紋 :丸 二槌〕A288.2-114-7 新調太縄氏支流系図 〔源姓太縄氏〕

備考 1 重方―文化2.12./太縄新左衛門久有

A288.2-115-6の 分流 (重康三男)
〔禄高 :115.598〕

II-5… 37備考 1 某―久信一久次―久営―久成―久有―

(右馬丞某第二子 )

系図 [大野氏]A288.2-115-811-5-42                              
文化2./大野清助重意

塩谷右膳組下

備考 1 重直―重形―重利―重渚、一23 大野

A288.2-115-10の 分流 (重元養二男)

A288.2-115-1 大野氏系図 〔源姓大野氏系図〕

大野氏分流系図中               A288.2…115-9文化3。 9。 /大野小八郎家ッし、

文化2.8,/大野長蔵重治〔禄高 :330余 〕

〔湯沢給人〕備考 1 -家長※―幸年一榮冨―榮員―榮通―

備考 1 重清―重正一重旨―重忠―重道―重治榮常―家忠―

288.2-115-5の 分流 (重信次男)
備考 2 ※慶長五年兄冨政 卜同ク流離シテ秋田二来

II-5-37り久保田二住シ大野氏ヲ称ス

系図 [大野氏]A288.2-115-10A288.2-115-2 大野氏分流系図
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塩谷右膳組下                 
大 山

備考 1 重元―重次―重寛―重道―重為―重孟一     A288.2-119-1 大山氏続系図
重郊―重安―

(重房三男)

文化2.8./大山十郎義雅

備考 1 義武※―義次―義門―義福―義雅―

A288.2-115‐11                       
備考 2 ※天英公羽州遷封ノ後祖先世々仙北郡角館

系図 [大野氏] 二住ス、此年宗見公ノ命二依テ六月三日
文化2./大野直記重恭

塩谷右膳組下                      
雄勝郡院内二移住

〔禄高 :70。 830〕 A288.2-119-2 源性大山氏系図
備考 1 重家※―重久―重種―重勝―重寛―重永―

重恭―                          
文化2.7./大山掃部重持

〔禄高 :202.749〕

備考 2 ※慶長七年御国替之制御供仕罷下         備考 1 -重光一重成―重次―重房―重祐―重張―
(重房次男) 重庸―重是―重廣―重持

A288.2-115-12
(義成二男)

大野氏家伝系図 I-8

文化2.5。 27/大野萬四郎久重

〔禄高 :151.026〕 A288.2-119-3 大山氏分流系図 〔源姓大山氏〕
備考 1 重清―重虎―重次―久重―

(忠重二男)

文化2.8./大山助内景安

〔禄高 :68。 627〕

備考 1 定成一定侯一定堅―景昆―景安

124 大部                      (義
景二男)

A288.2-119-4 系図家伝書 〔源姓大山氏〕
323-4004 藤原氏大部家伝

明治34.8。 (写)                     
文化2.6。 /大山隼人武運

備考 1 -孝勝※―孝信一信忠―武敬―武定―
/大部半兵衛経通 (筆 )、 須田勇助 (写)         武追―武

備考3 由緒書
i景 一武隣―武運―

備考2 ※御遷封之節罷下
II-27-7

125 大淵 A288.2-119-5 大山氏系図 〔源姓大山氏系図〕

文化2.8。 /大山勘兵衛重至
A288.2-116 大淵氏系図 〔源姓大淵氏系図〕 備考 1 重久―重長―重寛―重孝―重教―重期―

天保8.4。 /大淵財之助綱伯 重仲―重至―
備考 1 -綱茂―綱充―綱供―綱央―綱福― (重光長子・重成之兄)

綱貞―綱條―綱方―綱正―綱伯

A288.2-119-6 源性大山氏支流系図

126 大森
文化2.7./大山矢五郎重憲

備考 1 重為―重隣―重久―重泰―重憲―

A288。 2-119… 2の分流 (重成第三子二男分流)

A288.2-118 系図 〔藤原姓大森氏〕

安政3.3.                  I~8
/大森源助善貞 0大森鉄治善孟      A288.2-119-7 大山氏家系 〔源性〕

〔禄高 :3人扶持、給銀60日 文化2.7./大山六郎兵衛重綱
紋 :四 ツロ車〕

備考 1 善貞※―善孟                       
〔禄高 :50。 778〕

備考 1 重國―重通―重珍―重綱―

備考2 ※文政十年乱舞方脇御役被仰付一代徒並二     A288。 2-119-2の 分流 (重次三男)

被召出 I-8

A288.2-119-8 大山氏支流系図 〔源姓大山氏〕

文化2.8./大山縫殿景経

一-38-一



〔禄高 :30.000〕                    清里―清光―清政―

備考 1 景惇―景伴―景経―               備考2 ※ (慶長)七年羽州遷封ノ時間信公ノ姫君
A288.2-119-3の 分流 (定侯二男)                  二層従シテ秋田二移ル

II-5-27

A288.2-119… 9 系図 〔源姓大山氏〕

文化2.7./大山鉄蔵某            A288.2-121-2 系譜 〔藤原姓大和田氏二男系譜〕
備考 1 信包―信行―武次―武家―武忠―武慶―           文化2.8。 /大和田五左衛門清茂

武久―武成―某                      〔紋 :二重亀ノ内三頭左巴〕
A288.2早 119-4の 分流 (孝勝之二子)            備考 1 清武―清軟―清秋―清香―某―清包―
Ⅱ-27-7                             清茂―

A288.2-121…1の分流 (清之二男)

A288.2-119-10 系図 〔源姓大山氏〕            II-5-27
文化2.6./大山甚兵衛武道

備考 1 -信次―武宗―武重―武房―武道―        A288.2…121-3 大和田氏三男系図
A288。 2…119-4の 分流                            〔大和田氏三男系図 藤原姓〕
Ⅱ-27-7                              文化2.7./大和田忠蔵清親

〔紋 :二重亀甲左り三ツ巴〕

備考 1 清光―清春―清定―清常―清親―
128 

大輪/大和                   A288.2-121-1の 分流 (清之三男)

II-5-27

A288.2-120 大輪氏系図

文化2.間 8。 /大輪武右衛門資精        A288.2-121-4 系図 〔大和田氏 姓藤原〕

南家人                         文化2.8。 /大和田左助清熙

備考 1 -助信※―助次―助忠―廣朝―助玄―            〔禄高 :30.000 紋 :二重亀甲三頭左巴〕
資久―資延―資精―               備考 1 清成一清将―清里―清熙―

備考2 ※慶長七年御遷封ノ節義種供仕罷下        A288.2-121-1の分流 (清正三男)

II-28-27                                                11-5-27

A288.2-565-1 大和氏系図

文化2。 7。 /大和久五郎清荷         130 岡

備考 1 清澄※―清泰―清賢―清國―清茂―清縁―

清荷―                    A288.2-122-1 岡氏二男系図 〔源姓岡氏〕

備考 2 ※旧南家ノ臣、光衆院殿御引越之節御供仕          文化2.7./岡 宇八郎忠行

御奉公                    備考 1 忠勝―忠親―忠照―忠文―忠陳―忠雉―

A288.2-120の 分流 (助廣二男)                 忠里―忠行
Ⅱ-5-23                         A288。 2-122-10の分流

II-5-12

A288.2-565-2 大和氏分流系図

文化2,7./大和衛士清敬           A288.2-122-2 岡氏三男系図 〔源姓岡氏〕

〔禄高 :74。 328 紋 :二重輪二違丁字〕          文化2.7。 /岡半之允忠邦

備考 1 清位―清由―清門―清敬―                 〔禄高 :233.199〕

A288.2…565-1の 分流 (清泰二男)             備考 1 忠房一忠孝―忠廣―頼忠―忠榮―忠英一

Ⅱ…5-23                             忠政一忠宣―忠邦―

A288。 2-122-10の分流

II-5-12

29 大和田

A288.2-122-3 岡氏支流 〔源姓岡半之丞次男分流〕
A288.2-121-1 系譜 〔藤原姓大和田氏〕                文化2.8./岡 武右衛門忠慶

文化2.8./大和田羽右衛門清政         備考 1 忠認―忠光―忠紀―忠正一忠慶―

〔禄高 :204.508〕               A288.2-122-2の 分流

備考 1 -重清※―清之―清正一清則―清豊―       II-5-12
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A288.2-122-4 支流系図 〔源姓岡氏〕                忠lF7-忠金―忠盈―忠定―忠恒―忠意―

文化2.8./岡半八忠陰             II-5-12
備考 1 忠家―忠廣―忠見―忠銀―忠興―忠虎―

忠陰―

A288.2-122-1の 分流 (忠親三男)           131 岡崎
II-5-12

A288.2-123-1 新調岡崎氏系図 〔源姓岡崎氏〕

A288.2-122-5 岡氏支流系図 〔源姓岡氏〕               文化2.7./岡 崎嘉左衛門吉綿

文化2.7./岡久米吉某                  〔禄高 :59。 991〕

〔禄高 :188.085〕               備考 1 義政※―義久―吉次―吉信一吉年一吉英一

備考 1 忠重―忠森―忠香―忠易―忠儒―忠強           吉綿―

―忠竺―某                   備考 2 ※慶長八年命ニヨリテ秋田久保田二来住ス

A288,2-122-2の 分流 (三河四男)             II-5-40
11-5-12

A288.2-123-2 新調岡崎氏二男分流系図

A288.2-122-6 岡氏支流系図 〔源姓岡氏系図〕                    〔源姓岡崎氏二男分流〕

文化2.7./岡二郎兵衛忠恕                文化2。 7./岡崎清右衛門吉益

備考 1 忠常※一忠康―忠光―忠清―忠重―忠次―     備考 1 吉定―吉正一吉勝一吉應―吉益―

忠敏―忠恕―                  A288.2-123-1の 分流

備考2 ※慶長七年秋遷封時父大隅二従テ秋田二到     II-5-40
ル

A288。 2-122-1の分流 (忠勝第二子)

II-5-12                    132 小笠原

A288.2-122-7 源姓岡氏系譜               A288.2-130 新調小笠原氏系図 〔源性小笠原氏系図〕

文化2.8。 /岡半左衛門忠幹                天保12./小笠原彦右衛門長安

〔禄高 :245。 388〕                    〔紋 :三蓋麦〕

備考 1 忠久―忠光―忠次―景忠―忠寄―忠治―      備考 1 某☆―某―某―某―某―某―長年一長安

忠幹―                     備考2 ☆正保歳中御当国秋田郡北比内下代野村移
A288。 2…122-1の 分流                       居
II-5-12

A288.2-122-8 岡氏系譜                133 岡田

文化2。 閏8./岡五良右衛門貞和

〔紋 :丸 二違鷹羽〕            A288.2… 124-1 岡田氏系図

備考 1 貞守※―貞継―貞廣―貞冷―貞庭―貞和―          文化2.7./岡 田舛茂政貞

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封之時貞守病テ常     備考 1 -政長※―政房―康博―政光―政貞―

州止ル～ (翌)年貞守常州ヨリ来ル       備考2 ※元禄二年来住予羽之秋田
II-5-13

A288.2-124-2 系図 〔源姓岡田氏〕

A288.2… 122-9 岡氏二男系譜                     文化2.7./岡 田清蔵盛征

文化2,聞 8./岡清右衛門貞之               〔禄高 :87.960 紋 :丸 ニーノ字〕

〔紋 :丸違鷹羽〕              備考 1 忠久―忠盛―盛光一盛防―盛弘―盛木―

備考 1 貞則―某―某―某―某―貞令―貞之―           盛定―盛武―盛征―

A288.2-122-8の 分流                   II-5-30
11-5-13

A288.2-122-10 岡氏系図 〔源姓岡氏系〕

文化2.7./岡麗蔵忠意

〔紋 :丸 二違鷹羽〕

備考 1 某―忠政―忠清―忠政―忠宜―忠利一

134 岡見

A288.2-125 岡見氏系譜 〔源姓岡見氏〕

文化2.8。 /岡見徳平知康

一-40-―



備考 1 -某※―盛秋―盛治一知周一知愛―知敬―    A288.2-127-4 新調系図 〔藤原姓岡本氏〕

知康一                          天保13.正 。13/岡本久左衛門時久

備考2 ※慶長七年天英公本藩二封ヲ遷スノ時間信          茂木将監組下・十二処給人

公二従テ常州ヨリ来、仙北郡六郷二住ス          〔禄高 :18。 795〕

Ⅱ-5-24                          備考 1 時柄一時喜一時房一時苗一時秘一時雄―

時喬一時久―

A288。 2-127-3の 分流 (勝常第三子)

135 岡村                         II-5-2

A288.2-126-1 系図 〔橘姓岡村氏系図〕

文化2.7./岡村新助光忠

備考 1 -光定※―光久一光重―光理―光啓―光忠

備考 2 ※元和年中始テ天英公へ御歩行二召立

初小介川氏又萩庭氏ヲ称ス

II-5-38

A288.2-126-2 岡村氏分流系図 〔橘姓岡村氏〕

文化2.8。 /岡村忠右衛門光知

〔禄高 :4人扶持、給銀120目 〕

備考 1 光金一光方―光壼―光政―光知―

A288.2-126-1の 分流 (光久之養子)

II‐5…38

136 岡本

A288.2-127-5 新調岡本氏系図 〔藤原姓岡本氏系図〕

天保11.12.13/岡 本刑右衛門紀奇

茂木将監組下・十二所給人

〔禄高 :47.635〕

備考 1 時屋※一時廣一時命一時英一時美一時勝―

時任一時仁―紀奇

備考2 ※ (慶長)七年御遷封之時義綱二従テ羽州
二到り平鹿郡横手二住ス

A288.2-127-6 新調系図 〔藤原姓岡本氏〕

天保13。 正。13/岡本清右衛門時任

茂木将監組下・十二処給人

〔禄高 :23.960〕

備考 1 時央一時典一時武一時備一時任―

A288.2…127-3の分流 (時次第二子)

II-5-2

27-7 岡本氏家伝系図 〔藤原姓岡本氏家図〕A288.2-1〔藤原姓岡本氏〕

             文化2.5.20/岡本博一良秀茂

新調岡本系図A288.2-127-1                             

湯沢給人

史化2.7.29/岡 本又太郎元長

巴〕

              〔紋 :ニ ツ巴〕

〔禄高 :1662.547 紋 :左 ニ

某―元智―
         _秀 昌※―秀永一秀高―秀康―秀次一

―親元―元朝―

          備考 1      _秀
茂一

備考 1 -宣綱※―元弘一

″~                   

秀信一秀易―
殻 ~競 近

「 遷封ノ時常州 ヨリ従来テ

         ※天英公羽州御遷封之後罷下 り雄勝郡湯沢備考 2

備考 2 ※慶長七年公羽り|
'                    

二罷有候

秋田城下二住ヌ

II-5-3

11-5-1

新調岡本二男系図 〔藤原姓岡本氏〕

AS288.3-217…11 覚 [岡本氏裁判請文]

同形右衛門宛7/岡本内記・

A288.2-127-2                                           

文化 13.4,

文化2.7.29/岡 本東馬元音

覚

〔紋 :丸二左二巴〕

             備考 3備考 1 元

言の分流 (元亮i第五子二男分流)A288.2… 127-                                                  

、137 岡谷

II-5-1

新調系図 〔藤原姓岡本氏〕

         A288.2-128 岡谷氏系図 〔藤原姓岡谷氏〕

A288.2-127-3                             

文化2.閏8./岡 谷伊織綱治

/岡
本朱女時叙天保13.正。13/                         48.831 

紋 :左三巴〕〔禄高 :1

十二処給人支木将監組下・ノ

                          _綱 高※―綱廣―綱元一綱林―綱行―

〔禄高 :144.948〕

備考 1      _綱
治

時方―

           綱之―綱本一

一時次一時芳―備考 1 -時常※一時高―

※明暦二年義虎公御入部之節御供ニテ罷下

時元一時敷一時□一時叙―

            備考 2備考 2 ※御遷封之時義綱二従テ秋田二到 り平鹿郡

横手二住ス

II-5-2
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138′ lヽり|| 本名國分

A288.2-129-8 小川氏系図 〔源姓小川氏〕

/小川忠右衛門継友

小川氏家伝系譜

                         ノ

A288.2-129-1                            

〔紋 :真之引両〕

文化6.2./小川岡之丞吉勝

某―継久―継房―継武―継直―継友一

ノ

                      備考 1

湯沢給人
         _勝 行一備考 1 某※一勝家―勝刻―勝久一勝真―

                          川氏〕A288.2-129-9 小川氏分家系図 〔源姓小′

吉勝―

備考 2 ※慶長七年御国替之節大膳 卜同前二御供仕

          文化2。 7./小川忠兵衛継

量_継忠―継冨一継重―継勝―某―継豊

男分流)

秋田江罷下湯沢住

               備考 1

129-8の分流 (弥市右衛門某二A288。 2-

ⅡI…51

小川氏分流系図

              A288.2-129-10 小川氏分家系図 〔源姓小川氏〕

A288.2… 129…2       
、川勝右衛門吉緩

              文化2.7./小川新蔵継治

文化2.7.28/J｀

継治―

´

                      備考 1

湯沢給人

吉忠―吉久―吉年-          129-9の
分流 (継豊第二子二男分流)A288。 2-

―吉仲―吉勝一備考 1 某―

吉緩―

A288.2-129-11 小川氏分流系図 〔藤原姓小川氏〕

1                                

小川宗達光信

(義直二男)                           

文化2.8。 /,

光道―光太―光信定呪―光呪―

川氏〕系図 〔源姓小′
     .        

備考 1

A288.2-129-3

丈化7.11./小 川九右衛門輔家

(定道二男)

´

〔禄高 :234余〕

備考 1 家常―家業一家縫―家忠―家則―

       A288.2-129-12 小川家分流系図

―家利―

小川順悦光明文化2.8。 /
家孝―輔家―

光廣―光明―備考 1

(義直第二子 )

129-11の 分流A288.2¨

III… 51

小川氏分流家伝系図

            A288.2-129-13 小川氏系図 〔源姓小川〕
/小川又左衛門吉安

A288.2-129-4                            

文化2.8.6/

川ヽ五兵衛吉興/J｀

大山十郎組下 0院内給人

湯沢給人

〔禄高 :2人扶持

久―勝延―勝政一勝頼―吉興‐

紋 :扇子ノ地紙二丸下ニー〕

備考 1 勝′

1の分流 (大 内蔵二男)A288.2…129-                           _吉

清※―吉平―吉尚―吉政―吉村―備考 1

吉寺―吉安―

小川分流家系

                          父義平 卜同ク下ル

A288.2-129-5                           

※御国替ノ時

文化6。 11.27/小川左内吉田

          備考2

HI-51

易沢給人

備考 1 吉乗―吉堅―吉房―吉次―吉田‐

A288.2-129-14 小川氏系譜

(大膳亮義下字不知二男)

文化2。 7。 /小川萬蔵寛保

三字〕〔紋 :丸 ニ
系図 〔源姓小川氏〕A288.2… 129-6                            _義

雄※―宗元―寛元一寛継―寛墓―寛敬

川新蔵某

            備考 1       _寛
孝―寛保

文化7.11./小 ´

―寛家―寛栄

湯沢給人
         _家 年一

          ※慶長年中義重公羽州遷封之時病ヲ以テ供

備考 1 家茂―家重―家端一家季―家連

          備考 2       
同十年嫡子義氏 トトモニ六郷奉ヲ辞ス、

家昌一某

二来 リ

‐3の分流 (家常第二子)A288.2-129・

HI-51

111-51

系図 〔藤原姓小川氏〕

           AS288.3-217-2 覚 [小川氏裁判請文]

、同岡之丞

A288.2-129-7                            

文化5。 10。 10/小川又兵衛

川新蔵茂胤文化7。 11./小

1 紋 :丸之内二違鷲ノ羽〕

        覚備考 3

〔禄高 :15。 00C

―茂助―茂慶―茂光―茂婚L茂政※―茂成―備考 1 -喬
小人御奉公勤仕備考2 ※:

―-42-―



仕仙北六郷二住139 奥寺

II-5-25

A0288.2-11 系図 〔藤原姓奥寺氏系図〕

明治3.4./奥寺勝治保武           A288.2-133-2 イヽ栗氏分流系図 〔平姓小栗氏〕
備考 1 保世―保家―保継―保久―保元―保宗一           文化2.7./小栗新一郎重固

保定―保武―                  備考 1 重朝―重政―重利―重親―重張―重賢―

重由―重固―

A288.2-133-1の 分流 (重憲二子)

140 小国/小國                   II-5-25

A288.2… 131-1 小國氏系図                A288.2-133…3 小栗氏分流系図 〔平姓小栗氏系図〕
文化2.3./小國源八親兌                 文化2.8。 /小栗要人重忠

備考 1 -元俊※―光治一定治―親盈―親香―            〔禄高 :40.000〕

親久―親信一親兌―               備考 1 重秋―重久―重道―重則―重忠―

備考2 ※寛永三年公方様御上洛此節義宣公御嫡義     A288.2… 133-1の分流 (宗重二男)

隆公供奉二而御上京二付、御歩行不足故     II-5-25
百人被召抱候御元俊秋田郡久保田罷出被

召抱御歩行二                A288.2-133-4 月ヽ栗典惣右衛門支流系図

〔平姓小栗氏系図〕

文化2.7./小栗六良兵衛重宜A288.2-131-2 小国氏分流系図

文化2.3。 /小国平九郎親苧           備考 1 重典―重宜―

備考 1 親定―親子                   A288。 2-133-2の 分流 (重堅之三男)

A288.2-131-3の 分流 (親房第四子)            II-5-25

A288.2-131-3 小國氏分流系図

文化2.7。 /小國蓼右衛門親政        143 ′jヽ澤
備考 1 道堅―親将―親房―親茂―親政
A288。 2-131-1の分流 (定治三男分流)          A288.2-134 月ヽ澤氏系図 〔平姓小澤氏〕

文化2.7./小澤五左衛門正甫
A288.2-131-4 小國氏二男分流系図             備考 1 重政―重尚―政秀―秀重―正重―正命―

文化2.3。 /小國主水親通                正勝―正甫
備考 1 親エー親常二親家―親政―親賀―親通       II-1747
A288.2… 131-1の 分流 (光治養弟二男分流)

144 小瀬
141 小倉

A288.2-135-1 小瀬系図

文化2.8./小 瀬又七郎伊記A288.2-132 小倉系図

文化2.6。 /小倉勇一郎忠恕                〔紋 :三 ツ頭丁子巴〕
備考 1 -正盛※―正冨―正信一忠継―忠恕        備考 1 伊親*一伊信一伊通―伊清一伊章―伊記
備考2 ※慶長七年御国替之節御供仕罷下り        備考2 *実ハ休白伊廣第二子従兄伊方男子ナシ養

テ嗣 トシ

備考 3 表紙に「断絶 天保六年乙未Jと あり

142 小栗                      II-266

A288.2… 133-1 小栗氏系図 〔平姓小栗氏〕         A288.2-135-2 小瀬家御取扱次第覚

文化2.8。 /小栗典惣右衛門重友              文化2.8./小瀬又七郎

〔禄高 :51.129〕                備考 3 覚書。A288.2-135-1の 付随史料

備考 1 -重温※―重憲―利重―宗重―重経―       II… 266

重貞―重興―重矩―重基―重友

備考 2 ※慶長七年天英公羽州秋田被封時間信公二    A288.2-135-3 小瀬分流系図

一-43-一



文化2.8。 /小瀬千蔵伊賓 148 小高根

向帯刀組下・横手給人

〔禄高 :33.820 紋 :丸 二三ツ頭丁子巴〕   A288.2-235 月ヽ高根氏系図 〔藤原姓小高根氏〕

備考 1 伊名*―伊智―伊載―伊則一伊宿―伊賓 文化2.7.29/小高根平右衛門元晴

備考2 *実ハ駒木根清左衛門家慶二子伊秋養テ嗣 〔禄高 :40。 292〕

トス 備考 1 某―元忠―元久―元定―元苗―元晴―

II…5-74

145 ′jヽ 田 A0288.2-30 藤原姓小高根氏系図

明治3.5。 /小高根龍太直敬

A288.2-136 小田系図 備考 1 益福※―某―某一直幸―直道―直敬一

備考 1 -道秀―秀光―秀清―秀朝 備考2 ※義村公工勤仕

備考3 前半は小田氏、後半は庶流の根岸氏の系図

149 小田嶋

146 小田内
A288.2-138 平姓小田嶋氏系図 〔相馬支流村岡系〕

A288.2-137-1 系図 〔藤原姓小田内氏〕 文化2.8./小田嶋元昌将直

文化2.7./小田内又左衛門通代 〔禄高 :22.705、 5人扶持、給金5両〕

〔禄高 :92.876〕 備考 1 -将賞☆―将信一将直

備考 1 -通重※一通忠―憲通一通賢―通安―       備考 2 ☆宝暦十二年御医者被召立

通芳一通代― 改小田鴬

備考2 ※慶長七年羽州秋田工遷封ノ時供奉ス

II-5-31

150 小田野

A288.2-137…2 系図 〔藤原姓小田内氏〕

文化2.7./小田内主税通綱 A288.2-139-1 続新調小田野氏系図

〔禄高 :20.000〕 文化2.12.14/小 田野九郎正充

備考 1 通賞―某―某一某一通綱一通政一通綱― 589。 294/三 ツ頭丁子巴

A288。 2-137-1の分流 (大和弟分流) 備考 1 正純―正武―正信一正充

II-5-31

A288.2-139-2 新調小田野氏分流系図

A288.2-137-3 小田内氏系図 〔藤原姓小田内氏〕 〔源姓小田野氏分流系図〕

文化2./小田内助右衛門通武 文化3.12.12/小 田野武助直林

備考 1 通廣一通倫一通澄一通盛一通貫一通武― 〔禄高 :5人扶持 紋 :糸輪二波丸〕

A288。 2-137-1の分流 (通忠二男分流) 備考 1 -廣家※一家利―家政―家直一直賢―直林

II-5-31 備考 2 ※天英公羽州遷封ノ後常州ヨリ来

伝テ小田野九郎正充先祖分流 卜云

A288。 2-139-1の 分流か

147 小高 II-27-10

A288.2-234 小高氏系図 〔系図 源姓小高氏〕       A288。 2-139-3 新調小田野武助分流二男系図

文化2.8。 /小高蔵人宗央 〔源姓小田野氏二男分流系図〕

備考 1 宗房※―秀尚☆①―秀定―宗清☆②一            文化3.12.12/小 田野主水直通

宗久―宗央― 〔禄高 :24.346、 2人扶持

備考2 ※慶長七年義宣公御遷封之刻盛重公侍従角 紋 :糸輪二波丸〕

館工来仕 備考 1 家則―家清―也家一直堅―直暁―直通―

☆①有故而母方之名字ヲ名乗号三森        A288。 2-139-2の 分流 (廣家第二子)

☆②元禄十年願相済本名小高氏二復ス       II-27-10
11-5-76

A288.2-139-4 小田野氏支流系図 〔源姓小田野氏〕

一-44-一



文政8.3./小田野三立直愛           II-5-60
〔禄高 :月 俸5日 、俸給3枚〕

備考 1 直愛                     A288.2-141-3 落合氏系図

A288.2‐ 139-2の 分流 (直林実弟)                  文化2.7./落合萬四郎時照

Ⅱ-27-10                         備考 1 -時氏※一時信一時忠一時正一時友一某―

某一時重一時照一

A288.2-139-5 小田野氏系譜 〔源姓小田野氏系譜〕      備考 2 ※慶長年中天英公鷹匠勤仕

文化2.8。 15/小 田野主馬國定          II-5-60
佐竹河内組下・角館給人

備考 1 -重家※―國営―國正一為國―國清―      A288.2-141-4 落合氏分流系譜 〔平姓落合氏系譜〕

國厚―國定一                       文化2,8./落合強右衛門直聴

備考 2 ※慶長七年御遷封之劇遅参仕～承応年中芦          〔紋 :丸 ノ内橘〕

名家御断絶以後御当家様工御奉公被仰付、     備考 1 直堅一直英一直聴一

北主計義隣組下二成ル             A288。 2-141-5の 分流 (直央第三子二男分流)

III-56                                                    11-5-62

A288.2-139-6 小田野氏分流系譜             A288.2-141-5 落合氏系譜 〔平姓落合氏系譜〕

〔源姓佐竹家中医師小田野氏分流系譜〕          文化2.8./落 合忠右衛門直良

文化2.8。 /小 田野主馬                  梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 國爾―某一某一國賀                    〔紋 :橘〕

備考3 寛政年中訳有家跡相絶              備考 1 -道直※―常直―直央―直次―直著―

A288.2-139-5の 分流 (重家四男)                 直良一

III-56                          備考 2 ※慶長六年小野寺家所領没収セラル、七年

始テ御当家へ奉仕、八年角間川居住
A288.2-139-7 新調小田野武助分流二男系図         II-5-62

〔源姓小田野氏二男分流系図〕

文化3.12。 12/小 田野畦吉直治

〔禄高 :1.000、 4人扶持         152 ′jヽ貫

紋 :糸輪二波丸〕

備考 1 家忠―直安―直克―直治―           A288.2-142-1 系図 〔藤原姓小貫氏〕
A288.2-139-2の 分流 (家利第三子)                 文化2./小貫嘉吉郎頼哲
H-27-10                             〔禄高 :84。 996 紋 :糸輪二洲浜〕

備考 1 頼宗―頼忠―頼陰一頼壽―頼房―頼長―

頼窮―頼哲

151 落合                        A288。 2-144-3の 分流 (頼久養二男)

IH-58

A288。 2-141-1 落合氏系図 〔源姓落合氏〕

文化3.8./落合重左衛門國富        A288.2-142-2 船尾分流小貫氏系図

多賀谷下総家人                     文化2.F138。 /小貫及右衛門隆吉

備考 1 -國次※―國成―國営―國通―國一―            〔禄高 :37.673〕

國政―國富                   備考 1 頼親―隆張―隆愛一隆貞一隆吉

備考2 ※慶長七年但馬守宣家二従テ羽州秋田江下     A288。 2-482-1の 分流 (勝光ノニ男)

ル                                                   II-16-3

11-29-28

A288.2-142-3 小貫氏分流系図 〔藤原姓小貫氏〕

A288.2-141-2 落合氏系図                      文化2.7./小貫久左衛門頼定

文化2.7./落合養在衛門久重               〔禄高 :54.635

〔紋 :丸二柏ツル〕                       紋 :ニ タ重丸ニケンスワマ〕

備考 1 久年※―久次―廣次―廣安―久重―        備考 1 某一某―某―某一頼長―頼通一頼逸―

備考 2 ※慶長年中天英公江御鷹匠二出仕ス            頼定一

A288.2-141-3の 分流

一-45-―



備考 1 頼寛―頼愛―頼利A288.2-142-4 二男家小貫氏系図

A288.2…144-3の分流 (頼定三男)〔藤原姓小貫氏二男家〕

II-5-4/小貫金治頼休

備考 1 俊茂―頼章―某一頼盛―頼央―頼以―

系図 〔藤原姓小貫氏〕A288.2-143-3頼邑一頼長―頼標一頼休

                  文政5。 閏正./小貫宗也頼道A288。 2-144-3の 分流 (式部大輔入道日渉斎之第二子)

備考 1 廣春※一廣冨―廣安―頼堅一頼道一Ⅱ-5-4                          
備考2 ※東都ノ邸舎二在テ御掃除坊主勤仕ス、明

暦二年命ラレテ秋田二移住スA288.2-142-5 系譜 〔藤原姓小貫氏〕

文化2./小貫内蔵頼會

                   系図 〔藤原姓小貫氏〕A288.2-143-4〔禄高 :47.078〕

                    文化2。 7。 /小貫忠助頼雄備考 1 氏頼―政高―政直―頼廣―頼賢―頼完―

〔禄高 :50.000〕頼及一頼會―

備考 1 頼直―頼近―頼紀―頼雄―A288。 2-143-6の分流 (斯頼次男)

A288。 2-143-6の 分流 (定頼四男)II-5-4                                                          11…

5-4

A288.2-142-6 系図 〔藤原姓小貫氏〕

                  小貫氏分流系図 〔藤原姓小貫氏〕A288.2… 143…5文化2./小貫蔵人頼逝

                  文化2.8。 /小貫長貞頼徳戸村十太夫組下・横手給人

備考 1 某一頼保―頼雄―頼意―頼尚―頼徳―備考 1 通茂―頼長―頼通―頼連―頼愛―頼央―

           芋右衛門頼
つ
之分流 卜云)(先祖小貫

`

頼勝―頼逝―

A288。 2-144-3の分流 (左馬助入道月閑斎第二子)

三男家小貫氏系図A288.2-1436Ⅱ-5-4                                      
〔藤原姓小貫氏三男家〕

文化2.8。 /小貫東兵衛頼永A288.2-142-7 小貫分流系図 〔藤原姓小貫氏〕

〔禄高 :20.000〕文化2./小貫郷右衛門頼定

備考 1 斯頼一定頼―頼長―頼央―頼幸―頼常―備考 1 政頼―頼久―頼香―某―頼克―頼條―

頼定―頼文―頼永頼定―

                     A288。 2-142¨ 4の分流 (頼章之第四子)A288.2-143-6の 分流 (斯頼四男)

II-5-411-5-4

A288.2… 142-8 系譜 〔藤原姓小貫氏支流系譜〕

文化2.8。 /小貫興七左衛門頼泰

備考 1 政′心―頼央―頼該―頼為一頼良―頼賢一

頼泰―

備考 3 提出後の書き加えあり

A288.2-142-5の 分流 (政高三男)

II-5-4

A288.2-143-1 藤原姓小貫氏分流系図

文化2.8。 /小貫丈衛門頼助

〔禄高 :86。 487〕

備考 1 -政緒※―忠甫―忠國―頼紀―頼匡―

頼屋一頼紀―頼助―

備考 2 ※慶長七年御遷封之時義重公二随従シテ仙

北郡六郷二住ス、後秋田郡久保田工来ル

A288.2… 142-4の 分流 (頼章ノ実二男)

II-5-4

A288.2-143-2 小貫氏系図 〔藤原姓小貫氏〕

文化2.8。 /小貫政治頼利

A288.2-143-7 系図 〔藤原姓小貫氏〕

文化2.7./小貫文蔵頼故

茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1 俊邑*※―俊意―盛俊―俊一―頼以―

頼綱―頼故―

備考 2 *小貫宇右衛門頼達先祖ヨリ常州二於テ雖

分流未詳

※慶長七年御遷封之節常州ヨリ御供仕十二

所二住ス

A288。 2…144-3の分流か

II-5-6

A288.2-144-1 系図 〔藤原姓小貫氏〕

文化2.8./小貫市右衛門頼昭

〔禄高 :76.000〕

備考 1 頼泰―某―頼長―頼房―頼邑―頼行―頼昭

A288。 2-144-3の 分流 (頼忠第二子)

II-5-4

A288.2-144-2 藤原姓小貫氏系図

―-46-―



慶応3.正。/小貫乙三郎頼元

〔禄高 :22.274〕                     
多賀谷下総組下

備考 1 頼元                          
〔紋 :右三巴〕

備考 1 直政※―直次―直休―直方―直陽―直奮―

(頼華二男分流) 直久―直温―

備考2 ※慶長年中浄光公遷封居盛重公於角館従而
A288.2-144-3 小貫氏系図 〔藤原姓小貫氏〕 居

文化5。 6。 /小貫宇右衛門頼達

〔禄高 :420.000〕 A288.2-147 藤原姓小沼氏系図
備考 1 -頼久※―頼重―頼為―頼仲―頼忠― 慶応3.4./小沼左内忠邦

頼安―頼兼―頼侯―頼保―頼達― 〔禄高 :3人扶持、給金3両〕
備考2 ※ (慶長)七年御遷封供奉ス 備考 1 忠秀―忠光―忠勝―忠宗―忠為―忠厚―
II-5-4 忠質―忠邦

153 小貫山 155 小野

A288.2-145-1 小貫山氏系図 〔藤原姓小貫山氏〕      A288.2-148-1 景図伝記 小野氏
文化2.8.5/小 貫山吉五郎正明              明和6。 正。/
〔禄高 :100.080〕               備考 1 -守就―守宣―守景一守治―守清

備考 1 正成※―正密―正央―正俊―正武―正員―     A288.2-148-6の分流
正愛―正久―正光―正信一正明

備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封之時常州ヨリ    A288.2-148-2 小野氏系図
来ル                          文化2,7./小野半左衛門継敬

Ⅱ-5-26                              〔禄高 :月 俸3日 、銀90匁〕

備考 1 某―某―継忠―継敬
A288.2-145-2 小貫山氏系図

文化3.12./小 貫山泰吉政吉         A288.2-148-3 新調小野系図
備考 1 正應※―正相―正治―正高―高宣―高廣一          文政9。 11./小野正太郎昌穀

正安―正勝―政吉                     〔禄高 :81.489 紋 :六角橘〕
備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封之時常州ヨリ来     備考 1 -乗守※―乗婚L― 乗貞☆―某―某―某―

ル                          昌冨―昌穀―
A288.2-145-1の 分流 (正成弟)              備考2 ※六郷兵庫頭乗政君二仕へ本庄二住ス
Ⅱ-5-26                             ☆本庄侯二仕テ武頭 トナル、後年故有叔父

昌治ノ嫡子峯三郎某二其家禄ヲ譲与シ本
A288.2-145-3 小貫山氏系図                     庄ヲ退テ秋田二来リ

文化3。 12./小貫山吉左衛門正重

備考 1 正家―正種―正茂―正盛―正重―        A288.2-148-4 小野氏系図 〔藤原姓小野氏系図〕
A288.2-145-2の 分流 (正應四子)                  文化2.閏 8。 /小野新兵衛通春
Ⅱ-5-26                              佐竹河内家人

備考 1 -通定※一通利一通則一通忠一通克―
A288.2-145-4 小貫山分流系図 〔藤原姓〕              通重一通春

/小貫山源吾正長          備考2 ※慶長年中御遷封ノ時北亦七郎義廉二従テ
備考 1 正利―正定―正長                     常州ヨリ秋田二来
A288.2-145-3の 分流 (正重之弟)             Ⅲ-59

11-5-26

A288.2-148-5 小野氏系図 〔藤原姓小野氏〕

文化2.7./小野隆右衛門豊春・54 ′jヽ沼                         備考 1 -豊寛―豊矩―豊常―豊覚―豊恭―豊昌―

豊春―
A288.2-146 系図 〔小沼氏系譜 姓藤原〕          II-5-46

文化2.8./小沼隼太直温

-47-―



HI-59小野伝 〔橘氏小野伝〕A288.2… 148-6                          49-7 

小野岡氏二男系図

文政9。 6./小野政五郎守為

          A288.2-1備考 1 守繁―守條―守久―守昌―守忠―守正一

文化11.12./小野岡織江継光

善継―継律――森乗―継嘉―

守久―守利―守武―守積―守直―守冨―

継房―森将―備考 1

｀

                          継興―継光―
寺為―｀

                       (義 継二男 )

II-5-47

111-59ぶ288-14 覚 [小野氏由緒書 ]

(文政6。 )(3.14)/小野新兵衛
多

                  157 小野崎

備考3 覚

A288.2-150-1 小野崎氏分流系図

〔藤原姓小野崎氏分流〕
/小野崎九右衛門通永

156 小野岡

                        文化2.9./小野岡氏続系図

                    佐竹河内家人

一通永―

A288.2-149-1      

小野岡大和義
言
              通敵 *一通安一通輝一通因

方氏依為嗣子准

文化11.12./,     
生          備考 1備考 1 義伯―義亮―義著―義年一義音

              *本 家通重維為三男隣泰山備考 2

二男

I-11

小野岡氏三男系図

                              清

A288.2-150-2 系図 〔小野崎氏系図〕
/小野崎平馬雄

A288.2-149-2                                         

文化2`7./

小野和吉継則

                           _冬 直―透賢―

文化11。 12./
―売春―継茂

某―某―道真―道次―教房

―伯清―伯景―

備考 1

備考 1 藤継―某―営顧

榮清―雄清

―継武―継則

(義継三男)                      III_29-22

小野岡氏准五男系図

            AS288.3-97 御家老小野崎正九郎自筆之書付

A288.2-149… 3             1               

文化3.4.8/小 野崎正九郎

小野岡東馬継
≡ィ自守―

文化11。 12./

旧資料名 :小野崎氏 記録所宛注意書

備考 1 継通―継久―営以―営央―某―

備考 3継満―継久―継克―

覚 [小野崎氏由緒書写]

(義順五男)                     
ポ288-17      /ノ

Jヽ野崎弥二郎文政6.3./

111-59                               

覚備考 3小野岡二男系図A288.2-149-4      
小野岡数馬敦則文化11.12./,              AH288.2-26-4 

山能 小野崎系ノ内

/通景文政11.4.

備考 1 峯教 *―真意―敦則―

備考 2 *父 ハ義伯兄ハ義亮義伯数子アリ、峯教ハ

通綱―憲通

小野崎系之内

備考 1

旧資料名 :介川氏関係系図

其第二子也

                  備考 3A288。 2-149-1の分流

I-11

158 小野寺小野岡氏准四男系図

:系 図 〔藤原姓小野寺氏系譜〕

A288.2-149-5

文化11。 12./小野岡喜市郎継俊

A288.2J51■ ガ督 寺

ぅ霜弩 寺桂之助道慶

備考 1 継長―継沖―継成―営春―伯京―継武―

文化 3.5./

〔禄高 :220.000 紋 :釘貫〕

一道高―道昆―

継貞―継俊―

―道白―道國―道宴―道園備考 1      _道
慶

(大和守順四男)

道章―道孝―小野岡氏二男系図 〔源氏小野岡氏〕
L                        II-5-7

A288.2… 149-6

文化11。 12./小野岡只八政道

備考 1 政幸―営常―営乖―営寛―政常―政珍―

A288.2-151… 2…1 藤原姓小野寺氏二男系図井附録

文化3./小野寺孫十郎道定

政道

(義従二男分流)

18-



〔禄高 :215.000〕 孟吉―廣吉―路吉―

備考 1 道俊―道丸―道行―道維―道寛―道清―

道定                      
備考 2 ※慶長十八年佐竹将監義賢ノ分知六十石ヲ

得義宣公工仕フ
A288。 2-151-1の分流 (道 白第二子)

II-5-7

Ⅲ-61

A288.2… 151-2-2 小野寺主水道維伝記附録 162 小宅
文化3./小野寺孫十郎道定

備考3 A288.2-151-2-1の 付随史料
Ⅱ-5-7                         A288.2-251 

系図 〔清原姓小宅氏〕

文化2,7./小宅正吉高茂

A288.2… 151-3

備考 1 高重―高尚―高命―高明―高豊―高賓―
藤原姓小野寺氏系譜 高茂―

文化2.8./小野寺六郎左衛門道賢

〔禄高 :20.000                A288。
2-252の 分流 (高弘二男)

紋 :瓜五葉〕 II-5-29

備考 1 -則 道 *―道清―道昌☆―道武―道頴―

道春―道賢― A288.2-252 系図 〔清原姓小宅氏〕
備考 2 *戸 澤右京亮政盛二仕 フ 文化2./小宅郷内高般

☆元禄十四年始テ佐竹侯二奉仕
I-78

〔紋 :右三巴〕

備考 1 高秀―高弘―高定―高利―高基―高般―

AS288.2-88 小野寺系図写                 II~5-29
文化9.8.6/松 岡平節 A288.2-253 系図 〔清原姓小宅姓〕

備考 1 義道―保道―高道― 文化2。 9./小宅五右衛門高安

〔禄高 :3人扶持、給銀100日

159 小場
紋 :雪輪二三ツ巴右〕

備考 1 高重―高光―高安―

(高 明三男)

A288.2-152 源性小場氏分地系図

文化3。 3./小場永五郎愛米

〔禄高 :145。 928〕 163
備考 1 昌光―愛米―                   

ノ
lヽ柳

(峯房第二子) A288.2… 155-1 小柳氏系図 〔藤原姓小柳氏〕

文化2.7。 /小柳助四郎重村

・60 小幡
〔禄高 :27.234、 3人扶持、給銀90日 〕

備考 1 -治重※―重能―重旨―重友―重村

備考2 ※義復公没落以後深堀住法師戸村十太夫同
A288.2-153 小幡氏系図 〔藤原姓小幡氏〕 道ニテ久保田城下十太夫屋鋪同居ス

文化2.7./小幡粂右衛門光校 II-5-58

備考 1 光忠※一光治―光敦―光富―光武―光貞―

光校― A288.2-155-2 小柳助四郎二男分流系図
備考 2 ※慶長七歳天英公羽州御府時常州来

II-17-36
〔藤原姓小柳氏〕

文化2.7./小柳博右衛門重家

〔禄高 :5。 978、 4人扶持、給銀140日 〕

｀
61 ノ∫ヽ原                         

備考 1 重信一重冬―重久―重継―重家―

A288。 2-155-1の 分流 (重治第二子)

II-5… 58

A288.2-154 系図 〔源性小原氏系図〕

文化2.8。 /小原蔵人路吉

梅津亀松組下・増田給人 164

〔禄高 :147.426〕                
′
J｀ 山

備考 1 -義賓※―吉次―吉仲一本吉―珍吉――      A288.2-156-1 系譜 〔藤原姓小山氏系図〕

一-49-一



/小山藤九郎秀栄          A288.2-158-2 折内氏系図5こ化2.9。 /

文化2.8。 /折内久治忠勝佐竹石見家臣
ヨ           〔禄高 :98。 818〕備考 1 秀易―秀方―信温―秀盈―信暖―秀栄

備考 1 則正一頼忠―光忠―忠系―忠隣―忠安―(信胤第二子)

忠行―忠勝―Ⅲ-62

A288.2-158-1の 分流 (元清二男)

Ⅲ-63A288.2-156-2 系図 〔藤原姓小山氏〕

/小山文蔵政朋文化2.9。 /

A288.2-158-3 折内熊五郎支流三男系図〔禄高 :25。 000 紋 :右二巴〕

〔藤原姓折内系図〕備考 1 寛政―政純―政武―政朋―

文化2.8。 /折内喜平治忠周

備考 1 忠久―忠篤―忠令―忠香―忠近―忠陳―A288.2-157 小山系譜 〔小山系譜 本姓平氏〕
/小山慶太幹國                忠成―忠周文化2.8。 /

多賀谷下総組下・桧山給人           A288。 2-158-1の 分流 (元清三男)

〔禄高 :29。 846〕                Ⅲ_63

備考 1 -資幹※―綱幹―幹輔―寛幹―昌幹―

致幹―幹正一幹國               A288.2… 158-4 折内氏系図 〔藤原姓折内分流系図〕

文化2.8./折内文治忠門備考 2 ※慶長七年天英公遷封秋田盛重従而居千角

〔禄高 :40.000〕館

備考 1 忠恒―忠嘉―忠高―忠紀―忠門―
A0288.2-16 系譜 〔藤原姓小山氏信温二男系図〕       A288。 2-158-1の 分流 (貞忠三男)

/小山安之助信正           Ⅲ-63明治3.5。 /

〔紋 :巴〕

備考 1 信安―秀晴―秀茂―秀友―信久―信正一     A288.2-158-5 折内氏分流系図

文化2.7./折内甚左衛門忠厚A0288.2-18の 分流 (信温二男)

備考 1 忠朝―忠刻―忠伴―忠重―忠厚III-62

A288。 2-158-1の 分流 (貞忠二男分流 )

Ⅲ-63A0288.2-17 系図 〔藤原姓小山氏系図〕
/小山長之丞信利明治3.5。 /

備考 1 -信 茂※―信昭―信春―信澄―信清一      A288.2-158-6 系図 〔藤原姓折内氏系〕

文化2.7./折内小左衛門忠直信愛―信堅―信越―信全―信弥―信利

備考 2 ※慶安年中大坂乱之刻故有テ罷登之時義成     備考 1 某―師資―高保―忠長―忠直―

A288。 2-158… 2の分流 (則正三男)
公御家臣ニナル

ⅡI-63

A0288.2-18 小山氏系図 〔藤原姓〕

明治3.10。 /小山忠吉秀精
備考 1 秀宗※―秀方―信温―信盈一秀清―秀栄-   166 河會

秀都―秀司―秀精―

河會氏系譜 〔源姓河會氏系図〕備考2 ※寛永八年従義成公禄四十石賜 り勤仕ス     A288.2… 159-1

文化2.12.7/河會惣内愛惟IH-62

向帯刀組下

〔禄高 :56.550               o
紋 :丸之内二三頭之丁子左巴日向〕165 折 内

備考 1 -愛恒※―愛営―愛貞―愛昌―愛度―      ′

A288.2-158… 1 系図 〔藤原姓折内氏系図〕              愛利―愛忠―愛惟
文化2.8。 /折内熊五郎某            備考 2 ※慶長七年義宣公羽州御遷封ノ時故有テ常

州二留マリ同九年秋田へ下向備考 1 -元清※―貞忠―師忠―師門―師邦―

II…27-8忠燿―忠賓―忠政―某

備考 2 ※元和元年義宣公二仕テ秋田移居ス

河會氏分流系図 〔源姓河會氏分流系図〕A288.2-159-21H-63

文化2.12.7/河會弟蔵某

一-50-―



170 梶 山向帯刀組下

〔紋 :喰貝〕

                A288.2-163 月ヽ野岡大和家人梶山氏系図備考 1 愛将―愛貫―愛族―愛温―愛経―愛時―

。/梶山新五郎音誠こヽ化11.11愛尭―愛東―某

                      小野岡大和家人A288.2-159-1の 分流 (愛恒第二子 )

従重※―某―幸規―営清―伯喬―亮用―備考 1

年賢―音通―音誠

II-27-8

※小野岡大和義従二従テ常州 ヨリ当国へ来備考 2

ル167 海蔵

海蔵氏系図

                171 柏

A288.2-160

文化2.7./海蔵勘五郎利用

〔禄高 :5合3人扶持、給金5両〕

A288.2-162-1 系図 〔藤原姓柏氏系図〕備考 1 -利用☆

                         文化2.8。 /柏藤之進勝行備考 2 ☆ (享和)二歳永代徒並鉄胞師二召抱ラル

某※―勝正一勝信一勝寛―勝為―勝好―備考 1

勝行

※天英公羽州遷封ノ後常州部垂ヨリ来 リ備考 268 貝塚

                     II_7-58
AS288.3-100-1 御旗本貝塚□郎殿古文書

A288.2-162… 2 新調柏氏系図 〔藤原姓柏氏系図〕弘化元。/                       
文化4.5./柏 慶右衛門通寛備考 3 旧資料名 :貝塚氏 江戸御旗本貝塚家系考

東家臣控
                           _通 次※一通昌一通治一通友一通定―備考 1由緒書

                         通登一通重一通寛

※慶長七年東義賢二従テ常州ヨリ来ル備考 2AS288.3-100-2 江戸御旗本貝塚家系譜写

II-28-16弘化元./
備考 3 旧資料名 :只塚氏 江戸御旗本貝塚家系考

控

                172春 日
AS288.3-100-3 付札 [貝塚氏]

A288.2-164 藤原姓春日氏系図弘化元。/                       
安政4。 3。 /春 日隼人景貞備考 3 旧資料名 :貝塚氏 江戸御旗本貝塚家系考

孝友―景貞☆―備考 1控

                           慶長六年上杉中納言景勝公遷封干羽州米沢備考 2

之後浪人 卜成 り中祖式部某流離シテ本藩エAS288.3-100-4 付札 [貝塚氏]

来 り、秋田郡阿仁五味堀村二住シテ春日氏弘化元。/
ヲ称ス備考 3 旧資料名 :貝塚氏 江戸御旗本貝塚家系考

☆嘉永七年土崎湊江移住控

う9 笠井 173 片岡

A288.2-165 系譜 〔平姓片岡氏系図〕A288.2-161 笠井氏系図

文化2。 9。 /片岡彦左衛門貞雄天保8。 11./笠井文治重政

〔禄高 :3.839、 給銀250日 、月俸7口 〕     備考 1 -貞廣※―貞利―貞安―貞則―貞寄―

貞雄―備考 1 重度※―重正一重康―重定―重辰―重固―

備考 2 ※天英公秋田江御遷封之御幼年二而遅罷下重政―

                           候二付～大館二住備考 2 ※寛文年中関東 ヨリ来不能仕 コトシテ野代
二住

本姓畠山

一-51-―



A288.2-168-4 藤原姓片野氏系図174 片桐

                             文化2.9。 19/片野源助重′冒、

向帯刀組下片桐氏系図 〔源姓片桐氏系図〕A288.2-166             
ビ
               〔禄高 :54.585〕文化2.9。 22/片桐三之助貞壽

重顧※―重則―重温―重清―重久―重興―備考 1向帯刀支配御徒士並

重胤―重宗―重意〔禄高 :月 俸5口

備考 2 ※慶長七年御国替翌年御当国江罷 リ紋 :違イ矢羽一重輪 日向ク〕

(為重二男)A288。 2-168-3の 分流備考 1 貞且※―貞舎

II-7… 54備考 2 ※慶長七年羽州御遷封 ノ時故有テ御跡二成

り、同十三年兄庄兵衛 卜共二秋田へ下向

A288.2-169… 1 片野氏系図 〔藤原姓片野氏系図〕

文化2.9。 27/片野治兵衛重致

向帯刀組下175 片庭

                            〔禄高 :45。 297 紋 :丸 二違柏〕

景重―重茂―重友―重長―重光―重行―備考 1片庭氏系図

                      重英一重致―

A288.2… 167

安政5.3./片庭隼太道康

                     (為 重三男)2-168… 3の分流A288。備考 1 道成※―道清―道友―道政―道次―道包―

II-7-54道康―

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡 ヲ慕 ヒ傍輩同伴罷

A288.2-169-2 藤原姓片野氏家系下 り

                          文化2.8。 19/片野甚兵衛重社

向帯刀組下

耗―重齊―重香―重以―重社一重遠※―重リ備考 1176 片野

                            ※慶長七年御国替之御幼年二而御供不仕其備考 2

後罷下 リ片野氏系図二男分流

                       (為 重五男)2-168-3の 分流

A288.2-168-l                                    A288.

文化2.9。 22/片野市右衛門季久

II-7-54向帯 刀組下

〔禄高 :2人扶持

A288.2… 169-3 片野氏系図 〔藤原姓片野氏系図〕紋 :丸 ノ内二三ツウロコ〕

文化2.9。 22/片野侍右衛門季吉備考 1 季治―季利―季金―季唯―季久

向帯刀組下A288。 2-169-3の分流 (季通実弟)

〔禄高 :10.000、 1人扶持

紋 :ニ ツウロコ〕

II-7-54

季通※―季営―季倫―季知―季重―季勝―備考 1片野氏家系

                     季寧―季吉―

A288.2-168-2                          1

文化2.8,19/片 野伊兵衛重易

※慶長七年御国替ノ時御草分ノ御供仕罷下備考 2向帯刀組下

                       リ〔紋 :丸違柏〕

)一           H¨ 7-55備考 1 重信一重正一重賞―重好―重易

A288.2-168-3の 分流 (重親二男 )

A288.2-169-4 藤原姓片野氏家系

文化2.8.19/片野留五郎重宗

II-7-54

向帯刀組下片野氏系図 〔藤原姓片野氏系図〕
                _重 侯―重店―重政―重臣一

A288.2-168-3                           

宗重―重元―備考 1文化2.8。 19/片野喜三郎重古

重宗向帯刀組下

A288。 2-169-2の 分流 (重遠三男分流)
〔紋 :違イ柏〕

II-7-54備考 1 -為 重※一次重―重親―重安―重應―

重時―重行―重孝―重古―

A288.2… 169-5 藤原姓片野氏系図備考 2 ※慶長七年羽州御遷封 ノ時～嫡男次重 ヲシ

文化2.9。 27/片野彦右衛門重甫テ天英公二雇従セシメ自己遅々シテ後年

向帯刀組下秋田二来 り

                       〔禄高 :24.989 紋 :丸 二違柏〕II-7-54
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備考 1 重忠―重賢―重縣―重良―重通―重甫      A288.2-174-2 家系 〔姓藤原嘉藤田氏〕
A288.2-169-1の分流 (重茂分流二男)                文化2.8。 /嘉藤田久馬顧徳
Ⅱ-7-54                              松野茂右衛門組下・桧山給人

備考 1 顧永―顧徳

A288.2-174-1の 分流 (顕照二男)

177 片山

A288.2-174-3 藤原氏嘉藤田系
A288.2-170 系図 〔藤原姓片山氏系図〕               文化2.8。 /加藤田監物顕直

文化2。 9。 /片山小助景周                 松野茂右衛門組下

備考 1 -景吉※―景友―景正一景利―景安―景久          〔禄高 :31.057〕

一景周                     備考 1 -顕久※―顕友―顕次―顕長―顕道―

備考2 ※慶長七年常州ヨリ封ヲ遷サルル後～大館         顕治―顕直―
二住                     備考2 ※義宣公慶長七年御当国御移、以後罷下

II-7-57

・78桂
181 上遠野

A288.2-171 系図 〔藤原姓桂氏系図〕

文化2.6.29/桂 隼太廣之           A288.2-662 上遠野氏系譜 〔藤原姓上遠野氏系図〕

備考 1 -元之―之直―一之―廣之一                文化2.8。 15/上遠野織部秀奉

向帯刀組下

〔紋 :ニ ツ巴〕

79 カロ藤                         備考 1 -秀宗※―光秀―秀景―秀潟―秀次―

秀門―秀脩―秀奉―

A288.2-172 系図 〔藤原姓加藤氏系図〕           備考2 ※慶長七年義宣公羽州御遷封ノ時足軽ノ将

文化2.8。 /加藤兎毛通登                 ニテ義重公二屈従〆秋田へ下向

古内家人

備考 1 某※一通利一通張一通英一通好一通喬―     A288.2-663-1 上遠野氏分流系図

通恕一通登―                            〔藤原姓上遠野氏分流系図〕

備考2 ※従常州御供                       文化2.8.15/上遠野典膳秀武

向帯刀組下
A288.2-173 加藤氏系図 〔藤原姓加藤氏系図〕             〔禄高 :38.025 紋 :丸 二左りニツ巴〕

文化2.8。 15/加藤伊右衛門清印         備考 1 政秀※一秀勝―秀静―秀就―秀氏―秀積一

戸村十大夫組下                    秀武―

〔禄高 :160.513〕               備考2 ※慶長七年天英公羽州御遷封ノ時父秀宗 ト

備考 1 清興※―清顧―清武―清房―清民一清邑―          共二秋田へ下向

清親―清印―                  A288.2-662の 分流 (秀宗第二子)

備考2 ※慶長七年常陸ヨリ天英公羽州御遷封ノ節

同九年～三拾石ヲ賜フ、横手二住ス      A288.2-663-2 上遠野氏分流系図
II-7-9                                    〔藤原姓上遠野氏分流系図〕

文化2。 8.15/上遠野監物秀積

向帯刀組下

'0 
嘉藤田                         〔禄高 :113.574

紋 :丸 二左りニツ巴〕
へ288.2-174-1 家系 〔姓藤原嘉藤田氏〕           備考 1 秀門―秀尊―秀将―秀名一秀益―秀積一

文化2.8./嘉藤田九右衛門顕良         A288.2-662の 分流 (秀宗四男)

松野茂右衛門組下・桧山給人

備考 1 -顕重※―顕道―顕久―顕照―顕真一      A288.2-663-3 上遠野氏支流系図

顕良―                               〔藤原姓上遠野氏支流系図〕

備考2 ※義宣公慶長七年御当国御移之時～罷下           文化2.8.15/上遠野喜太郎秀英
A288.2-174-3の 分流                        向帯刀組下

―-53-―



備考 1 フ

〔禄高 :187.592〕

5秋―秀受―秀茂―秀爾―秀英              
道泰―道蒲

A288.2-663-1の分流 (政秀第二子)            
備考 2モ

~ |※
慶長六年ノ

Jヽ野寺家没収、
二奉仕、ノ      

七年始テ御当家

182 門脇                            

へ年角間川二居
Ⅱ-7-60                 

住 ス

A288.2… 175                                   A288.2…

1 76-5 金子氏系譜 〔平姓金子氏系譜〕

平姓千葉門脇氏系譜

文化2.8./金子藤治道光

文化2.9./門脇宗三某

梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 修

〔禄高 :22.688 紋 :月 星〕

優

友☆―俊盈―                       

紋 :丸 ノ内沢潟〕

備考 1

俊房一俊重―俊明―俊之―         
道定※―道次―道克―道高

さ方―俊貢―俊慶―某 備考 2

道包―道光       ~道
俊―道朗―

備考2 ☆寛文年中渋江氏ヨリ高四拾石分与シテ久         
※六年小野寺家没収之後御当家二奉仕、角

保田移
II-7-31

Ⅱ-7-5g  
間川 二移住 ス

)

183 金子

184 金崎

A288.2-176-1 金子氏分流系図 〔平姓金子         
県B-876

氏系図〕         
口上 [金崎氏日上]

文化2.8。 /金子与蔵道接

梅津亀松組下                      (天

保9。 )2./金崎博兵衛

・角間川給人          
備考 2 端書「天保九年戊成二月廿九日願立有之候_

〔紋 :丸之内三ツ亀甲〕           
備考 3 家筋由緒に D゙い て願。金崎伝兵衛家系分置

備考 1 道之―道元―道常―道具―道秀―道箇一          
かれ度願

道候―道接

A288。 2-176-4の分流 (道俊三男分流)

II-7-60

185 金澤

A288.2-176…2

A288.2-177-1 金澤氏系図 〔源姓金澤氏系図〕

金子氏分流系図 〔平姓金子氏系図〕

文化2.8。 /金子六郎道則

梅津亀松組下                      

天保8。 4./

・角間川給人           
備考 1      /金

澤敬蔵吉勝

道吉―吉愛―

備考 1 進

〔紋 :丸 ノ内三ツ亀甲〕                     ~吉

勝―

A288.2-177-2の 分流 (貞吉之三男)

[信

一道成―道清―清重―道定―道該―

二貝J

A288.2… 177-2 金澤氏系図 〔源姓金澤氏系図〕

A288。 2-176-4の分流 (道俊二男分流)

II-7-60

天保8。 2./

〔紋 :九籠

金澤精治吉禄

A288.2-176-3                       

備考 1 -盛吉※―[星
〕

ヒ吉―重吉―賓吉―寛吉―貞吉

金子氏分流系図 〔平姓金子氏系図〕          ~従
吉―吉加―吉禄

文化2.8。 /金三子甚四郎道盛           
備考 2

梅津亀松組下                     

※慶長十一生

・角間川給人                    

「下代二抱ラル

備考 1 進

〔紋 :丸 ノ内花沢潟〕           A288.2-1
77-3 金澤氏系図

[傷
―道家―道信一道重―道房―道永―            

政5。 3。 /

i盛―

備考 1 資泰※―資≦

金澤忠蔵資盛

A288。 2-176-5の分流 (道次二男分流)                    

自~資親―資信

II-7-59

資常―資達―      ~資
定―資武―

備考 2      ~資
盛―

※慶長七年御遷封後御跡 ヲ慕 ヒ傍輩同伴罷

A288.2-176-4

下

金子氏系図 〔平姓金子氏系図〕

文化2.8./金三子仁助道蒲           A288.2-1
梅津亀松組下                   77-4 

金澤氏系図

〔紋 :三 ツ亀
「
・角間川給人

安政5。 3./

甲〕              
備考 1 資明※―資ζ

金澤徳治資則

亘―資満一資信

備考 1 道俊※―道重―道清―道敏―道盛―道軌―         
資泰―資則       ~資

全―資元―

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

一-514-



AS288.3-217-14 覚 [金丸氏裁判請文]下 り

                        文化3。 9,15

/金丸外記、同多四郎、同波負源姓金澤氏系図

覚

A288.2-177-5                       
備考 3文化2.9。 16/金澤戸助親政

向帯刀組下

〔禄高 :76.076〕

187 金谷備考 1 -親道※一親重―親方―親門―親名―

親信一親氏―親養―親政

A288.2-181 金谷氏系図 〔源姓金谷氏系図〕備考 2 ※慶長七年御国替翌年御当国江罷下 り

                /金 谷畦吉休知天保8.12.

休重※―休正一体政―休春―休清―休郡―備考 1金澤氏系図

                     休方―休輔―休道―休知

A288.2-177-6

安政5。 3./金澤文市郎資忠

※慶長十一年下代二抱ラル備考 2備考 1 資賓※―資平―資茂―資清―資成―資道―

資景―資弘―資忠

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷       ,
188 狩野下

A288.2-178 狩野氏家系 〔藤原姓狩野氏系図〕源姓金澤氏系図

弘化2.9。 /狩野秀元貞信

A288.2-177-7

文化2.9。 16/金澤文兵衛親式

              求信一貞信備考 1向帯刀組下

備考 1 親羽―親秀―親偏―親賢―親式

              [狩 野氏書上]鰤ミB-610
/

A288。 2…177-5の 分流 (親道二男)                  
文化5.3./

御記録登載の佐竹石見家人狩野与十郎宛備考 3

達書。狩野与四郎支配の小場義易知行黒印

書について

・86 金丸

金九氏系譜A288.2-180-1

文化2.8。 /金丸外記直弘

189 鹿子畑佐竹河内組下・角館給人

〔禄高 :27.358〕

A288.2… 179-1 鹿子畑氏家伝系図備考 1 末道※―末成―末定―末政―末久―直連―

〔鹿子畑氏系図 結城一門藤原姓〕直易―直弘

                        文化2.8.16/鹿子畑助太夫秀由備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時盛重公二従

湯沢給人テ常州ヨリ来 り仙北郡角館住ス

〔禄高 :99。 998 紋 :ロ ノ丸白ク〕

一秀房※―秀家―秀次―秀久―秀勝―

II-7-62                         
備考 1

秀浮―秀由―金丸氏分流系譜

※慶長七年御国替之節～御供仕秋田罷下

A288.2-180-2                       
備考 2文化4.9。 /金丸多四郎直稚

Ⅱ-7-6]佐竹河内組下・角館給人

備考 1 末秀―末定―直次―直應―直稚

A288.2-179-2 鹿子畑氏分流系図 〔鹿子畑氏 藤原姓〕A288。 2-180-1の分流 (末道二子)                  
文化2.5。 19/鹿子畑治右衛門秀友

湯沢給人

II-7-62

ノ内二日ノ丸白ク〕〔紋 :丸A288.2-180-3 金丸氏分流系譜

                   秀直―秀延―秀應―秀允―秀友―備考 1□□ (文化か)4./金丸波負直往

                  (秀 家二男)2-179-1の 分流A288.佐竹河内組下

                 II_7-61〔禄高 :17.000〕

備考 1 末次―末忠―直峯―直時―直成―直往

A288.2-180… 1の 分流 (末成二子 )

II-7-62

―-55-―



190 」兼田                              南家人

〔禄高 :37.382 紋 :ニ ツ引両〕
鎌田8 鎌田氏二男分流系図                備考 1 -藤門※―藤政―藤行一藤晴―藤寛―

〔藤原姓鎌田氏二男分流系〕         藤砂―藤康―藤英―

文化4。 5。 /鎌田庸恵政貞            備考2 ※慶長七年御国替之節～供仕罷下
備考 1 重寛―暴之―謙益―政邑―政廣―政貞―      II-28-29

鎌田9 藤原姓鎌田氏系図                A288.2-185-2 り‖田氏分流系図
文化4.5。 /鎌田庸恵政貞                 文化2.聞 8。 /川 田宗右衛門藤則

備考 1 重寛―暴之―謙益―政邑―政廣―政貞―           南家人
備考3 後年の追記あり                      〔禄高 :10.096〕

備考 1 藤定―藤廣―藤忠―藤冨―藤久―藤則―

A288。 2-185-1の 分流 (藤門二男)

191 神尾                     II-28-29

A288.2-182-1 神尾氏系図                県B-645 日上 [川 田氏]

安政5。 3。 /神尾伊右衛門康治               明治3.4./川 田円之助
備考 1 康英※―康次―康重―康利―康頼―康信―     備考3 旧資料名 :覚 諸家書上

康時―康通―康治                    本家断絶につき伝来文書の写拝領願い。佐
備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷         竹守雄家人川田兼之助由緒について

下

A288.2-182-2 神尾氏系図              195 河津
文化2.7,/神尾晨省紀綱

備考 1 紀隣☆―紀伸―紀安―紀綱           A288.2-187 系図井家之紋小旗幕之紋図 [河津氏]

備考2 ☆元文二年義峯公之命二依而外科医業ヲ以          文化2.6.29/河津順吉祐度
被召                          〔禄高 :14.000、 5合5人扶持

紋 :奄横木瓜〕

備考 1 -信富☆―寛重―祐順―祐度―
192 川口                         備考2 ☆ (享保)十七年慈雲院様御本家工御引移

二付御供仕罷越
A288.2-184 川口氏系図 〔川口氏系図 源性〕

文化2.8./川 口喜藤治朝乗

〔禄高 :3人持持、給銀100日 〕       196 川又
備考 1 朝利―朝珍―朝直―朝次―朝森―朝乗

(朝修二男)                    A288.2-188 りH又氏系図 〔藤原姓川又氏系譜〕

文政12.8。 /川又治左右衛門忠信

備考 1 故忠※―忠喜―久喜―忠刻―忠孝―忠寛―
193 河田                            忠矩―忠為―忠信一

備考2 ※常州ヨリ秋田工下向六郷二住ス
A288.2-186 河田氏系図

文化3.7./河田茂左衛門昌符         A0288.2-21 川又氏系図 〔藤原姓川又氏系譜〕
多賀谷下総家人                     明治3.4./小山克巳忠善

備考 1 -昌久―昌茂―昌明―昌門一昌時―昌符―     備考 1 故忠※一忠嘉―久嘉―忠刻―忠孝―忠寛―
Ⅱ-29-29                             忠矩―忠為―忠孝―忠善―

備考2 ※常州ヨリ秋田へ下向六郷二住ス

194 川田

197 '可本寸
A288.2-185-1 川田氏系図 〔川田氏系図 平姓〕

文化2.閏 8./川 田喜六藤英          A288.2-189… 1 系図 〔河村氏〕

一-56-―



文化2.8./河村嘉藤治元由 A288.2-191-1の 分流
〔禄高 :3日 、給銀100日 〕

(次行二男)

II-7-63

備考 1 元智―元敬―元光―元由

(秀房第二子 )

A288.2-189-2

199 神部

藤原姓河村系図

文化2.8./河村清蔵秀國

梅津亀松組下                A288.2-192 
神部氏家伝系図 〔神部氏系図〕

〔禄高 :25,000〕                    
文化2.8。 /神部内記佐房

湯沢給人
備考 1 秀政※―秀種―秀連―元秀―元久―某―

秀宗―秀國―                 
備考 1 -佐高※―佐賞―佐俊―佐恒―佐状―

佐房―

備考 2 ※天英公羽州御遷封入国ノ刻～仙北蜂起騒 備考 2 ※常陸国ヨリ御当国工御下国三年目～罷下
動ス～秀政配下ノ卒ヲ引テ即時一揆ヲ敗 II-7-66

り～天英公 二奉仕 ス

II-7-52

A288.2-189… 3

200 菊池/菊地
系譜 〔藤原姓河村氏系図〕

文化2.8。 /河村勇蔵秀老 A288.2-193-1 家系 〔橘性菊池氏家系〕
〔禄高 :20,000〕

備考 1 秀次―秀元―秀定―秀老一                 
文化2.9。 15/菊池味右衛門正廣

A288.2-189-2の 分流 (秀嗣二男)                  
向帯刀組下

II-7-52

〔紋 :菊水〕

備考 1 正國※―正光―正行一正勝―正秘―正英一

正廣―

198 ,可原田
備考 2 ※義宣公様常州ヨリ秋田二御国替翌年罷下

リ

A288.2-191-1

11-28-21

河原田氏分流系譜

〔藤性河原田氏分流系譜〕 A288.2-193-2 系図 〔藤原姓菊池氏系図〕
文化4。 11./河原田五左衛門次安

佐竹河内組下・角館給人                 
文化2,閏 8./菊池治兵衛武始

〔紋 :紬輪三ツ巴〕                  
佐竹河内家人

備考 1 武幹※―武貞―武通―武則―武利―武栄―
備考 1 某※一次往一次永一次行一次定一次安― 武始―

備考 2 ※承応二年芦名家断絶以後知行高之内減禄 備考 2

御当家様工御奉公仕                  
※慶長年中御国替之時北義廉二随テ常州ヨ

A288。 2-191-2の分流 (次信二男)                  
り秋田二来

II¨7-63

11-28-7

A288.2-191-2

A288.2-193-3 菊池氏分流系図

河原田氏系譜 〔藤氏結城族河原田系譜〕 文化2.5.27/菊池助右衛門昌照
文化4.11./河 原田新右衛門次武

佐竹河内組下・角館給人                 
湯沢給人

〔紋 :丸之内十六葉之菊〕
備考 1 -次信※一次友一次正一次克一次明― 備考 1

次清一次唯一次述一次武一                
昌安―昌久―久本一昌信一昌勝―昌道―

昌照

備考 2 ※御遷封之節盛重公之家老職二而供ス

II-7-63

A288。 2-194… 1の分流 (昌長二男)

II-20-28

A288.2-191-3 河原田氏分流系譜 A288.2-193-4 菊池氏系図

〔藤姓河原田氏分流系譜〕 安政5。 3./菊池為八郎武興
文化4。 11./河原田文右衛門次延

佐竹河内組下                 
備考 1

・角館給人                
武軌※―武孝―武貞―武定―武則―武良一

〔紋 :雪輪三ツ巴〕                 
武久―武興

備考 1 次壽一次延                   
備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

下 リ

ー 57-



A288.2-193‐5 家系 [菊池氏]              A288.2-194-3 系図 〔菊地氏系図〕

文化2.9。 15/菊池忠助正□                文政11.7./菊地文市郎盛家

向帯刀組下                       南家人

〔紋 :二重菊水〕               備考 1 -重武※―武政―重冨―重蔭―盛博―

備考 1 正方―正武―正清―正高―栄正一正方―          盛次―盛秀―盛業一盛光―盛家

正□                      備考2 ※慶長七年羽州御遷封ノセツ義種二随テ先
A288.2-193-1の分流 (正國二男)                  立テ秋田土崎湊へ着後湯沢二住
II…28-21                                                  111-77

A288.2-193-6 菊池氏系譜 〔平姓菊池氏系譜〕

文化2.8./菊池忠兵衛武正         201 岸

佐竹河内組下・角館給人

〔紋 :九葉菊〕               A288.2-195-1 岸博三郎次男系図 〔平姓岸氏〕

備考 1 武清※―武光―武久―武和―武直―武乾一          文化2.8./岸市左衛門吉及

武正一                          大館給人

備考2 ※選封後事芦名盛重公住千角館               〔禄高 :3人扶持〕
Ⅱ-20-24                         備考 1 吉方―吉春―吉敦―吉運―吉廣一吉及―

A288.2-196-1の 分流 (吉俊第二子)

A288.2-193¨7 菊池氏家伝系図               II-20-5
文化2.5。 20/菊池舎人秀営

湯沢給人                  A288.2-195-2 岸縫殿次男系図 〔平姓岸氏〕

〔紋 :花 ミヤウガ〕                    文化2.8。 /岸市之丞盛明

備考 1 -秀隣※―秀光―秀経―秀範―秀貞一            大館給人

秀休―秀営―                       〔禄高 :2人扶持〕

備考2 ※慶長七年御遷封之節御供仕候          備考 1 盛央一盛久―某―某―盛栄―盛明
Ⅱ-20-26                         A288.2-196-3の 分流 (盛賞第二子)

II-20-3

A288.2-193…8 菊池氏系図

文化2.5。 /菊池藤九郎秀叙          A288.2-195-3 岸縫殿三男系図 〔平姓岸氏〕

湯沢給人                        文化2.8。 /岸嘉吉盛尺

備考 1 秀重―延貞―秀清―秀有―秀命―秀椒一           大館給人
A288。 2-193¨7の分流 (秀隣二男)                   〔禄高 :2人扶持〕
Ⅱ-20…26                        備考 1 盛勝―某―某―盛道―盛隆―盛尺

A288.2-196-3の 分流 (盛賞第二子)

A288.2-194-1 菊地氏由緒家系               II-20-3
文化2.5。 27/菊地喜六郎昌風

湯沢給人                  A288.2-195-4 岸縫殿三男系図

〔紋 :十六葉之菊〕                   文化2.6。 /岸久右衛門盛房

備考 1 -昌長※―昌次―為昌―昌益―昌利一            大館給人

昌豊―昌風―                       〔禄高 :4人扶持、給銀70日 〕

備考 2 ※慶長年中羽州御遷封之御十四人同前御跡     備考 1 盛次―某―盛重―盛服―盛房―

ヨリ罷下湯沢注居               A288。 2-196-3の 分流 (盛家ノ三男)

II-20-28                                                11-20-3

A288.2-194-2 系図 [菊地氏]              A288.2-195-5 岸縫殿支流系図 〔平姓岸氏〕

文化2.8./菊地忠四郎舎智                文化2.7./岸庄左衛門盛勝

塩谷右膳組下                      大館給人

備考 1 舎治※―舎廣―舎次―舎房―舎智              〔禄高 :3人扶持、給銀90匁 〕

備考 2 ※慶長七年御国替御供仕罷下           備考 1 盛忠―盛継―某―某―盛誠―盛勝

Ⅱ…20-23                         A288.2-195-4の 分流 (盛重第二子)

II-20-3
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A288.2-195-6 岸博三郎三男系図 〔平姓岸氏〕      203 吉川
文化2.8。 /岸国六吉則

大館給人                  A288.2-198 吉川氏系図 〔大江姓吉川氏系図〕
〔禄高 :2人扶持〕                   明和5。 2.3/吉川文右衛門重興

備考 1 吉晴―吉久―吉元―吉定―吉則―         備考 1 重助※―重持―重光―某―重堅―重興―
A288.2-196-1の 分流 (吉俊第二子)            備考2 ※御国替之制御供不仕御跡ヨリ罷下
II-20-5                                                   11_20-13

A288.2-196=1 岸縫殿分流系図 〔平姓岸氏〕

文化2.8./岸博二郎吉年         204 君 田

大館給人

〔禄高 :9.615〕               A288.2-199 君田氏系譜 〔君田氏系譜 姓不知〕
備考 1 吉俊※―吉兼―吉道―吉営―吉号―吉富一          文化2.8。 /君田惣六定行

吉年一                          佐竹河内組下・角館給人

備考 2 ※天英公ノ時御足軽ニテ奉仕ス               〔紋 :三 ツ巴〕

本名成田氏                   備考 1 定長―定弘―知光一成定一定常―定利―
Ⅱ-20-5                             定治一定行―

A288.2-196-2 岸縫殿次男系図 〔平姓岸氏〕       205 木村

文化2.9。 /岸博四郎盛美

大館給人                  A288.2-200-1 木村氏系図 〔源姓木村氏系図〕

〔禄高 :17.540、 2人扶持〕               文化2.11.27/木村治兵衛直剛
備考 1 盛近―盛通―盛房―盛包―盛重―盛美―           戸村十太夫組下
A288.2-196-3の 分流 (盛安第二子)            備考 1 直道※―直澄―直将―直餃―直兵―直唯―
II-20…3                             直栄―直剛

備考 2 ※慶長七年天英公御国替ノ時～羽州江御供
A288.2-196-3 平姓岸氏系図 〔平姓岸氏〕               仕～同八年横手工移

文化2。 10./岸縫殿盛興            A288.2-200-3の 分流 (直次第二子)

大館給人                   II-20-11
〔禄高 :112.868〕

備考 1 -盛賞※―盛家―盛安―盛久―盛方一      A288.2… 200-2 木村氏系図 〔源姓木村氏系図〕
盛仁―盛征―盛良―盛興一                 文化2.11.27/木村徳左衛門直起

備考 2 ※天英公羽州遷封ノ時致仕〆常州ヨリ来           戸村十太夫組下
Ⅱ…20-3                         備考 1 直冬※―直利―直徳―直屋一直福―直久―

直孝―直起
A288.2-196-4 岸縫殿二男系図 〔平姓岸氏〕         備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時～足軽 卜成

文化2.9。 9/岸八郎右衛門盛恵              テ秋田二下ル

大館給人                   A288.2-200-3の 分流 (直次第二子)

〔禄高 :321.583〕               II-20-11
備考 1 盛秀―盛明―盛芳―盛武―盛恵―

A288.2-196-3の 分流 (盛家第二男)           A288.2… 200-3 源姓木村氏家伝系図
Ⅱ-20-3                              文化2.8.21/木村文十郎恒直

戸村十太夫組下

備考 1 -直職※―直光―直営―直綱―直應―

[D2 ゴヒ原                             直治―直カー恒直―

備考2 ※天英公羽州御遷封之時御供仕横手二住ス
A288.2-197 系図 〔北原系図〕               II-20-11

文化2.8.13/北 原伊作秀武

〔紋 :ヒ ナダ〕               A0288.2-22 木村氏系図
備考 1 秀只※―秀種―秀易―秀明―秀周―秀武―          明治3.5。 /木村正保國
備考2 ※慶長七年江戸崎ヨリ秋田工下り         備考 1 保定―保晴―保則―保國
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A0288.2-23 家系 〔藤原姓木村氏〕           208 草刈
明治3.11.18/木村松之丞吉綱

備考 1 善道※―善久―善長―吉路―吉有一吉在―    A288.2-203 草刈家系
某―吉安―吉綱― 文化2.7./草刈忠太夫重厚

備考2 ※其先代々津軽弘前二勤仕～明暦年中秋田          〔紋 :丸 二ニツ引龍〕
大館二来テ始テ義易公二仕フ          備考 1 -某※―重意―重孝―重廣―重厚―

備考2 ※元和八年最上氏封ヲ失スル後秋田二来

206 経徳

209 鯨岡
A288.2-201-1 経徳氏分流系譜 〔平姓経徳氏分流系譜〕

文化4。 12./経徳庄治隆営          A288.2…204 鯨岡氏系図
佐竹河内組下・角館給人                     /鯨 岡小作某

備考 1 高次―高常―高茂―隆営―                 〔禄高 :39.011〕

A288.2-201-3の 分流 (隆顕三男)             備考 1 胤國※―家胤―婚L来―胤良―胤従―清胤―
II-16-1 重胤―某

備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封 ノ時常陸州 ヨリ
A288.2-201-2 経徳氏分流系譜 〔平姓経徳氏系譜〕           来

文化4.12./経徳丹司隆友           II… 13-14

佐竹河内組下・角館給人

〔紋 :二重輪引柳〕

備考 1 高仲―高行―高廣―隆昌―隆友-       210 工藤
A288.2-201-3の 分流 (高利三男)

II-16-1 A288.2-205-1 系図 〔藤原姓工藤氏〕

文化2.7.29/工藤庄左衛門祐孝
A288.2-201-3 経徳氏系譜 〔平姓経徳氏系譜〕        備考 1 祐之―祐孝―

文化4.12./経徳祀助隆久            (祐 時之長子)

佐竹河内組下・角館給人

備考 1 -隆顕※―高利―高根―高依―高長―      A288.2-205-2 工藤氏系図
高郡―隆繁―隆敷―隆久 文化2.8./工藤新五郎祐光

備考2 ※盛重公秋田へ御下向ノ貶御供ス角館二住          〔禄高 :3人扶持、給90目 〕
ス                      備考 1 某―某―祐政―祐房―祐光―

II-16-1

A288.2-205-3 工藤氏系図
AS288.3-216-12 覚 [経徳氏裁判請文]                文化2.7。 /工藤元春英則

文化4.5。 13                  備考 1 英重―英長―英信一英勝―英則
/経徳礼助・経徳庄治・経徳丹治

備考 3 覚 A288.2-206 系図 〔工藤氏〕

文化2.7./工藤休宅祐祥

備考 1 某一某―祐孝―祐祥―
207 久賀谷

A288.2-202 久賀谷氏系譜              211 國井
文化4.12./久 賀谷長治某

備考 1 某※―貞行―貞長―某―貞救―貞家―      A288.2-207-1 國井氏系図 〔源姓國井氏〕
貞恒―貞斗―貞吉―某―某                 文化3.12。 /國井主水弘貞

備考2 ※慶長七年天英公遷封ノ時本藩二来ル            〔紋 :七曜之星〕
Ⅱ-13…16                         備考 1 某―弘長※―弘則―弘道―弘素―弘正一

弘都一弘寛―弘貞―

備考2 ※父兄仕ヘス家嗣永ク絶ソコトヲ患テ元和

寛永年ノ間請テ天英公二従歩士勤仕ス
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Ⅱ…13-19                         A288.2-208-1の 分流 (行勝二男)

II-13-18

A288.2-207-2 國井主水分流系図

文化2./國井藤之丞弘乗           A288.2-208-4 國安氏系図 〔源姓國安氏〕
備考 1 弘久―弘朝―弘忠―弘同一弘乗一              文化2.7./國安長蔵久徴
A288。 2-207-1の分流 (角右衛門二男分流)              〔紋 :釘貫〕
Ⅱ-13-19                         備考 1 久忠※―久次―久定―久道―久綱―久春―

久澄―久徴
A288.2-207-3 國井主水支流系図 〔源姓國井氏〕       備考2 ※義宣公従常州秋田工御下向之節御供仕

文化2./國井藤左衛門弘道

備考 1 弘蔵―弘道―                 A288.2-208…5 新調國安氏系図 〔源姓國安氏系図〕
A288。 2-207…2の分流 (弘朝次男)                  文化4.5。 /國安兵馬師興
Ⅱ-13-19                              東家臣

備考 1 -師行―師次―師長―師通―師俊―師景―
A288.2-207¨ 4 國井主水分流国井氏系図 〔源姓國井氏〕        師定―師屋一師慶―師興

文化2.7./國井亘弘成             II-28-14
備考 1 弘前一弘隆―弘佐―弘成―

A288。 2-207-1の分流 (弘道ノ第二子)          A288.2-208-6 國安系図 〔源姓本名山入國安氏系図〕
H-13-19                              文化3。 11.26/國安又兵衛久要

備考 1 -久光※―久次―久忠―久重―久定―
A288.2-207-5 國井主水分流系図 〔源姓國井氏〕           久明―久孝―久要―

文化3.4./國井正治某             備考2 ※慶長年中義宣公二従テ羽州秋田二住ス

〔紋 :糸輪二七星〕

備考 1 弘次―弘俊―弘好―弘孝―弘永―弘固―     A288.2… 208-7 國安次男系図 〔源姓國安氏分流系図〕
弘吉―某                         文化3。 11。 26/國安兵右衛門久正

A288.2-207-1の 分流 (弘長之三男)            備考 1 久恒―久茂―久高―久常―久慶―久正
Ⅱ-13-19                         A288.2-208-6の 分流 (久忠三男)

A288.2-208-8 國安三男系図 〔源姓國安氏分流系図〕
212 國安                             文化3。 11。 26/國安利左衛門久能

備考 1 久能―
A288.2-208-1 國安氏系図                 A288.2-208-6の 分流 (久孝四男)

文化2.7./國安久右衛門行寧

〔禄高 :62.000〕               A288.2-208-9 國安氏系図 〔藤原姓國安氏系図〕
備考 1 -行次※―行久―行勝―行道―行長一            文化2.8。 /國安茂吉某

行登―行教―行賢―行正一行寧―         備考 1 -光定※―光則―光暢―光武―光東―
備考2 ※天英公羽州遷封ノ後年ヲ歴テ常州ヨリ仙         光営―光康―某

北郡六郷二来～後秋田城下二移ル        備考2 ※常州ヨリ幼若ニテ秋田江来ル
II-13-18                                                  11_13-17

A288.2-208-2 國安分流系図               A288.2-208-10 國安氏二男系図

文化2.12。 /國安藤左衛門行家                    〔藤原姓國安氏分流系図〕
〔禄高 :29,389〕                     文化2.8.8/國 安永五郎光朋

備考 1 行忠―行思―行友―行正一行家―         備考 1 光希―光朋―
A288。 2-208-1の分流 (行勝第二子)            A288。 2-208-9の 分流 (光東之四男)

II-13-18                                                  11_13-17

A288.2-208-3 國安久右衛門三男分流系図

文化2.7./國安小左衛門行佐       213 窪谷
〔禄高 :20.000〕

備考 1 行村―行光―行明―行佐―           A288.2-209 窪谷氏系図 〔平姓窪谷氏〕
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文化3,7./窪谷吉三郎雅美           II-13-25
多賀谷下総家人

備考 1 -雅保―雅知―雅宅一雅重―雅美―       A288.2-211-1 熊谷氏系譜 〔平姓熊谷氏系譜〕
Ⅱ-29-26                              文化2.8。 /熊谷蔵人直行

〔紋 :真桔梗〕

備考 1 -直昌※一直成―直次―直光―直方―
214 熊谷                         直行―

備考2 ※慶長年中仕於閲信公而住於羽州仙北六郷、
A288.2-210-1 熊谷氏系図 〔平姓丹治熊谷氏〕             公卒去之後移於同郡刈和野、後又住干秋

文化2.7./熊谷新一郎直昌                田城下也
備考 1 某※一直重―直房―雅直―直来―清直―      II-13-24

直達―直昌

備考2 ※牢人シテ秋田二来 り山本郡能代二住ス     A288.2-211-2 平姓熊谷氏系譜 〔平姓熊谷氏〕

文化2.8./熊谷新右衛門直久
A288.2-210-2 熊谷氏系図 〔平姓熊谷氏〕          備考 1 直道―直元一直利―直重―直興一直久

天保8.6。 /熊谷新之丞直賢           A288。 2-211-1の 分流 (直 昌第二子)

〔紋 :九曜〕                II-13-24
備考 1 直宗―直道―安英―直堅―直畦―直賢―

備考2 本苗丹治                   A288.2-211-3 熊谷氏系譜 〔平姓熊谷氏〕
A288。 2-210-1の分流                        文化2.8。 /熊谷名右衛門直在

〔紋 :桔梗〕
A288.2-210-3 熊谷氏系図 〔本名志波源姓熊谷氏系譜〕    備考 1 直時―直重―直英一直一―直在―

文化3.4.2/熊 谷甚一郎治直          A288.2-211-1の分流 (直昌之第二子)

〔禄高 :130。 284 紋 :九曜〕         II-13-24
備考 1 雅直―長直―典直―典雅―治直―

(久直舎弟)                     A288.2-211-4 平姓熊谷氏系譜 〔平姓熊谷氏系譜〕

文化2,7./熊谷貞吉直比
A288.2-210¨ 4 二男熊谷氏系図 〔源姓熊谷氏系譜〕      備考 1 直倍―直繁―直堅―直孝―直易―直包―

文化3。 4。 2/熊谷助左衛門直高             直恒―直比

〔禄高 :3人扶持、給銀100目          A288.2-211-1の 分流 (直 昌之第四子)

紋 :細輪二九曜〕    II-13-24
備考 1 良直―直増―直隆―直安―直高

備考3 表紙に「断絶」とあり

(久直二男)                   215 熊沢

A288.2-210-5 熊谷氏系図 〔平姓熊谷氏〕         A288.2-212 熊沢氏系図 〔熊沢氏姓不知〕
文化2,7.29/熊 谷惣助賞元                文化2.8。 /熊沢善治森正
〔禄高 :25。 245、 4人扶持、給銀60日            〔禄高 :3人月俸、銀80日

紋 :九曜〕                    紋 :左 り三巴〕
備考 1 賞免※―賞忠―賞次―賞昌―賓墓―興賓―     備考 1 某※―某―某―森豊―森廣―森久―森務―

賓元―                         森正一

備考2 ※慶長七年天英公遷封ノ時初テ聞信公二奉     備考2 ※天山公二仕フ近進鷹匠 トス

仕ス                     II_13-26
暫ク氏ヲ関田卜称ス

II-13-22

216 倉光
A288.2-210-6 熊谷氏系図 〔平姓熊谷氏〕

文化2.8。 /熊谷六右衛門直成         A288.2-213-1 藤原姓倉光氏系図 〔藤原姓倉光氏系図〕
〔禄高 :5人扶持、給銀80目 〕              文化2.7.25/倉光孫兵衛光友

備考 1 直経※―直賢―直成―                   〔紋 :堅四ツロ〕
備考2 ※宗見公時世御鳥見御奉公勤仕          備考 1 -某※―某―光明―光堅―光直―光友―
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備考 2 ※天英公御時世御塗師勤務仕           備考 1 光忠―光利―光久―光廣―光年一光定―

Ⅱ-13…29                             光朗―

A288.2-215-2の 分流 (光信二男)

A288.2-213-2 倉光氏分流系図

/倉光岩太郎治道         A288.2‐ 215-2 系譜 〔栗原氏系譜 姓源之由〕
備考 1 治久―治重―治承―晴名―治道               文化2.8。 /栗原惣兵衛光知
備考 2 伝テ倉光孫兵衛先祖分流 卜云                塩谷右膳組下
A288.2-213-1の 分流か                  備考 1 光信※―光照―光遠―光薫―光長―光武一
II-13-29                             光知―

備考 2 ※慶長七年御国替御供仕～罷下

II-13-30

217 栗田

A288.2-215-3 系図 [栗原氏]

A288.2-214 栗田氏系図                       文化2.7./栗原勇八光行
文化2.7./栗田定之丞如茂                塩谷右膳組下

〔紋 :右三ツ巴〕               備考 1 光國―光成―光直―光忠―光但―光行―

備考 1 茂貞―某―茂安―茂親―茂光―茂寛―       A288。 2-215-2の 分流 (光照二男)

如茂―                     II-13-30

218 栗林 220 来栖

A288.2-216… 1 栗林氏系図                A288.2-217 系譜 〔来栖氏系譜〕

/栗林八郎兵衛廣業              文化6.12./来 栖進久盛

〔禄高 :1200.000〕                   渋江堅治家臣
備考 1 廣明―廣光―廣全―廣業一            備考 1 久次―某―宴周―正方―久盛

A288.2-216-2 栗林氏分流新調系図

天保8。 10。 10/栗林七兵衛廣道       221 黒川
〔禄高 :202.968〕

備考 1 廣常―廣道―                 A288.2-218 系譜 〔黒川氏〕
A288。 2-216-1の分流 (廣光養弟二男分流)              文化2.7./黒川幾太郎政成

渋江堅治家臣
A288.2-216-3 栗林氏二男系図               備考 1 重道※―政利―政舎一政意―政隣―政成

天保8.11./栗林定之助廣起          備考2 ※羽州平鹿郡横手二住シ小野寺氏二仕エテ

〔禄高 :120。 645〕                    没落ノ后渋江内膳政光二仕フ

備考 1 廣富―廣尚―廣起
A288。 2-216-1の分流 (廣明弟)

222 黒木
A288.2-216-4 栗林氏支流系図

天保8。 11。 /栗林恒吉廣故          A288.2-219 新調黒木系図 〔藤原姓黒木氏〕
〔禄高 :70.000〕                     文化2.8。 /黒木権右衛門家正

備考 1 廣故                           〔禄高 :154.577 紋 :左三頭巴〕
A288。 2-216-3の分流 (廣 尚二男)             備考 1 -某※―某―勝家―家営―家駕―家達―

家正一

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時屈従ス、天英公命シ
219 栗原                          テ桧山住セシム

A288.2-215-1 系譜 [栗原氏]

文化2.8./栗原丈右衛門光朗

佐竹河内組下
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223 黒子                            重熙―重治

A288.2-221-3の 分流 (忠元弟)

A288.2-220…1 清原姓黒子氏系図              II… 13-12

文化2。 7./黒子国之丞高重

〔禄高 :75。 994 紋 :丸七ノ字〕       A288.2-221-5 黒澤氏系譜

備考 1 -高政※一高廣―高定―高寛―高光一            文化2.7。 /黒澤小藤治重典

高礼―高孝―高重―                    塩谷右膳組下

備考 2 ※御国替之御可罷下               備考 1 重則―重里―重成―重隆―重典―

Ⅱ-13-15                         A288.2-221-3の 分流 (忠元二男)

II-13-12

A288.2-220-2 清原性二男黒子平八系図

文化2.7./黒子平八高易           A288.2-221-6 黒澤氏系図 〔黒澤氏姓藤原〕

〔禄高 :3人扶持、給銀50日 〕              文化2./黒澤正太夫重斯

備考 1 高年一高近―高吉―高昌―高光―高易―           〔紋 :三鱗形〕

備考 3 表紙の提出者名には「黒子国之丞」とあり     備考 1 -某※―某一元重―重堅―重常―重成―

A288。 2-220-1の分流 (高度之二男)                重喬―重斯―

Ⅱ-13-15                         備考 2 ※天英公羽州遷封ノ時間信公二屈従シテ山

乏郡六郷二住ス

A288.2-220… 3 清原姓三男黒子舎人系図

文化2.7./黒子舎人高清           A288.2… 221-7 黒澤氏系譜

〔禄高 :3人扶持、給銀50日 〕              文化2./黒澤才治重友

備考 1 高営―高廣―高行―高清                  〔紋 :丸三鱗形〕

備考 3 表紙の提出者名には「黒子国之亜」とあり     備考 1 某―某―重年一某―某―國重―重久―

A288。 2…220-1の 分流 (高廣之四男)                重親―重真―重友―

H-13…15                         A288。 2-221-6の 分流 (和泉某弟)

A288.2-221-8 黒澤氏系図

224 黒沢/黒澤                         文化2.8.29/黒澤文内茂親

〔紋 :三鱗〕
A288.2-221-1 藤原姓黒澤氏之系図             備考 1 茂益※一茂政―重家―重休―某―休茂―

文化2.7./黒澤喜兵衛宗直               茂清―茂親―

備考 1 -宗愛―宗房―宗信一宗門―宗代―宗直      備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来
II-13… 10                                                              ル

II-13-11

A288.2… 221-2 藤原姓黒澤氏二男之系図

文化2.7./黒澤治助宗房           A288.2… 221-9 黒沢氏系図 〔藤原姓黒澤氏系〕
備考 1 宗博―宗明―宗房一                    文化2.8。 /黒沢萬蔵持重
A288.2-221-1の 分流 (宗房ノニ男)                 〔紋 :左三巴〕
II-13-10                        備考 1 某―某―持忠―持泰―持満―持重―

A288.2-221-3 黒澤氏系譜                A288.2… 221-10 新調黒澤氏系図

文化2.7。 /黒澤監物重暢                 文化2.閏 8。 /黒澤理兵衛俊相
塩谷右膳組下                 備考 1 某※―某―俊久―俊秀―某―俊防―俊信一

備考 1 忠元※―忠直―重久―重奏―重賢―重暢―         俊相―

備考2 ※慶長七年御国替間八年罷下           備考2 ※関東ヨリ御供仕罷下
II-13-12                                                      11_13-8

A288.2-221-4 黒澤氏系図                A288.2-222… 1 黒澤氏家系 〔安倍姓黒澤氏〕

文化2.7.6/黒 澤運治重治                文化2.8。 /黒沢十右衛門道冨

佐竹河内組下                      〔禄高 :520。 996〕

備考 1 忠道―某―某―某―重冨―重巻―重光―      備考 1 -道家一道廣―道重―道冨―道矩―道安
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〔小泉氏系図〕A288.2-226… 2 系図―道好―道冨―

文化2.8。 /小泉七良右衛門正明II-13-6                                 

〔紋 :重 クヒ亀甲二蔦〕
黒沢氏分流系図 〔阿部姓黒澤氏系図〕     備考 1 正経―某―正治―正房―正為―正明A288.2-222-2

文化2.8。 /黒沢久治道園ノ

                      A288.2-226-3 小泉氏系図〔禄高 :90.000〕

務一           文化2.8。 /小泉喜兵衛重道備考 1 道治―道次―道直―師道―道國―道場

〔禄高 :59。 175〕道園

備考 1 -某※―重行―重利―重時―重政―重孝―A288.2-222-1の 分流 (道家二男)

重道Ⅱ-13-6                         

備考 2 ※慶長七年浄光院様羽州御遷封之時従常州

罷下ノし安倍姓黒澤氏系図A288.2… 222-3                                                11_17-21

天保7.11./黒 澤敬治道雅

備考 1 道ヂー道雅

A288.2-226-4 小泉氏二男分流系図A288,2-222-1の 分流 (道好之第二子)

文化2.8./小泉新左衛門重先Ⅱ-13-6

備考 1 重先

へ288.2-226-3の 分流A0288.2-26 姓藤原氏三階堂黒沢系図            」

II-17-21明治3.5。 /黒沢源吾道毅

備考 1 道胤―道悦―道寛―道幸―道誉―道毅―

AH288.2-8 系図 〔小泉氏系図〕

文化2.8.→明治25。 写

/小泉七良右衛門正明225 桑原

                          〔紋 :重 クヒ亀甲二蔦〕
A288.2-223 系図 〔藤原姓桑原氏〕             備考 1 正経―某―正治―正房―正為―正明

文化2.7。 /桑原元淑芳勝

備考 1 芳英一芳勝―

                   ノjヽ磯228(兼紹次男)

A288.2…225 系図 〔姓不知小磯氏〕

文化2.9./小磯定右衛門宗治226 小池

                             〔禄高 :27.880〕

備考 1 -某―某―宗重―宗忠―宗定―宗治A288.2… 224 小池氏系図

文化2.9。 22/小池市五郎信清

向帯刀組下

                古宇田備考 1 信貞※―信賞―信行―信浄―信興―信久-   229
信清―

備考2 ※慶長七年秋田工御遷封ノ制御跡ヨリ罷下    A288.2-227 古宇田氏家系

文化2.7./古宇田清治景雄り、向右近太夫宣政支配御足軽ニテ～平

備考 1 吉景※―景道―景連一景忠―景安―景房―鹿郡横手二居住仕候

景久―景利―景雄―II-17-46

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ時盛重 卜同 ク常州 ヨリ

来テ平鹿郡横手住居ス

II-17-18227 小泉

小泉氏系譜 〔源姓小泉氏〕A288.2-226-1                                     

ネ申戸230文化2.7./小泉藤左衛門昌学
備考 1 昌次※―昌種―昌雄―昌堅―昌純―昌也―

A288.2-228 系図小篠幕之紋 [神戸氏]昌為―昌邦―昌学-                       6.29/神
戸惣馬膿榮うと化2.備考2 ※天英公二奉仕ス

備考 1 -膿光一膿延―膿忠―膿興―膿正一腔見―II-17-19
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證榮― 235 越山

A0288.2-29 越山氏系図 〔藤原姓越山氏系図〕

231 幸丸                              明治3.4./越山午之助重正

備考 1 重元※―重□―重□―重勝―重政―重秀―

A288.2-229 幸丸氏系譜 〔藤原姓幸丸氏〕              重正

文化2.7./幸丸半左衛門政業          備考2 ※御歩行二被仰付勤仕ス

備考 1 政次―政知―政武―政成―政清―政業一

(政 明第二子)

Ⅱ-7-39                     236 小菅

A288.2-232 新調小菅氏系図

232 古河 文化4。 5。 /小菅平蔵成應

東家臣

A288.2-230 古河氏系図 〔古河氏系〕            備考 1 -成茂※一成矩一成備一成武一成章―

文化2.8。 /古河助右衛門政光              成働一成應一

備考 1 某※一某―某―某一政光―            備考2 ※慶長七年東義賢二従テ秋田二来ル

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時故有テ供奉セス後年     II-28-21
羽州二来

237 小菅生

233 小阪 (′ lヽ坂 )

A288.2-233-1 小菅生系図

A0288.2-28 平姓小阪系図 〔平姓小坂氏系図〕             文化2.8。 /小菅生永喜安光

明治3。 4./小坂春美定尚                 〔紋 :左 り三巴〕

備考 1 定景※一定則一定寛一定政一定宗一定廣―     備考 1 安輝―安行―安光

定尚―

備考2 ※慶長十九年大坂御陣之御式部大輔義成二    A288.2-233-2 月ヽ菅生氏家図 〔藤原姓小菅生氏系譜〕

従テ秋田江下ル 文化2.8。 /小菅生又兵衛重孝

〔紋 :三 ツ巴〕

備考 1 重安※―重綱―重胤―安信一安知―安肖―

234 ノ
Jヽ嶋                             重孝

備考2 ※慶長八年常陸浪人ニテ来ル、羽州仙北郡

A288.2-231-1 小嶋氏系図 〔源姓小嶋氏系図〕 六郷ニフイテ初テ聞信公工奉仕

安政3.8。 /小嶋七左衛門成榮

〔禄高 :69。 902〕

備考 1 某―某一某一成政一成榮-          238 ノjヽ滝

備考2 羽州秋田能代二住、世々商家 トナル

A288.2-237 新調小滝氏系図

A288.2-231-2 新調小嶋氏系図 〔平姓小嶋氏〕             文化3.7./小滝宗運盛悦

文化2.8。 /小嶋惣兵衛貞暢           備考 1 盛吉―盛定―盛悦―

〔禄高 :92.000 紋 :蕨手五瓜之内橘〕

備考 1 某一某一某―貞重―貞寛―貞光―貞暢―

239 ノ
lヽ 田音Б

A288.2-231-3 小嶋氏系図 〔源姓小嶋氏系図〕

天保12。 正。/小嶋直右衛門成榮        A288.2… 140-1 小田部氏系図

〔禄高 :95。 000〕 〔藤原姓三階堂流小田部氏〕

備考 1 某―某―某一成政一成榮 文化2.閏 8。 /小田部新市郎家林

備考2 羽州秋田能代二住、世々商家 トナル             〔禄高 :230.000 紋 :丸 二三ツ引両〕

備考 1 -利員※―家勝―某一家重―家致―家全―

家信一家鎧―家林―
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文化2.9./後藤伊左衛門忠及備考2 ※天英公羽州遷封ノ時父子兄弟共二四人従

〔禄高 :45。 867 紋 :九星〕駕シテ秋田二来ル

備考 1 忠知一忠重―某―某―忠喬―忠及―II-17-8

A288.258-1の 分流 (忠 明三男 )

Ⅱ-17-6系図 〔小田部氏〕A288.2-140-2

文化2.11。 /小田部重蔵某

〔禄高 :125。 388 紋 :丸二三ツ引両〕    A288.2-258-4 後藤氏系図 〔源姓後藤氏〕

文化2.8.晦/後藤勇助晋明備考 1 家次―家寛―家任―家賢―家通一家数―

〔禄高 :115。 273〕家久一某

A288.2-140-1の 分流 (利員第二子)            備考 1 盛明※―常明―将明―光明―克明―継明―

信明―晋明II-17-8

備考 2 ※元和元年初 テ天英公二奉仕 ス

II-17-4小田部系図 〔藤原姓小 田部氏〕A288.2-140-3

文化2.8./小田部長治家郷

A288.2-258-5 後藤氏分流系図 〔源姓後藤氏二男分流〕〔禄高 :23.385〕

文化2.8。 /後藤九蔵光慶備考 1 家明―家恭―家郷―

備考 1 光朋―光慶A288.2-140-1の 分流 (家重養二子)

A288。 2-258-4の 分流 (光朋六男)
II…17-8                                                 11_17-4

A288.2-258-6 後藤氏系図240 児玉

                              文化2.8./後藤七之丞盛展

〔禄高 :39。 550〕A288.2-236 児玉氏系図 〔藤原姓児玉氏系図〕

備考 1 -某※―盛寛―盛長―盛房―盛岡―盛愛―文化2.7./児玉吉助昌平

盛展―備考 1 昌長※―昌利―昌久―昌平―

備考 2 ※天英公羽州遷封ノ時従駕シテ秋田二来備考 2 ※義賞君二仕エテ徒士 トナル

II-17-5

A288.2-238 児玉氏新調系図 〔源姓児玉氏新調系図〕

天保7.12./児 玉永八高教          A288.2-258¨ 7 後藤氏系図 〔藤原姓後藤氏系譜〕

文化2。 7./後藤助内祐臣備考 1 高昌―高重―高宣―高教―

〔禄高 :75。 714〕

備考 1 -某※―某―某―某―祐宗―祐秀―祐光―

祐之―祐臣―241 後藤

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時間信公二従

テ常州ヨリ来ル後藤氏系図 〔藤原姓後藤氏系譜〕A288.2-258-l                                                II_17-3

文化2.9。 /後藤百平忠綱

〔禄高 :84.384 紋 :九星〕

備考 1 忠昌※―忠明―忠長―秀邦―忠凋―忠丈―    A288.2-258-8 後藤氏二男系図

〔藤原姓後藤氏二男分流〕忠智―忠寄―忠綱

文化2.7./後藤正五郎祐恕備考2 ※天英公羽州六郡遷封ノ後常州ヨリ平鹿郡

〔禄高 :383.854〕横手二来り住ス

備考 1 某―祐道―祐政―祐壽―祐元―祐良―H-17(                             
祐理―祐恕―

後藤氏分流系図 〔藤原姓後藤氏系譜〕     A288。 2…258-7の分流 (助 内某二男)
A288.2-258-2

11-17-3文化2.9。 /後藤又左衛門忠廣

給銀50日 紋 :九星〕〔禄高 :7人扶持、

備考 1 頼忠―忠侍―忠清―忠成―忠寛―忠廣―     A288.2-258-9 後藤氏分流系図

文化2。 7./後藤忠七祐章A288。 258-1の 分流 (忠明二男)

〔禄高 :33.862〕Ⅱ-17-6                         
備考 1 祐敬―祐章―

〔藤原姓後藤氏系図〕     A288.2-258-8の 分流 (祐元次男)後藤氏分流系図A288.2-258… 3
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II-17-3 (親 尚三男)

II-17-32

242 古仲                       A288.2-241-5 源姓小林氏系図

文化2.11./小 林露之助某
A288.2-239 新調古仲氏系図                     佐竹石見家臣

天保8。 2./古仲和吉清長            備考 1 -某※―央吉―央春―央朝―央記―央順―

〔禄高 :30人扶持〕                 央英―某
備考 1 清長―                     備考2 ※慶長七年御遷封ノ時義成二屈従シテ羽州

二下ル

II-28-36

243 小西

A288.2-241-6 小林氏系図 〔源姓小林氏〕
A288.2-240 小西氏家系                       文化2.8./小林縫殿直定

文化2.9.22/小 西金兵衛元政               佐竹河内家人

向帯刀組下                  備考 1 直元※―直利―直次―直俊―直道―直行―

備考 1 元信※―元成―元清―元良―元武―元政          直知―直定

備考 2 ※慶長七年御国替之時御草分之御供罷下～     備考 2 ※北元祖義信二仕フ

則宣政手二被仰付平鹿郡横手住ス        II-28-36
11-17-52

A288.2-241-7 系図 〔藤原姓小林氏〕

文政2./小林兵右衛門定隊
244 ノ

lヽ林                        備考 1 -定公※一定光一定英一定賢―頼雄―

頼公―頼吉―頼堅一定隊―
A288.2-241-1 系図 〔藤原姓小林氏〕            備考2 ※慶長八年常州ヨリ船ニテ頼 り山本郡能代

文化2./小林吉蔵乗秀                  二着岸ス

備考 1 -乗願※―乗種―乗兼―乗宗―乗久―

乗富―吉通―乗光―吉諸―乗秀         県B-782 先例書 [小林氏書上]

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時間信公二従          文化2.12./小 林縫殿
テ常州ヨリ来、仙北郡六郷二住ス             佐竹河内家人

H-17-31                        備考2 「東ノ七十八」

備考3 訂正吟味願。小林縫殿由緒について
A288.2-241-2 小林氏分流系図 〔源姓小林氏〕

文化2.8./小林惣助直雅           A0288.2-31 小林氏系図
佐竹河内家人                      明治3.4./小林寛蔵央秀
〔紋 :瓶〕                 備考 1 某―某―央重―央安―央勝―央秀

備考 1 直延―直方―直言―直行―直雅―         A0288.2-32の 分流 (対馬守次男)

A288。 2-241-6の分流 (直利第二子)

II-28-36

245 小淵
A288.2-241-3 系図 〔藤原姓小林氏〕

文政2./小林主鈴定保            A288.2-242 月ヽ淵氏系図 〔源姓小淵氏系図〕
備考 1 定温一定央一定元―頼張―頼道一定庸一           文化2.8./小淵忠蔵某

定保―                          梅津亀松組下・角間川給人
A288。 2-241-7の分流 (定光次男)                  〔紋 :淵之字〕

備考 1 -正清※―道房―道岩―正弘―道房―
A288.2-241-4 小林氏三男分流系図                 正栄―正則―某

〔藤原姓小林氏三男分流系図〕     備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収ノ後御当家ニ

文化2。 9。 22/小林十左衛門親光              奉仕
向帯刀組下                  II-17-53

備考 1 親武―親保―親追―親好―親直―親光―
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(秀方之分流)A288.2-246-1の 分流246 小堀

                      II_17-38
A288.2… 243 小堀氏系図

A288.2-246-3 系図 〔平姓小松氏〕/小堀文蔵政苗

                     ./小 松丹右衛門盛超

づこ化2.8。 ノ

                                              Dと 化2.8,〔禄高 :4人扶持、金2両2歩〕

苗―          備考 1 -盛種※―盛行―盛明―盛庸―盛重―備考 1 -富清※―富元―富政―政

盛超―備考 2 ※元禄十三年秋田城下二移ル

備考 2 ※元和年中二拾余歳二而義宣公様江歩行御本氏清水後改堀田

奉公被召抱

II… 17…37

247 駒木根

                     A288.2-2464 月ヽ松氏系譜 〔平姓小松氏系譜〕

。/小松隼太盛家うと化2.8A288.2-244-1 平姓駒木根氏二男系

備考 1 益信一盛武―盛方―盛萬―盛家―/駒木根博左衛門隆元文 化 2.7.ノ

A288.2…246-3の 分流 (盛行養子)〔紋 :二重輪二三ツ引立〕

II-17-37備考 1 家長―家政―家忠―繁久―隆依―隆元―

(家親弟)

A288.2-246-5 小松氏系図Ⅱ-17-2                              

文化2./小松福治弘能

備考 1 某―弘直―弘和―弘業一弘年一弘道―A288.2-244-2 平姓駒木根氏二男系

弘能―弘氏―弘達―弘能/駒木根清兵衛隆康づこ化2.7./

11-17¨ 41備考 1 家貞―家可―家壼―隆道―隆康

(家親第二子)

A288.2-246-6 二男分流平姓小松氏系図H-17-2                              
文化2.9。 19/小松武右衛門重行

向帯刀組下A288.2-245 平姓駒木根氏系図

備考 1 重光―某―重季―重春―重行―./駒木根数馬安匡5こ化3.12.

(重治二男)備考 1 某※―某―安光―安常―安置―安通―

II-17-39安要―安成―安匡―

備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時新田七十石

余ヲ以奉仕ス

249 駒野 目II-17-1

A288.2-247 系譜 〔駒野 目氏系譜〕

./駒野目有中道美5と化3.8148 ′
Jヽ松

                              渋江堅治家臣

備考 1 某※一道綱―道高―道美―A288.2-246-1 小松氏伝書

備考 2 ※渋江内膳政光二仕フ./小松三郎兵衛秀常文 化 2。 11

〔禄高 :3人扶持、給銀80日

紋 :扇 ノ地紙〕

250 小湊備考 1 秀房※―秀方―秀明―秀敷―秀豊―秀部―

秀常―

A288.2-248-1 小湊氏系図 〔藤原姓小湊氏〕備考2 ※羽州工来り仙北郡角館二居住ス
                        "文化2./小湊市兵衛光壽II-17-38

備考 1 光房―光綱―光安―光正一光清―光重一

光久―光壽A288.2…246-2 小松氏伝書

II-17-42./小松半左衛門秀重文化2.11

〔禄高 :3人扶持、給銀87匁 5分

A288.2-248-2 小湊氏分流系図 〔藤原姓小湊氏〕
ヘ

紋 :扇之地紙又ヲ左三ツ巴ヲ

文化2./小湊甚一郎光治太丸輪之内工用〕

備考 1 光俊一光重―光伴―光治―備考 1 秀富―秀本一秀員―秀清一秀幸―秀重

―-69-―



II-17-10A288.2‐ 248‐ 1の分流 (光綱之次男 )

A288.2… 250-4 分流源姓小室氏系譜

/小室宇右衛門宗俊

Ⅱ‐17‐42                             

文化2.8./

戸村十太夫組下

〔紋 :丸二丸鶴〕

宗俊一―宗朋―宗政―

251 小峯

                          宗武―宗昌―備考1      (宗
明三男)

〔藤原姓小峯氏系譜〕

          2-250-3の 分流A288.

小峯氏系譜A288.2-249-1      /小

峯七太郎朝巷

II-17-10

文化2.12.19/

備考 1 朝真一朝則―朝政―朝許一朝巷―

A288。 2…568の 分流 (白 川氏朝綱二男)         A288.2-250…
5 月ヽ室久助支流系図 〔源姓小室氏系〕

/小室左源太宗也文化2.7./

〔紋 :細輪二鶴ノ丸〕

A288.2-249-2 藤原姓小峯氏系図

―宗満―某―宗人一宗信―宗也

文化2.7./小峯徳左衛門親賢

              宗國―宗久―備考 1      (宗
朋二男)

―親房-         2-250-3の
分流

―親重―親久―

          A288.
―親則※―親佐備考 1 -
親秀一親盈―親名―親賢―

            II_17-10備考 2 ※義宣君御遷邦以来慶長七年秋田江来

A288.2-250-6 小室氏四男系譜

/小室九右衛門宗重

Ⅱ-17-43                             

文化2.8。 /      
宗寛―宗重―宗調―宗正一

〔藤原姓小峯氏系譜〕

           宗琴―宗房‐備考 1

A288.2-249-3 小峯氏系譜

2-250-1の 分流

/小峯彦七朝重

          A288.
文化2。 12.19/

備考 1 朝治―朝継―朝久―朝矩―朝重

II-17-10A288.2-568の 分流 (白 川氏朝綱三男)

A288.2-250¨ 7 小室宗家系図

〔柿本末流小室宗家系図井由緒記〕

/小室忠太夫秀精5と化2.7./

252 小室

                             〔禄高 :171.210〕

一秀只※―秀安―秀年一秀應―秀将―

源姓小室氏系図

               備考 1 
秀伴―秀精―

A288.2-250-1

文化2.8./小室久助宗恭

〕

                備考2 ※御遷封ノ後賜知行八十石

〔紋 :鶴 ノ丸
      _宗 営―一宗國※―宗忠

      、_
A288.2-250-8 小室氏系図 〔姓柿本小室氏〕

―宗廣―宗成―備考 1 -
宗盈―宗道―宗喜―宗春―宗

奮住、後天英

          文化2.8。 /
/小室隼太秀

醸持〕
備考 2 ※羽州御遷封之時供奉久保田」

:19。 609、 2人 1〔禄高

公依上意移横手

II― 17-Ю

          fty22藷「層予
し
灘h次殉A288.2-250-2 准三男源姓小室氏系図

文化2.8./小室惣蔵宗舞

           A288.2-250-9 柿本末流小室氏次男系図井由緒記

/小室伊織秀・lH5こ化2.8。 ノ

〔禄高 :73。 773 紋 :鶴丸〕

備考 1 宗相―宗綱―宗淵―宗重―宗在―宗舞―

           〔禄高 :39.802〕

秀恒――秀往一秀門一秀久―秀正

A288。 2-250-1の分流 (宗廣二男)             
備考 1      (秀

只次男)2-250-7の 分流A288.

II-17-10

A288.2-250-3 二男源姓小室氏系図

            A288.2-250-10 小室氏枝流系図

〔姓柿本小室枝流系図〕

文化2.8。 18/小室九郎右衛門宗愛

/小室藤三郎秀行文化2.7。 /

戸村十太夫組下

一秀行秀茂―秀久

〕

               備考 1      1(秀
治二男分流)

一宗武-         2-250-12の
分流

〔紋 :鶴 ノ丸
_宗有―宗博―

          A288.
一宗國※―宗明備考 1 -
宗普―宗減―宗愛―

備考 2 ※常州ヨリ御遷封之時尼従シテ久保田二居

A288.2… 250-11 小室氏枝流系図

〔姓柿本小室枝流系図〕

シ ム

A288.2-250-1の 分流
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文化2.7./小室宮門秀房            A288。 2…254-1の分流 (秀資之次男)

備考 1 某―某―秀屋―秀房―              II-17-14
A288.2-250-12の分流 (秀重二男分流)

A288.2-255 系図 〔藤原姓金氏系図〕
A288.2-250-12 小室氏三男系図                   文化2.7./金貞右衛門清昌

〔姓柿本小室氏養弟系図〕          〔紋 :五ツ輪チカイニーノ字〕
文化2。 7。 /小室久七郎秀幸           備考 1 -清廣―清重―清忠―清次―清貞―清安―

〔禄高 :5人扶持、給銀90日 〕             清昌―

備考 1 秀重―秀治―秀延―秀信一秀時―秀幸
A288。 2-250-7の分流 (秀安養弟)

254 根田
A288.2-250-13 小室氏分流系譜

文化2.9。 22/小室仲宗種           A288.2-256-1 根田系図 〔源姓根田〕

向帯刀組下                       文化2./根田沖之助俊重

〔紋 :鶴 ノ丸〕                     〔禄高 :220.000〕

備考 1 宗門―宗尚―宗賓―宗模―宗種―         備考 1 -廣俊※―國俊―貞俊―俊明―俊武―

(宗明第二子)                         俊信一俊房―俊光―俊重
Ⅱ-17-12                         備考2 ※天英公遷封ノ時間信公供奉、常州ヨリ羽

州秋田工来ル

II-17-16

253  ≦≧

A288.2-256-2 二男系図 [根田氏]

A288.2-254-1 藤原姓金氏家系                           〔源姓小笠原氏 本誉田〕

文化2.7./金宇一郎道揚                 文化2./根田九右衛門俊直

〔紋 :五葉瓜〕                     〔禄高 :16.000〕

備考 1 -秀定※―秀資―道秀―道穏―道棟―       備考 1 直俊―政次―某―某―俊冨一某―某―

道人―道楳―道揚                    俊正一俊直―

備考2 ※小野寺遠江守義道没落以後、慶長八年天     A288。 2-256-1の 分流 (廣俊弟)

英公工奉仕                  II-17-16
11-17-14

A288.2-256… 3 根田氏系図 〔源姓根田氏分流系図〕

A288.2-254-2 藤原姓金氏家系                    文化2./根田忠四郎俊弘

文化2.7./金市之助秀謙                 〔禄高 :128。 819〕

〔紋 :一重輪二橘〕              備考 1 俊興―俊門―俊茂一俊重―俊弘―

備考 1 忠直―近直―近方―直定―秀俊―秀正一      A288。 2-256-1の 分流 (廣俊四男)

秀賞―秀謙                   II… 17-16

A288。 2-254-1の分流 (秀資之養弟分流准末男)

II… 17-14

255 近藤
A288.2-254-3 藤原姓金氏系図

文化2.9./金易右衛門秀興          A288.2-257-1 近藤氏系図 〔藤原姓近藤氏〕

〔禄高 :105。 175〕                    文化2.7./近藤喜太郎宗正

備考 1 秀白―秀博―秀忠―秀行―秀常―秀興―      備考 1 -封馬一封馬※―宗清―涼豊―某―宗吉一

A288.2-254-1の 分流 (秀資第四子)                宗茂―宗芳―宗重―宗昆―宗正一

Ⅱ-17-14                         備考2 ※天英公羽州御遷封二供奉ス

II-17-25

A288.2-254-4 藤原姓金氏家系

文化2.7./金重郎左衛門秀恕         A288.2-257-2 近藤氏系図 〔藤原姓近藤氏〕

戸村十太夫組下                     文化2.8。 /近藤喜兵衛勝真

〔禄高 :25.000 紋 :一重輪二五葉瓜〕          〔禄高 :84.858 紋 :鹿之角〕

備考 1 秀門―秀賢―秀易―秀孝―秀奉―秀恕       備考 1 某―某―某―勝興―勝好―勝真―
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(近藤久兵衛某二男)                 備考 1 -賞家※―忠家―正家―秀家―武家―

茂家―満家―朋家
A288.2-257-3 近藤氏系図 〔藤原姓近藤氏系図〕       備考2 ※慶長年中御遷封之時義宣公御供

文化2.8。 /近藤左司馬雅家           II-17-28
大山十郎組下

備考 1 國家※一宗家一高家―永家一定家―但家―    A288.2-257-10 近藤氏系図
満家―雅家―                       文化2.8,/近藤理左衛門家明

備考2 ※慶長年中御遷封ノ節義宣公御供              大山十郎組下
Ⅱ-17-30                        備考 1 直家―兼家―崇家―貞家一成家一納家―

家明―
A288.2-257-4 近藤氏系図                 A288.2-257… 3の分流 (国家第四子)

文化2.8。 /近藤佐中春家            II-17-30
大山十郎組下

備考 1 重家―賞家―賢家―教家―春家―

A288.2-2576の 分流 (種家第二子)         256 齋藤
II-17-30

A288.2-259-2 新調齋藤氏系図 〔源姓齋藤氏系図〕
A288.2-257-5 近藤氏系図                      文化3.正 。/齋藤助之進清秘

文化2.8。 /近藤忠助宏家                 〔禄高 :58。 250〕

大山十郎組下                 備考 1 頼清―清長―清光―清成―清峯―清春―
備考 1 正家―為家―忠家―治家―之家一分家―          孝清―清文―清秘―

宏家―                    II-19-28
A288.2-257-3の 分流 (國家第三子)

Ⅱ-17-30                        A288.2-259-3 齋藤氏系図

安政5。 3./齋藤惣兵衛景孝
A288.2-257-6 近藤氏系図                 備考 1 景行※―景光―景明―景久―景平―景廣一

文化2.8。 /近藤八右衛門景家              景則―景定―景孝
大山十郎組下                 備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

備考 1 種家一次家―久家―友家―邦家―景家―           下～前度之通御足軽御奉公
A288.2-257… 3の分流 (國家第二子)

H-17-30                        A288.2-259-4 系図書 〔性不知齋藤氏〕

文化2.7。 /齋藤多吉定政
A288.2-257-7 近藤氏系図                 備考 1 某一定俊一定政―

文化2.8./近藤文作保家

大山十郎組下                A288.2… 259-6 齋藤氏系図 〔藤原姓齋藤氏系図〕
備考 1 本家―廣家―元家―幸家―信家―延家一           文化2./齋藤東泉勝重

苗家―厖家―保家                     〔紋 :下 り藤〕
A288,2-257-9の 分流 (賓家第二子)            備考 1 勝忠―勝吉―勝重―
II… 17-28

A288.2-259… 8 新調齋藤氏系図 〔藤原姓齋藤氏系図〕
A288.2-257-8 近藤氏系図                      天保12.閏正。/齋藤養達安克

文化2.8。 /近藤宗治某             備考 1 安克―

大山十郎組下

〔紋 :キ ツカウノ内ニカタハミ〕       A288.2-260-1 源姓齋藤氏次男分流系図
備考 1 家成―景家―見家―某                   文化3.正 。/齋藤市郎右衛門重延
A288.2-257-7の 分流 (元家弟)                   〔禄高 :59.999〕

Ⅱ…17-28                         備考 1 重清―重時―重由―重嘉一重英一重家―

重孝―重延―

A288.2-257… 9 近藤氏系図 〔藤原姓近藤氏〕         A288.2-259-2の分流 (頼清第三子)

文化2.8。 /近藤興右衛門朋家          II-19-28
大山十郎組下

一-72-―



257 齊藤 A0288.2-34 佐賀氏系図 〔藤原姓佐賀氏系図〕

明治3.4。 /佐賀民助直輝
A288.2-259-1 齊藤氏系図 〔藤原姓齊藤氏系図〕

文化2.7./齊藤小市重形             
考 1 -直繁※―直宗―直敬―直延―直安

∈→                     ―直杉―直毘―直庸―直保―直輝

〔紋 :五 ツ槻〕

備考 1 某※―某―某―重久―重形―            
考2 ※慶長七年羽州二御遷封時秋田ニイタル

HI-103

備考 2 ※慶長七年秋田江御移之御旅用無之御跡 ヨ

リ罷下 A0288.2-35 藤原姓佐賀氏系図

明治3.5。 /佐賀専之助直正
A288.2-259-5 齊藤氏家伝系図 備考 1 直忠―直延―直続―直教―直央―直方―

文化2.5。 19/齊藤主税頼敬 直永一直正一

湯沢給人 A0288.2-34の 分流 (直繁次男)

備考 1 頼久―頼正一頼綱―頼國―頼忠―頼敬― ⅡI-103

A288。 2-259-7の分流 (頼直二男 )

II-19-31

259 酒出
A288.2-259-7 齊藤氏家伝系図

文化2.8。 /齊藤文四郎頼武 A288.2-262-1 酒出氏分流系図 〔源姓酒出氏分流系図〕

湯沢給人 文化2.8。 /酒出孫二郎忠軌

備考 1 -頼勝※―頼行―頼賢―頼兼―頼牽― 〔禄高 :70.000〕

頼次―頼友―頼安―頼武― 備考 1 忠政―忠次―忠寛―忠孝一忠檬―忠隅―

備考2 ※御国替御供而罷下湯沢二住 忠軌―

II-19-31 (政忠実弟)

II-26-1

A288.2-260-2 齊藤氏由緒家系

文化2.5。 /齊藤喜七秀矩 A288.2-262-2 酒出氏近代系図

湯沢給人 文化2。 12./酒出金太夫季庸

〔紋 :花木瓜〕 〔紋 :三 ツ頭丁子巴〕

備考 1 -高秀※―秀重―秀家―秀國―秀卓― 備考 1 季賢―季寛一季久―季庸―

秀紀―秀矩

備考2 ※慶長七年御国替之節御跡御当□□□□□

田高三拾頂戴湯沢住居仕候 260 酒主
II-19-30

A288.2-263 伝来系図 〔清原姓酒主氏〕
A288.2-260-3 齊藤氏家伝系図 文化2.8./酒主藤兵衛貞利

〔齊藤氏家伝系図 藤原姓〕 大山十郎組下

文化2.5。 19/齊藤左太夫頼代 〔紋 :ヒ サ

湯沢給人                            ~夕
四ツロ〕

備考 1 忠利一光利―兼利―重利―政利―治利―

〔禄高 :59.264〕 利忠一利房―貞利

備考 1 頼次―頼重―頼位―頼房―頼代― II-19-55

A288.2-259-5の 分流 (頼久二男 )

261 坂木

158 佐賀

A288.2-264-1 系図 〔藤原性坂本氏〕

A288.2-265 佐賀氏系図 〔藤原姓佐賀氏系図〕 文化2.8。 9/坂本幾松直基

文政12.8./佐 賀庄助直介 桧山給人 0松野茂右衛門組下

備考 1 -直繁※―直宗―直散―直延―直安―
(マ )ヽ                           〔禄高 :2人扶持〕

直形一直毘―直介 備考 1 直廣一直安―直重一直虎―直治―直元―

備考 2 ※慶長七年羽州二遷封之時秋田ニイタル 直基

III-103 (直道第二子 )
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A288.2-264-2 坂本氏系図                A288.2-266-4 系図 〔藤原姓佐川氏三男系図〕

文化2.7./坂本長仙貞政                 文化2./佐川善左衛門廣茂

備考 1 某一某一貞政―                 備考 1 廣直―廣良―廣継―廣清―廣茂―

A288.2-266-7の 分流 (廣宗三男)

A288.2-264-3 坂本氏分流系図               II-19-33
文化3.5。 /坂本元達某

備考 1 某―某―某                  A288.2-266-5 佐川氏由緒家系

A288.2-264-2の 分流 (文弥三男)                  文化2.5。 /佐川忠兵衛家天

湯沢給人

A288.2-264-4 坂本氏四男系図                    〔紋 :香之図〕

文久4。 2./坂本寅治頼静            備考 1 家房一家勝―家次―家尚―家味―家営一

備考 1 頼静                          家天―

(頼忠四男)                      II-19… 38

A288.2-264-5 坂本氏分流系図              A288.2-266-6 佐川氏伝来家系 〔源姓佐川家系〕

安政5.3./坂本半九郎頼慶                文化2.7./佐川直記家信

備考 1 頼道※―頼堅☆―頼常―頼成―頼定―            湯沢給人

頼行―頼景―頼慶一                    〔紋 :梅輪蔦〕

備考2 ※慶長七年御遷封ノ時～御供不仕～後年御     備考 1 家次―家重一家定―家昌―家廣―家忠―

跡ヲ慕ヒ～罷下                    家久―家信

☆横手二移住                 II-19-37

A288.2-264-6 系図 〔藤原姓坂本氏〕           A288.2-266-7 藤原性佐川氏系図

文化2.8。 9/坂本門治直忠                文化2.8。 /佐川興兵衛廣縛

桧山給人・松野茂右衛門組下          備考 1 廣宗※―廣定―廣命―廣武―廣正一廣泰―

〔禄高 :88.854〕                   廣蔵一廣縛―

備考 1 直貞―直寛―直好―直忠             備考2 ※慶長七年御遷封之時御供

(直次第二子)                     II-19-33

262 佐川                   263 佐 々木

A288.2-266… 1 系図 〔藤原姓佐川氏二男系図〕       A288.2-267-1 佐々木氏系図 〔源姓佐々木氏〕

文化2.8。 /佐川吉左衛門廣高               文化4.9。 /佐々木作五郎綱知

備考 1 宗則一廣且一廣備―廣高―                 〔紋 :四 ツロ結〕

A288.2-266-7の 分流 (廣定二男)             備考 1 -某※―某―某―某―孝綱―綱知一

H-19-33                         備考2 ※能代湊二来住ス

A288.2-266-2 佐川氏分流家系              A288.2-267-2 系図 〔佐々木氏系図〕

文化2.5。 /佐川新蔵人家慶                文化2.8./佐々木理右衛門宗賢

湯沢給人                   備考 1 -宗賢一

〔紋 :カ ウノヅ〕

備考 1 家友―家道―家久―家伴―家次一家慶一     A288.2-267-3 新調佐々木氏系図 〔伝曰姓宇田源氏〕

A288.2-266-5の 分流 (家勝三男)                  天保7,12./佐 々木良右衛門宗長

II-19-38                              茂木乙之助仮組下・十弐所給人

〔禄高 :70.000 紋 :四 目結〕

A288.2-266-3 藤原姓佐川氏二男系図            備考 1 宗重※一某―某―某―某―某―某―某―

文化2.8。 /佐川清九郎廣光               宗長一

備考 1 廣利―廣増―廣盛―廣珍―廣寛―廣光―      備考2 ※慶長十年流離シテ羽州雄勝郡院内銀山ニ

A288.2-266-7の 分流 (廣宗二男)                  来

II-19-33
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265 佐竹 (宗家)
264 佐竹

A288-6 御家譜略伝記 [佐竹氏]〔清和源氏〕A288.2-268 [佐竹家故譜]

弘化3.5,吉/川尻竹治平連純 (写 )
備考3 佐竹、小場、石塚、大山、小瀬、長倉、高

久、酒出、稲木、額田、戸村、天神林、小     備考3 家並

I-1野岡、宇留野ほかの系図

I-1

A288.2-592 御家譜 坤 [佐竹氏]

宝暦10。 正./源光廣 (写 )
A288.2-666 佐竹氏族系図引證本

備考 3 北、東、南、小場、石塚、大山、戸村、小     I-1
野岡、古内、今宮、酒出、真崎、小瀬、宇

留野、小田野、高久、山入、天神林、上平、    A288.2…665 御家御系図 [佐竹氏]

文政2.8.吉/石塚行生か大沢、河合の各系図

備考 1 -義宣―義隆―義虎―義格一義峯―義員―I-1

義明―義敦―義和―義厚―義睦―義就
I-1

A288.2-668 源姓佐竹氏系図

備考 1 -義宣―義隆―義虎―義格

A288.2-667 [佐 竹氏御系譜]
備考 3 佐竹宗家、分家の各系図

文化14.4。 中旬(写)/1-1

備考 1 -義宣―義隆―義虎―義格一義峯―義員―

義明―義敦―義和―義厚―義睦―義就
A288.2-669 御世表 [佐竹氏]

備考 1 -義宣―義隆―義庭―義格一義峰―義員―     I-1
義明―義敦

備考 3 分家、主な家臣の名字一覧あり         A288.2-3232 佐竹御系図 〔佐竹世系図〕

明治30。 9.7(写)/1-1

備考 1 -義宣～義就

I-1
県B-507 [佐竹氏由緒書下書]

明治3./
備考 3 佐竹源六郎より家人安嶋礼治、赤垣新助、    AS288.2-24 [佐竹義賞系譜]

弘化3./佐竹次郎江川平吉、御附人列に被加置度旨願上書

備考 1 義賞一義都―義堅―義員I-1

(佐竹修理大夫権少将源義隆庶子 )

I-1
AH280-12 御家譜 全 〔佐竹御家譜〕

文化2。 (秋冬)

/戸村十太夫義国(編 )・ 浅野頼勝 (写)    AS288.2-31 [佐竹義賞系譜]

備考 3 AH280-1の写。家譜                    弘化4。 /佐竹次郎

〔紋 :輪中五本骨昼月扇〕I-1

備考 1 義賞一義都―義堅―義真
21-203 佐竹御家譜                     (佐 竹修理大夫権少将源義隆庶子)

文政5。 6。 (写)/潮 田喜一郎・藤原光賞      I-1
備考 3 由緒書

AS288.2-32 佐竹続系譜I-1

弘化4。 /佐竹次郎
吉成729 慶応元年乙丑六月 由緒書写           備考 1 義虎―義格一義峯―義真―義明―義敦―

義和―義厚慶応元 .6。 /
備考3 旧資料名 :続系譜別録備考3 由緒書

I-1
1-1

AS288.2-34 御系図御書継草稿 [佐竹氏]

安政5./
備考 3 義就分のみ
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I-1

AS288.2-35                   267 

佐竹 (東家 )

御系図御書上留書 [佐竹氏]

備考3 ラ

慶応2./
A288.2-269-1 新調佐竹氏系図

終図提出に関わる留書

I‐ 1

〔源姓佐竹氏 (東 卜称ス)系図〕

文化4.5。 /佐竹山城義冨

岡345-2 御家譜 坤 [佐竹氏家譜]            
備考 ]  

〔禄高 :′
     :
7430.547〕

備考 1 膏

嘉永2.5。 8/                    [ 

義秀―義本

I-4       ~義
智―義路―

表宣～                                     ~義

冨

備考 3 家譜。写

I_l                                                   AS288.3・

‐189…2 [東家之一件]

備考 〔  
安政4.8.26/大 内慈之進

I-4

)野 坂源太夫宛。血判状

吉成668 源姓佐竹氏 [佐竹氏系図及び諸家御証文写]

文政□。/
備考 1 -―義宣～義厚

I-1

268 佐竹 (南家 )

A288.2-269-3 南家続系図

266 佐竹 (北家 )

文化2.9。 /佐竹左衛門義良

〔紋 :揚 :

A288.2-269-2-1 系譜 〔佐竹北氏〕                      

羽蝶〕

備考 1 義安―義伯

文化2.9。 /佐竹河内義文                     ~義

持―義舒一

備考 1 -                        (義

里七代之孫)       ~義
以―義良―

_ 廉※―義隣―義明―義命―           ~5-義抜―

義邦―義男―義文―

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封之時従テ秋田二       
・204 [南、小AS288.3‐

来

I-3

備考 2 (文
政6。 ):場

座列之書状 ]

備考 :  (包
紙)元事

°26/岡本又太郎

1 中村又左衛副

殿 自筆之書

A288.2-269-2-2 北家由緒覚                 I~5       

ヨ
]宛。書状

備考 3 日

文化2.9。 /佐竹河内

日緒書。A288.2-26-2-1の 付随史料           
・205 [佐竹氏口上書]

I-3                                                   AS288.3…
文政13.2.13/佐竹左衛「

備考 1 義種―義章‐     1]

A288.2-269-2-3 北家幕旗之図                I~5       ~義

著―義敬―

備考3 日

文化2。 9。 /佐                                 

義安

ヨ緒書。A288.`竹

河内

I-3                                B~508
2-26-2-1の 付随史料             [佐

竹氏願上書]

天保5。 2.26/佐竹左衛門

備考 3 佐竹左之助より御付人御青

A288.2-269-2-4 北家之覚

備考 3 夢

文化2.9。 /佐                                 :印

頂戴被仰付被

下度の願上書

竹河内              I~5       

自

誼書。A288。 2-26-2-1の 付随史米

I-3

斗

AS288.3-112                   269 

佐竹 (西家 )

覚 [北家系譜吟味之書付]

備考 1 ,文
化10.11。 /

AS288.3-

佐竹河内

204 [南、小場座列之書状 ]

備考 3 冒

幹―重幹―幸幹―充幹

(文政6。 )正 。26/岡本又太郎

誼

備考 2

1-3

(包紙)元朝殿 自筆之書

備考 3 中村又左衛「1月

宛。書状

I-5

A0288-25 由緒書 [佐竹氏由緒書]〔 由緒之覚〕
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文化2.11./佐 竹岩見

備考 3 由緒書

A288.2-271-4 藤原姓佐藤氏重信二男分流系図

I-6

文化6.8。 3/佐藤宦治重則

茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1

270 佐藤                         

重休―重政――重通―重愛―重則一

A288.2-272-6の 分流 (重信第二子)

II-19-9

A288.2-270-1 佐藤左門重盈之養弟分流系図

文化7.3。 16/
A288.2-271-5 新調佐藤氏系図 〔藤原姓佐藤氏〕

佐藤兵右衛門重慶

茂木幸楠組下・十二所給人

天保9。 3./佐藤吉右衛門恒納

備考 1 易重一重友一重治―利栄―重永―重次―           
茂木組下

重弘一重慶―

A288,2-27                             

〔紋 :地車〕

2-6の 分流 (重盈養弟)             
備考 1

H-19-6                              

恒中※―恒朝一恒長―某―

恒定―恒納―      
某―某―某―

備考 2 ※慶長七年天英公二従テ秋田二来ル、秋田

A288.2-270-2 藤原姓佐藤氏系図

郡男鹿脇本村二住ス

文化2.8.3/佐 藤平左衛門信冨

茂木幸楠組下・十二所給人          A288.2-271-6 
藤原姓佐藤氏通重二男分流系図

備考 1 信部―信令―安信一信孟―信澄―信ヂー           
文化6.11.23/佐藤国兵衛重郷

信冨

II-19-11                              

茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1 重光一重利――重久―重孝―

A288.2-272-6の 分流       
重抜―重郷―

(通重第二子)

A288.2-270-3 佐藤氏分流系図               II~19-9
文化2.7./佐藤典市信因

備考 1 信政―信因―

A288.2-272-1 佐藤氏系図

A288。 2-27 4-3の 分流 (信家二男分流 )

文化2.8./佐藤内蔵信好

A288.2-271-1                             

大山十郎組下

備考 1 信成―信家―

佐藤新三郎重友二男分流系図

―信継―信方―

A288。 2-273-4の 分流       
信好―

〔藤原姓佐藤氏系図〕

文化7.3.16/                          (信

正第二子)

II-19-12

佐藤味右衛門重嵩

茂木幸楠組下 0十二所給人 A288.2-272-2 佐藤氏家伝系図

備考 1 重道一友常―重寛―重時―重之―重久―

重康―重置

文化2.5。 19/佐藤内蔵承信富

A288。 2-270-1の分流 (重友第二子)

Ⅱ_19_9                              

湯沢給人

〔紋 :地車〕

備考 1 信定※―信久一信重―信延一信易―信富―

A288.2-271-2 佐藤氏分流家系               
備考2 ※慶長年中羽州御遷封之節御跡ヨリ罷下

文化2.5。 20/
11-19-10

佐藤曰右衛門信休

湯沢給人

〔紋 :源氏車〕               A288.2-272-3 
佐藤氏分流系譜

文化2.5。 20/佐藤要人信定

備考 1 信元一信綱―冨信一信益一信休―

(助右衛門三男)

湯沢給人

〔禄高 :5。 200 紋 :丸中二源氏車〕

A288.2-271-3 系図 〔藤原姓佐藤氏〕            
備考 1 信□―勝信――信重―信期一

天保8。 10./佐藤角右衛門忠寄

信定―

(助右衛門二男)

茂木喜幸治組下・十二処給人

〔紋 :三星〕

A288.2-272-4 系譜 〔藤原姓佐藤氏系図〕

備考 1 某※一某―某―

「      
某―某一某―某―某一            

文化2.8。 /佐藤久兵衛信忠

備考 2 員

丈―忠好―忠寄―

〔紋 :地車二亀甲〕

〈慶長年中常州

備考 1 -信□※一信家―信秋―信久―信忠―

ヨリ羽州秋田二来 リ

A288.2-273-3の 分流

備考 2 ※秋田城下二住

77-―



A288.2-272-5 佐藤平左衛門信部二男分流系図 備考 1 信重*―信伴―信易―信賞―

〔藤原姓佐藤氏〕 備考 2 *本家佐藤七之丞信安也

文化2.8.3/佐 藤金五郎某 A288。 2…274-2の分流

茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1 信門―信張―信茂―信方―信秀―信温― A288.2-273-6 佐藤氏系図

某―信趣―某 安政5。 3./佐藤治右衛門忠良
A288。 2-270-2の分流 (信部二男) 備考 1 忠勝※―忠正一忠豊―忠通―忠紀―忠俊―

II-19-11 忠幹―忠良一

備考 2 ※慶長七年～御供不仕彼 レ此 レ数年ヲ経夕1

A288.2-272-6 藤原姓佐藤氏系図 念二思ヒ御跡ヲ慕ヒ傍輩同前二罷下 リ

文化7.3.16/佐藤左門高重

茂木幸楠組下・十二所給人 A288.2…273-7 系図 〔藤原姓佐藤氏〕

備考 1 -重意―忠重※―重信一重弘―重慶― 文化2。 7./佐藤順庵貞教

重達―高重― 備考 1 貞房―貞茂―貞賞―貞教―

備考 2 ※慶長八年常州ヨリ来 り～子々孫々秋田郡 (貞安之子)

十二所二住ス

II-19-9 A288.2-273-8 佐藤氏系譜

文化2.8。 /佐藤惣左衛門正伯
A288.2-273-1 佐藤氏分流系図 佐竹河内組下 0角館給人

安政5。 3./佐藤伊左衛門忠恒 備考 1 正利※―正重―正次―正清―正敏―正信一

備考 1 忠達※―忠寛―忠清―忠長―忠敬―忠寧― 正伯―

忠茂―忠友―忠恒 備考 2 ※慶長七年御当家様御国替也～下向

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ本家文左衛 II…19-7

門同前罷下 リ

A288.2-273-9 佐藤氏新調系図 〔藤原姓佐藤氏〕

A288.2-273-2 佐藤氏系図 〔藤原姓佐藤氏〕 文政9。 6。 /佐藤達玄嘉靖

文政8。 3./佐藤貢式如 〔禄高 :3人扶持 紋 :八本源氏車〕

〔紋 :源氏車又抱蓑荷〕 備考 1 某―某―某―嘉備一嘉典―嘉靖―

備考 1 -信慶―式直―信家―信定―式貞―信正一 (九兵衛某之第二子)

信利―式行―式正一長巣―式如―

I11-107 A288.2-273-10 佐藤氏系図 〔藤原姓佐藤氏系図〕

文化2。 8./佐藤第蔵道長

A288.2-273-3 藤原姓佐藤氏系図 梅津亀松組下・角間川給人

文政8.4./佐藤周治忠秀 〔紋 :八葉地車〕

〔紋 :地車〕 備考 1 -道信※―道永―道昌―道方一道虎―

備考 1 忠定※―忠行―忠金―忠應―忠勝―忠興― 道清一道長

忠逮―忠秀☆― 備考 2 ※慶長六年小野寺家領地没収之後御当家′

備考 2 ※文禄年中故有テ秋田江来 り、比内新田村 奉仕
二 住 ス

☆久保田住居 A288.2-273-11 佐藤氏系図

安政5。 3./佐藤文左衛門忠直

A288.2-273-4 佐藤氏系図 〔藤原姓佐藤氏系図〕 備考 1 忠資※―忠保―忠完―忠亮―忠衝―忠常一

文化2.8。 /佐藤四郎兵衛信庸 忠英一忠誠―忠脩―忠直―

備考 1 信次※―信久―信貞―信正一信國―信安― 備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

信要―信庸― 下 リ

備考 2 ※義宣公羽州秋田工御下向ノ後御跡 ヨリ罷

下～院内二住ス A288.2-273-12 新調佐藤系図

II-19-12 文化2.8./佐 藤文蔵成房

備考 1 成敬※一成正一成郷一成房―

A288.2-273-5 佐藤氏分流系譜 〔藤原姓佐藤氏系譜〕 備考2 ※享保三年～御鎗師二召抱ラル

/佐藤新左衛門信賞
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A288.2-274-1 藤原姓佐藤氏通重四男分流系図             文化2。 □。20/佐藤清治信由
文化6。 10.6/佐 藤忠兵衛重著               〔紋 :源氏車〕
茂木幸楠組下・十二所給人           備考 1 信各―信昆～信由

備考 1 重定―重之―重久―重高―重世―重著―      備考3 前部欠
A288。 2-272-6の分流 (通重第四子)

Ⅱ-19-9                        弥高647 佐藤氏系図 〔藤原姓佐藤氏〕

文政8。 3./佐藤貢式如
A288.2-274-2 藤原姓佐藤氏系譜                   〔紋 :源氏車〕

文化2。 7./佐藤定七信敬            備考 1 信慶一式直―信家―信定―式行―某―

〔紋 :源氏車〕                   式正一長栄―式如
備考 1 信安※―信明―信禄―信連―信奮―信敬―     Ⅲ-lo7

備考2 ※義宣公久保田江御下向之時召 [ ]

弥高649 佐藤家略系 附松応寺佐藤家墳墓
A288.2-274-3 佐藤氏分流系図                    (大 正)/佐藤信昭

文化2.7./佐藤縫殿亜信典           備考3 由緒書
備考 1 信行―信家―信典―

A288。 2-273-5の分流 (信伴二男分流)          吉成743 由緒書 [佐藤氏・中嶋氏由緒書]

明治6。 /佐藤万右衛門・中嶋亀治
A288.2-670 於久保田佐藤駒五郎系図写           備考3 由緒書

〔藤原姓佐藤氏〕
備考 1 安信※―重信一寛信一秀信一本信

備考2 ※慶長七年義宣公羽州遷封時～秋田二来ル   271 佐貫

AS288.3-216-6 [佐 藤氏裁判請文]            A288.2-275-1 佐貫氏系図 〔藤原姓佐貫氏系図〕
文化3.5。 12/佐藤善兵衛                 文化2.8./佐貫艦吉某

備考3 覚                            梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :満字〕
AS288.3-216-7 E佐 藤氏裁判請文]             備考 1 -某※―道次―道行―道勝―道定―道頼―

文化3.5。 13/佐藤伊兵衛                道基―道仁―英
備考3 覚                       備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年

始テ御当家二奉仕
AS288.3-216-9 覚 [佐藤氏裁判請文]            II-19-54

文化6.4。 23/佐藤左門、同重右衛門

備考3 覚                      A288.2-275-2 佐貫氏分流系図 〔藤原姓佐貫氏系図〕

文化2.8./佐貫礼蔵道恕
A0288.2… 38 藤原姓佐藤氏系図                    梅津亀松組下 0角 間川給人

明治3.5。 /佐藤猪之助秀実                〔紋 :五瓜之内賓字〕
備考 1 某―秀実―                   備考 1 道廣―道忠―伴賞―寅堅―須賓―道賃―
Ю288。 2-39の分流 (秀行養次男)                 道受―道恕

A288.2-275-1の 分流 (靭負某二男分流)

A0288.2-39 藤原姓佐藤氏系図               II-19-54
明治3.5。 /佐藤龍太郎秀静

備考 1 鷹信一要信一秀聴―秀行―秀静―

272 佐谷
安9 佐藤氏系図 藤原姓

(明治)/                  A288.2-276-1 佐谷正右衛門幹胤第二子分流系図
備考 1 某―信昌―信泰―信峻―信顕―信安―信之                   〔平姓佐谷氏系図〕

一信孝―信秀―信至―信之―信治              文化2.FT58./佐谷喜内幹登
備考3 ～明治                          茂木幸楠組下・十二処給人

〔紋 :三頭左巴一 卜重輪〕
落133 [佐藤氏系図]                  備考 1 賢幹―久幹―典幹―幹天―幹敦―幹登一
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A288.2-276-2の分流 (幹胤第二子 )

II-19-51

信順―信道一信貞―

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒー方同前罷

下

A288.2-276-2 新調系図 壱巻 〔平姓佐谷氏系図〕

文化2./佐谷内蔵之丞幹文

茂木幸楠組下・十二処給人 275 澤 畠

〔紋 :三 ツ頭左巴〕

備考 1 -幹胤※―幹廣―幹営―幹種―幹保― A288.2-279 藤原性澤畠氏系図

幹豊―幹文― 文化2.8.14/澤 畠重右衛門勝久

備考 2 ※慶長七年貞幹 卜同ク常州ヨリ来ル

Ⅱ-19-51                        
備考 1 勝政※―勝秀―勝吉―勝重―勝久

備考 2 ※本家平治衛門ヨリ新地十石分地ヲ以御奉

公

273 佐良土

A288.2-277■                   276 
塩/臓

佐良土典市左衛門分流二男系図           =
〔姓藤原佐良土氏〕 A288.2-280 系図 〔平姓墜氏系図〕

文化2.8./佐良土三良右衛門朝政 文化2.8。 15/朧藤太秀綿

〔紋 :山形三笹〕 戸村十太夫組下

備考 1 朝秋―朝□―朝政― 〔禄高 :54.□□0〕

A288.277-4の 分流 (朝光二男) 備考 1 -秀定※―秀勝―秀秋―秀浄―秀昭―

秀門―秀綿―

A288.2… 277-2 佐良土兵左衛門分流佐良土氏系譜 備考 2 ※慶長七年義宣公羽州へ御遷封ノ後秋田ヘ

〔藤原姓佐良土氏〕 罷下

文化2.8./佐良土集太朝貞 II-22-15

多賀谷下総組下・能代給人

〔紋 :蕨手之内三笹〕 A288.2-281 小野岡大和家人塩氏系図

備考 1 朝榮―朝之―朝清―朝久―朝吉―朝貞― 文化11.12./塩庄助音則

A288。 277-3の 分流 (朝忠二男) 小野岡大和家人

備考 1 某※―亮候一年朝―音則

A288.2-277-3 佐良土吉蔵分流佐良土氏系図 備考 2
.※

慶長七年小野岡大和義従二随テ常州ヨ |

〔藤原姓佐良土系図〕 当国へ来ル

文化2.8./佐良土兵左衛門朝幸

松野茂右衛門組下 277 塩谷

〔紋 :一二三笹〕

備考 1 朝忠―朝國―朝恒―朝通―朝治―朝幸― A0288.2-41 塩谷氏系図 〔藤原姓塩谷氏系図〕

(朝行三男) 明治3.4。 25/塩谷才助綱正

備考 1 某※―某―綱茂―綱久―綱貞―綱延―

A288.2-277¨ 4 佐良土吉蔵分流二男系図 綱安―綱清―綱為一綱正

〔姓藤原佐良土氏〕 備考 2 ※慶長七年御遷邦ノ時供奉シテ秋田へ下

文化2.8。 /佐良土典市左衛門朝許

〔紋 :丸三笹〕

備考 1 朝光―朝□―朝家―朝成―朝許― 278 茂 内

(朝行二男)

A288.2-282-1 茂内甚兵衛分流茂内氏系図

274 猿橋

〔藤原姓茂内氏系図:

文化2.7./茂内嘉八郎重国

A288.2-278                        
備考 1

猿橋氏系図                      
重矩―重易―重路―重国

A288。 2-282-2の 分流 (重正三男)

安政5。 3./猿橋嘉右衛門信貞 II-22-41

備考 1 信基※―信重―信理―信武―信清―信親―
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住スA288.2… 282-2 藤原姓茂内氏系図

文化2.8。 /茂内小杢重年

佐竹石見組下

283 篠原備考 1 -重則※―重安―重次―重賢―重正一

重基―重方―某―重拠―重年

篠原氏系図 〔源姓篠原氏系図〕A288.2-286備考 2 ※御遷封以後秋田工立戻 リーノ関村二住ス

文化2.9。 /篠原吉右衛門通核Ⅱ-22-41                              

佐竹河内家人

備考 1 通成一通正一通公一通安一通該

備考 2 本名牧野279 信太

                      II_28-11
AS288.3-216-4 [信 太氏裁判請文]

文化7.3.6/信 太麗蔵

284 柴備考 3 覚

系図 [柴氏]A288.2-288AS288.3-216-5 覚 [信太氏裁判請文]

文化2.8./柴平右衛門定明文化7.3.8/信 太喜右衛門、同浅右衛門

塩谷右膳組下備考3 覚

備考 1 定久※一定春一定貞一定次一定利一定光―

定法一定虎一定明

備考2 ※慶長七年御国替之制御供仕罷下280 設楽

                     II_22¨ 42

A288.2… 283 源姓設楽氏系図

元治元。10。 /設楽大助庸治

285 柴田〔禄高 :3人扶持、給銀22匁 5分〕

備考 1 庸和※―庸廣―則廣一庸清―庸保―庸但―

A288.2-287 柴田氏系図 〔平姓柴田氏系図〕庸照―庸宣―庸行―則益―庸治―

文化2.9。 15/柴 田源太則道備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時～後三年ニ

向帯刀支配シテ来

〔紋 :藤 ノ丸日向夕〕

備考 1 則時※―則家―則道―則助―則忠―則勝―

則道281 篠崎

                        備考2 ※慶長七年羽州御遷封ノ時故有テ御跡二罷

成A288.2-284 系図 〔源姓篠崎氏系図〕

文化2.8。 /篠崎長右衛門宣種

備考 1 宣馨※―宣繁―宣明―宣影―宣清―宣総―

286 渋江宣種―

備考2 ※芦名譜代会津ヨリ御供

新調渋江氏系譜 附荒川氏AH288.2-25-1

〔新調渋江氏系譜/平姓渋江氏系譜〕

文化3.8。 /渋江賢治和光282 4篠 田

                               〔禄高 :2939余 〕

備考 1 政光※―宣光―光久―隆光―庭光―A288.2-285-1 篠田氏分流系図 〔橘姓篠田氏系譜〕

格光―峯光―局光一明光―敦光―和光―文化2.8。 13/篠 田玄庵信敏

備考2 ※慶長七年公遷封ノ時公二先タツテ秋田ニ備考 1 信忠―信流―信敏―

来ルA288.2-285-2の 分流 (信政二男)

備考3 川288.2-203と 合綴。明治期の追記あり
A288.2-285… 2 系図 〔橘姓篠田氏系図〕

新調渋江氏系譜 附荒川氏AH288.2-25-2文化2.8.13/篠 田徳兵衛信固

〔渋江氏二男系図/平姓渋江氏二男分流系〕備考 1 信政※―信親―信和―信之―信種―信固―

文化3./渋江十兵衛光成備考2 ※寛文十二年義都公ノ命二依テ秋田角館ニ

ー 81-



〔禄高 :1220余 〕              A288.2-291-1の 分流 (清直二男分流)

備考 1 光俊―光宣―光重―光慶―光方―光良―      II-22-45
光治一光成―

備考 3 AH288.2-103と 合綴              A288.2-291-4 嶋森氏系譜 〔平姓嶋森氏系譜〕

AH288。 2-25-1の 分流 (政光第二子)                 文化2.8。 /嶋森助吉道屋

梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :丸 ノ内三本竹〕

287 ,☆川                         備考1 道清※―道家―道則―道常―道定―道忠―

道行―道助―道勝―道屋

A288.2-289 系譜 〔源姓渋川氏系譜〕            備考 2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年

文化2.8.12/渋 川庄右衛門直識             御当家二奉仕

備考 1 直昌※―清成―清信―直清―直常―直識―     II-22¨ 44

備考2 ※義宣公御遷封之時従盛重公仙北角館住

A288.2-291… 5 嶋森氏系図

〔平姓嶋森氏(本名篠森)系図〕

288 嶋田                             文化2.8。 /嶋森弟四郎景書

梅津亀松組下 0角 間川給人

A288.2-290 系譜 〔嶋田氏系譜 姓平〕                〔紋 :三 ツ鱗〕

文化2.8./嶋田蔵人高存            備考 1 -景信※一道景一道竃―道賓―暁定―景書

多賀谷下総組下                備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年

〔紋 :ニ ツ右巴〕                   始テ御当家二奉仕

備考 1 吉高※―高尚―高久―高営―高存―        II-22-46
備考2 ※正保年中芦名盛俊公二始而仕

290 清水

289  山島デ果
A288.2-292 清水氏系図 〔平姓清水氏系図〕

A288.2-291-1 嶋森氏系譜 〔平姓嶋森氏系譜〕             天保9。 /清水菊治政晴

文化2.8。 /嶋森市郎右衛門道祐         備考 1 清政※―政重―政更―政盈―政為―政房―

梅津亀松組下・角間川給人              政常―政猶―政晴

〔紋 :九星〕                 備考2 ※延宝二年故有テ能代下代二抱

備考 1 -清直※―清定―道清―道信一道経―

清永―道堅―道祐

備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年   291 下遠

始テ御当家二奉仕

Ⅱ…22-45                        A288.2-293 藤原氏下遠系図

文政12.8。 /下遠助兵衛重記

A288.2-291-2 嶋森氏分流系譜 〔平姓嶋森氏系譜〕           〔紋 :釘抜〕

文化2.8。 /嶋森喜藤太道吉           備考 1 某※―某―重快―重忠―重衡一重賢―

梅津亀松組下・角間川給人               重都―重記一

〔紋 :丸 ノ内違丁子〕             備考2 ※慶長御遷封之時式部義成二従騎馬ニテ下

備考 1 道次―道論―道久―道武―道保一道吉            ル

A288。 2-291-4の分流 (道清二男分流)           Ⅲ-115

11-22-44

A0288.2-42 下遠氏系図 〔藤原姓下遠氏系図〕

A288.2-291-3 嶋森氏分流系譜 〔平姓嶋森氏系譜〕           明治3.4.29/下遠健治重光

文化2.8./嶋森金蔵道利            備考 1 重明―重行―重久―重堅一重憲―重治一

梅津亀松組下・角間川給人               重則―重員―重任―重光

〔紋 :丸 ノ内九星〕              A0288。 2-43の分流 (重快三男)

備考 1 清國―清安―清元―道頼―道秀―道盛―      Ⅲ-115

道利
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A0288.2-43 藤原之姓下遠系図             296 白川
明治3.5。 下旬/下遠助兵衛重通

備考 1 某※―某―重快―重忠―重衡―重賢―      A288.2-568 藤原姓白川系図
重都―重記―重通                     文化2.12.19/白川七郎兵衛朝陳

備考2 ※慶長七年常州ヨリ羽州へ御遷封之時～羽          〔禄高 :300.000〕

州へ下ル                   備考 1 祐廣*～朝綱※―朝誉☆―朝盈―朝信一
III-115                            朝伯―朝陳―

備考2 *白川結城之祖也

※元和二年到予羽州角館～仕予佐竹義宣公
292[主 出                             ☆寛文九年移自角館到久保田

I-73

A0288.245 主出氏系図 〔藤原姓主出氏系図〕

明治3.6。 /主出兵吉志道           A288.2-569 藤原姓自川系図
備考 1 士心―志道                   備考 1 祐廣*～朝綱※―朝誉☆―朝盈―朝信一

朝伯―朝陳―朝宜

備考 2 *白川結城之祖也
293 :正阿弥                            ※元和三年到千羽州角館～仕千佐竹義宣公

☆寛文九年移自角館到久保田
A288.2-671 佐竹藩鍔師正阿弥氏由緒書           A288。 2-568の 下書

備考 1 重吉―重高―重常―重央             I-73

294 庄 司                    297 白坂

A288.2-295-1 庄司氏系図                A288.2… 296…1 自坂氏系図
天保8。 6。 /庄司作兵衛善継                文化2.8./白 坂沖負正平

備考 1 善行※―善郷―善興―善重―善運―善継一          大山十郎組下
備考 2 ※承応二年～富山ヲ出テ秋田工来 り        備考 1 正重―正友―正定―正盛―正忠―氏正一

正斎―正房―正平
A288.2-295-2 庄司氏二男系図               A288。 2-296-9の 分流 (正光第二子)

天保8.6。 /庄司友之助善房           II-22-35
備考 1 善政―善幸―善房

A288.2-295-1の 分流 (善重第二子)           A288.2-296-2 家系 [白坂氏]〔姓藤原〕

文化2.8。 /白坂亀松高英

〔紋 :丸之内三鱗〕
295 東海林                     備考 1 高忠―高正一高末―高成―高英

A288.2-296-5の 分流 (高貞二男)

A288.2-294-1 藤原姓東海林氏系図

安政4.2./東海林作左衛門正之        A288.2-296-3 白坂氏系図
備考 1 正秀※―某―某―正敏―正厚―正之一            文化2.8./白 坂五郎太正成
備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時～秋田二下          大山十郎組下

ル                      備考 1 正利―正清―正頼―正勝―正行―正成―

A288。 2-296-9の 分流 (正光第三子)

A288.2-294-2 東海林氏系図 〔平姓東海林氏系図〕      II… 22-35

文化2.8./東海林丈吉某

梅津亀松組下・角間川給人          A288.2-296-4 白坂氏系図 〔藤原姓白坂氏〕
〔禄高 :9.476 紋 :三 ツ雁〕              文化2。 8。 /白坂作左衛門忠堅

備考 1 -某※―道臣―道永一定継―道尚―道治―          〔紋 :丸 二三鱗〕
某                       備考 1 忠之―忠也―忠治―忠正一忠堅―

備考 2 ※慶長六年御当家二奉仕             (忠 善之二男)

II-22-22
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A288.2-296-5 家系 〔姓藤原白坂氏〕 299  7驀

文化2.8./白 坂治部右衛門高定

松野茂右衛門組下・桧山給メ、         A288.2-437 秦氏系図

備考 1 高家※―國氏―高陳―國墓―高則一高敬―

高定

安政5。 3./

備考 1 清興※一清ル

/秦平蔵清行

備考 2 ※慶長七年御国替之刻～御供罷下                  
拳~清則一清知

(忠重□男)

一清兼―清久―

清信一清永一―清英一清行

備考 2

A288.2-296-6                           

※慶長七年御遷封後御跡ヲ

白坂氏系図

慕ヒ傍輩同伴罷

下 リ

文化2.8。 /白坂治兵衛正成

大山十郎組下

備考 1 正則―正國―正成-            300 
新國

A288。 2-296-9の分流 (正道二男)

II-22-35

A288.2-298 家系 〔平姓新國氏〕

A288.2-296-7                            

文化2.8。 25/新國久吉宗明

藤原姓白坂氏伝

〔紋 :一三ツ星〕

文化2.8.25/                 
備考 1 -宗庸―宗用―宗種―某―

白坂清右衛門忠好

松野茂右衛門組下・桧山給メ                          

宗逢―宗英一

宗明

〔紋 :丸 二三ツ鱗〕

備考 1 忠國※一忠次―忠清―忠有―忠好―

備考2 ※御国替以後罷               301 
陶

下

(忠盛二男 ) A288.2-299-1 陶氏系譜

A288.2-296-8 藤原姓白坂氏伝                     
化3.4/陶小市郎光根

文化2.8。 25/
佐竹河内組下・角館給人

白坂文左衛門忠幹 備考 1

松野茂右衛門組下・桧山給メ

ー光久※―光連―光國―光政―光廣―

〔紋 :丸 二三ツ鱗〕

光重―光根

備考 2 ※慶長七年義宣公秋田ヱ御国替二付義宣公

備考 1 忠久―忠正一忠氏―忠益―忠営一忠幹―

A288。 2-296-7の分流 (忠國第三之弟)                
盛重公御同道ニテ御下向之節御供仕罷下

II-25-54

A288.2-296-9 自坂氏系図 〔藤原姓 白坂氏〕 A288.2-299-2 陶氏分流系譜

文化2.8./白 坂杢兵衛正慶

大山十郎組下

文化3.4./陶助右衛門光釣

佐竹河内組下・角館給人

備考 1 正光※―正直―正道―正元―正氏―正之―

正興―正慶

備考 1 光尚―光定―

―光之―光釜

―光次―光治―福光―光博

備考 2 ※慶長年中羽州秋田御遷封之時従義宣公而

住秋田郡湊                          

勺

A288。 2-299-1の 分流

II-22-35

(光親二子 )

II-25-54

A288.2…299-3 陶氏分流系譜

298 白土

文化3.4./陶武右衛門光武

備考 1

A288.2-297                             

光清―光行――光都―光武―

A288.2-299-1の 分流

白土氏家伝系図 〔白土氏家伝系図 源姓〕              (光
連二子)

II-25-54

文化2./白 土五郎右衛門兼礁

備考 1 陛

湯沢給人        
・

登種―隆利―□□―高次―□□―高信一

高則―□□―兼高-            302 
菅野

AS288.3-215- 7 覚 [白 土氏裁半J請文]           A288.2-300-1 
系図 〔藤原姓菅野氏家系〕

文化3.2./白 土庄兵衛

文化2.10。 /菅野嘉兵衛影冨

備考 3 覚

備考 1 影親※―影元―影重―影廣―影信一影林一

影 冨 ―
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備考 2 ※慶長七年御遷封之硼旅用無之御述 ヨリ罷   305
下                     

介川

A288.2-300-2                      AH288.3-22 
介川家随筆 介川家家筋之次第手拍

二男系図 〔藤原姓菅野氏系図二男分流〕 文政6。 /
文化2。 10。 /菅野東三郎影福 備考 3 覚

備考 1 影次―影由―影智―影営―影長―影福

A288。 2-300-1の分流 (影親実弟) AH288.3-23 新撰家系補正内調井考草

天保15。 10./介 川通景

303 杉澤

備考 3 覚

A288.2-301-l                       AH288.3-26…
1 文政十一年介川東馬家筋二付御記録処

杉澤氏系図 〔源姓杉澤氏系図〕

文政12.8./杉澤忠兵衛勝急                    
よりの写 家筋に関する伺外

文政11。 /
備考 1 -某 ―勝政―勝定―勝久―勝治―勝由―

勝定―勝延―勝急―               
備考 3 覚

A288.2-301-2                      AH288.3-26-2 [文
政十一年介川東馬家筋に付御記録

系譜並由緒書 〔源姓杉澤氏系図〕

文化2.9。 /杉澤忠兵衛勝急

処上 りの写ほか]

文政11./
〔紋 :替紋五三桐〕 備考 3 覚

備考 1 -某 ―勝政※―勝定―勝久―勝治―勝由―

勝定―勝延―勝急 AH288.3-27 文政十一年介川東馬家筋二付御記録処

備考 2 ※慶長年中山本郡桧山二於テ義成公御時始

テ御家臣 卜成

よりの写 家筋に関する伺外

文政11./介 川八十郎

備考 3 覚
A288.2-302 杉澤氏系図 E源姓杉澤氏系図〕

文化2.8。 /杉澤市左衛門道遠

梅津亀松組下・角間川給人 306 菅生

〔紋 :輪 ノ内剣カタハ ミ〕

備考 1 -道次※―道長―道好―道重―道廣――      A288.2-304-1 菅原姓菅生氏系図

道信一道一―道遠― 文化2.9。 22/菅生吉左衛門相玉

備考 2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年

始テ御当家二奉仕                    
向帯刀組下

ス

II-25-53

〔紋 :花菱〕

備考 1 相之※―相照―相精―相行―相栄―相平―

相只―相玉

A0288.2-46 杉沢氏系図井二由緒書 備考 2 ※義宣公秋田御移翌年関東 ヨリ下

明治3.11./杉 沢忠右衛門勝直

備考 1 勝政※―勝定一勝久―勝治―勝由―勝定―    A288.2-304-2 菅生氏家系

勝延―勝急―勝匡―勝直 〔菅原性菅生吉左衛門相之二男分流系図〕

備考 2 ※慶長年中御足軽二被召抱 文化2.8.15/菅生彦之丞相堅

向帯刀組下

304 杉 山

備考 1 相勝―相師一相満―相延―相堅―

A288。 2-304-1の 分流 (相之二男)

A288.2-303 杉山氏新調系図 E藤原姓杉山氏系図〕

文政8.3./杉山文治政徳 307

〔禄高 :84.892〕              
鈴木

備考 1 政常―政次―政綱―政親―政賓―政直―     A288.2-305-1 家伝書 〔鈴木氏〕

政貞一政茂―政清―友隣―政徳― 文化3.7./鈴木平助重武

備考 1 某―某―重基―重レー重房―重勝―重武―

A288.2-305-2 分流家伝書 〔鈴木氏〕
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文化2.8。 /鈴木平九郎重久           備考 1 家光※―家矩一家兼―家賞―家辰―家智―

備考 1 重慶一某―重園―重久一                 家里

A288.2-305-1の 分流 (宗家八左衛間二男)         備考 2 ※御国替ノ節～屋形様御供仕罷下

A288.2-305-3 源姓鈴木氏系図              A288.2-305… 10 分地二男源姓鈴木氏系図

文政12.8。 /鈴木助二郎重徳                        〔源姓鈴木氏系図〕

〔紋 :稲穂〕                      文化2。 9。 27/鈴木又右衛門重共

備考 1 家次―重恭―重用―重憧―重孝―重慶―           向帯刀組下

重連―重行―重徳                備考 1 重安―重良―重長一重連―重行―重共―

(重家之後胤)                     A288.2-305-8の 分流 (重敦二男)

II-25… 22

A288.2-305-4 新調鈴木系図 〔源姓鈴木氏〕

文政9.11./鈴 木作右衛門重教        A288.2-306-1 家系 〔鈴木氏〕

安城寺給人                       文化2.8。 /鈴木小右衛門忠良

〔紋 :三 ツ柏〕                     松野茂右衛門組下 0桧山給人

備考 1 重英一重教―                  備考 1 -忠俊※―忠栄―忠賢―忠許―忠勝一

備考 2 農家タリ                        忠良―

(文化)七年～永ク近進 ノ士準セラル       備考 2 ※御国替之御翌年罷下

木名田中
A288.2-305-5 鈴木氏系図                 II-25-24

安政5。 3。 /鈴木源之助重清

備考 1 重信※―重倫―重成―重元―重直一重完―    A288.2-306-2 鈴木氏家系 〔姓藤原鈴木氏〕

重頼―重真―重清                     文化2.8。 /鈴木十左衛門忠兼

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷          松野茂右衛門組下・桧山給人

下                      備考 1 正重―正春―忠安―忠兼―

A288.2-307-2の 分流 (正清二男)

A288.2-305-6 系譜 〔穂積姓鈴木氏系譜〕          II-25-24
文化3./鈴木正左衛門重基

渋江堅治家臣                A288.2-306… 3 鈴木氏家伝系図 〔鈴木氏家伝系図〕

備考 1 -重高※―重武―重明―重貞一明貞一            文化2.5。 27/鈴木善吉家伯

重康―重常―重行―重定―重基               湯沢給人

備考 2 ※慶長七年～秋田二来 り             備考 1 家□※―家□一家□―家忠―家之―家伯一

H-29-33                         備考 2 ※御国替之後二罷下雄勝郡倉内村二住居

II-25-19

A288.2-305-7 鈴木氏系譜

文化2.7./鈴木祐説喜忠           A288.2-306-4 鈴木氏系図

備考 1 某―某―喜忠一                      文化2.8。 /鈴木頼母重恵

湯沢給人

A288.2-305-8 源姓鈴木氏系図               備考 1 -重信一重正一重安―重光―重張―重喬

文化2.9.27/鈴 木惣左衛門重孝             ―重意―

向帯刀組下

備考 1 -重敦※―重張―重連―重知―重朝―      A288.2-307-1 家系 〔鈴木伝〕

重好―重孝一                       文化2.7./鈴木直之丞宗昌

備考 2 ※慶長年中義宣公羽州工御遷封ノ後秋田二          松野茂右衛門組下・能代給人

罷下                          〔紋 :違鷹羽〕
H-25-22                         備考 1 -宗次※―宗時―宗友―宗親―宗武―

宗直―宗休―宗昌
A288.2-305-9 鈴木氏系譜                 備考 2 ※御国替以後罷下

文化2.8./鈴木賢治家里            II-25-25
佐竹河内組下・角館給人

〔紋 :波丸〕               A288.2-307-2 家系 〔鈴木氏〕
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文化2.8。 /鈴木平左衛門忠延          A288.2-549-2の 分流 (秀綱第二子)

松野茂右衛門組下・桧山給人          II-14-2
備考 1 正清―正次―正諮―正直―忠康―忠延―
A288。 2…306-1の 分流 (忠久二男)

309 須藤II-25-24

A288.2-307-3 鈴木系図 〔藤原姓鈴木系図〕        A288.2-309-1 系図書継 〔藤原姓須藤伝〕

文化2.8./須藤亀蔵定成文化2.8./鈴木兵蔵盛朋

多賀谷下総組下松野茂右衛門組下・桧山給人

〔紋 :丸 ノ内二三ツ星〕備考 1 盛長※―盛安―盛道―盛忠―盛直―盛頼―

備考 1 定直一定清一定勝一定政一定成盛朋―

備考 2 ※慶長年中御国替之制御足軽御奉公        A288。 2-309-5の 分流 (定次実二男)

II-25-23

A288.2… 309-2 須藤氏二男分流系図 〔藤原姓須藤氏〕

文化3。 5。 /須藤亀松資因
A288.2-307-4 鈴木氏系図

〔紋 :一重輪 ノ内松川菱〕文化2.8。 /鈴木勇八秀安

備考 1 久重―資慶―資易―資信一資則―資秀―湯沢給人

備考 1 秀里※―秀國―秀行―秀兼―秀満―秀昌一         資因

A288。 2-309-3の 分流 (久光第四子)
秀重―秀安―

備考 2 ※御国替後御跡 ヨリ罷下御奉公仕         II-25-27
11-25-28

A288.2-309-3 須藤氏系図 〔藤原姓須藤氏〕

文化3.5./須藤官蔵資美県B-758 源姓鈴木氏系図

〔紋 :松川菱〕文化2.11./鈴 木助三郎重連

備考 1 資久※一久光―資定―資邦―資重―資親―佐竹石見家臣

備考 1 家次―重泰―重用―重性―重孝―重慶―          資久―資美―

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来重連

II-25-27備考 2 包紙「東 ノ六十二」

III-124

A288.2-309¨ 4 須藤氏系譜 〔藤原姓須藤氏系譜〕

文化2.8。 15/須藤三平元迩湊29 日上 [鈴木氏]

佐竹河内組下・角館給人天保10。 2./鈴木杢右衛門

〔紋 :丸 二違鷹〕備考 3 由緒書

備考 1 元勝※―元光―元中―元包―元春―元重一

死迩―

備考 2 ※芦名家御断絶 ノ後式部様江被付置
308 須 田

II-25-31

A288.2-308-1 箭田野氏支流系譜 [須田氏]

〔藤原姓箭田野氏支流系図〕    A288.2-309-5 系図書継 〔藤原姓須藤伝〕

文化2.8。 /須藤彦六定政文化2./須田源六行勝

多賀谷下総組下戸村十太夫組下

備考 1 秀壽―秀久―秀門―行光―行廣―行前一      備考 1 定次※一定利一定賢一定重一定勝―某―

定政―行勝―

備考 2 ※慶長十二年仙北角館工罷下～明暦二年ニA288。 2-549-2の分流 (秀行第二子)

桧山工被移置II-14-2

A288.2…308-2 箭田野氏支流系譜 [須田氏]

〔藤原姓箭田野氏支流系図〕  310 須磨
文化2.8。 /須田三右衛門行常

A288.2-310 須磨氏系図 〔伝日藤原姓〕戸村十太夫組 下

天保8./須磨与七郎時敏備考 1 秀盛―秀親―行在―行常―
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道定―道重―道成備考 1 某―則裕一時敏

備考 2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス備考 2 商家 タル

小野寺庶流

II-24-26

311 妹尾

関口氏系図 〔藤原姓関口氏系図〕A288.2-313-2

文化2.8。 /関 口林之助道富A288.2-311 妹尾氏系図 〔藤原姓妹尾氏〕

梅津亀松組下・角間川給人文化2.7./妹尾吉左衛門兼布

〔紋 :丸 ノ内四ツロ〕〔禄高 :15.000〕

備考 1 兼久※―兼氏―兼政―兼行―兼良―兼應―     備考 1 道俊一道定―道教―道秀―道富―

A288。 2-313-1の 分流 (道高二男分流)兼布―

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ時～秋田二来 り平鹿郡     II-24-26
横手二住ス

関口氏系図 〔藤原姓関口氏系図〕A288.2-313-3

文化2.8。 /関 口祐四郎某

梅津亀松組下・角間川給人312 関

〔紋 :五瓜〕

A288.2-312-1 系図 〔藤原姓関氏次男系図〕         備考 1 -道房※―道教―道喜―道イー道久―

文化2.8.19/関 小市郎正久               道任―道祐一某

備考 1 正治一正定―正直―正久一            備考2 ※慶長年中ヨリ御当家二奉仕

小野寺家ノ庶流A288.2-312-2の 分流 (正次二男)

II-24-2711-24-22

関口氏系譜 〔源姓関口氏系図〕A288.2-312-2 系図 〔藤原姓関氏系図〕          A288.2-313-4
文化2.8。 /関 口兵右衛門秀裕文化2.8。 19/関彦惣正法

梅津亀松組下・角間川給人備考 1 -正重※―正次―正茂―正友―正安―正法

〔紋 :五瓜〕備考2 ※慶長七年羽州江御国替之節～御供罷下

備考 1 -秀政※―秀直―秀益―秀厚―秀由―II-24-22

秀盈―秀裕―

備考 2 ※ (慶長)七年初テ御当家二奉仕A288.2-312-3 藤原姓関之系図

文化2.8。 /関常右衛門道郷           II-24-25
備考 1 -道寛※一道次―道経―道丘一道基―

道成―道郷―

備考 2 ※此代常州ヨリ秋田大館下 り        314 瀬谷

II-24-21

平姓瀬谷氏分流三男家系A288.2-314-1

文化2.8。 15/瀬谷清五郎胤智A288.2-312-4 藤原姓関氏系図

向帯刀組下文化2.8。 16/関松之助為則

〔紋 :半月二九星〕備考 1 某※―為清―為最―為央―為俊―為久―

備考 1 胤季一胤以一胤於一始L清 ―胤智―為永一為則

備考 2 ※御遷封之時御供二而罷下            A288。 2-314-3の 分流 (光胤三男)

II-24(II-24-24

A288.2-314-2 平姓瀬谷氏分地二男家系

文化2.8。 15/瀬谷長左衛門胤通313 関口

向帯刀組下

〔紋 :半月二八星〕A288.2-313-1 関口氏系図 E藤原姓関国氏系図〕

文化2.8。 /関「]小助道成            備考 1 家胤―春胤―胤有一胤以一胤所一胤通―

梅津亀松組下・角間川給人           A288。 2-314-3の 分流 (光胤二男)

II-24-6〔紋 :丸 ノ内四ツ日〕

備考 1 -道高※―道政―侯道―道繁―道朝―
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A288.2-314… 3 平姓瀬谷氏家系                    文化2.5。 25/添田左司馬家干
文化2.9。 22/瀬谷和右衛門胤納              〔紋 :丸陰之桔梗〕
向帯刀組下                  備考 1 家定一家次―家信一家長―家浮―家千
〔紋 :半月二七星〕              A288.2-672… 1の分流 (家廣二男)

備考 1 光婚L※―助婚L―一清L一 千胤―婚L因 ―胤寅―     II-10-2
婚L納―

備考2 ※元和三年羽州工罷下
II-24(                    318 高柿/高垣

A288.2-317-1 源性系図
315 芹田 〔高柿彦右衛門先祖准四男分流 高垣七郎分流〕

文化2.8。 /高柿勘右衛門吉国
A288.2-315 系図 〔藤原姓芹田氏〕                  〔禄高 :16.000〕

文化2.7./芹田龍蔵高寛            備考 1 吉秀一吉年一吉忠―重明―重知―吉園―
〔紋 :一 ノ字二三ツ星糸輪〕          A288.2-317-2の分流 (吉持三男)

備考 1 高清―高末―高継―高寛―            H_27-13

A288.2-317-2 源性系図
316 泉波 〔高柿彦右衛門先祖准四男分流〕

文化2.8。 /高柿七郎重剛
A288.2-316 源姓泉波氏系図                備考 1 -吉敦―吉持※―吉文―吉賢―盛吉―

慶応2.9./泉波元杏壽勝                重胤―重盈―重喬―重剛―
〔禄高 :5人扶持、給銀3枚〕          備考2 ※常陸ヨリ御供ニテ下ル

備考 1 壽勝                      II_27-13

A288.2-317… 3 源姓系図
317 添田 〔高柿彦右衛門先祖准四男分流 高柿七郎分流〕

文化2.8./高 柿源左衛門吉遇
A288.2-672-1 添田氏家伝系図                     〔禄高 :35。 268〕

/添 田清右衛門家平         備考 1 吉本一吉忠―吉郡―吉通―重元―重矩―
湯沢給人                       吉遇―

備考 1 家正※―家廣―家高―家重―家勝―家久―     A288,2… 317-2の 分流 (吉持二男)

家平―                     II_27-13
備考2 ※羽州御遷封之硼罷下
II-10-2 A288.2-317-4 高柿氏系図

文化3,4./高 柿彦右衛門重邦
A288.2-672-2 添田氏分流家系                     〔禄高 :226。 161〕

文化2.5.25/添 田彦七家重           備考 1 盈貞―重利―則重―重意―重包―重邦―
湯沢給人                   II_27-2

備考 1 家宗―家久―為家―家長―家信一家重―
A288.2-672-1の 分流 (家正実弟二男家)         A288.2… 318…1 高垣氏系譜 〔源姓高垣氏系譜〕
II-10…2 文化2.閏 8。 /高垣丈右衛門重倫

佐竹河内家人
A288.2-672-3 添田氏分流家系 〔紋 :丸 ノ内二団扇〕

文化2.5。 25/添田吉右衛門家春         備考 1 吉末―吉種―重延―重康―重隆―重郷―
湯沢給人                       重倫―

備考 1 家種―家直―家久―家堅―家豊―家春―      A288。 2-317-2の 分流
A288。 2-672-1の分流 (家正三男)             II_28-6
11-10-2

A288.2-318-2 高垣氏系図
A288.2-672-4 添田氏分流家系                    文化2.8。 /高垣兵右衛門重琴
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〔禄高 :229。 588 紋 :唐園扇〕 A288.2-319-6 次男高久氏 [系 図]

備考 1 重久―重春―重則―重宗一重定―重央一 〔高久氏 高久治左衛門直忠第二子次男分流〕

重乙―重枝―重威―重琴 天保5.5。 /高久善左衛門景信

A288.2…318-3                       
備考 1 景勝―景定―景道一景信一

高垣氏二男分流系図 A288.2-319-3の 分流 (直忠第二子次男分流)

文化3.5。 /高垣新兵衛重寄 II-27-3

〔禄高 :149。 990 紋 :一重細輪二団扇〕

備考 1 重親―重春―重休―信重―重良―重央―

重量―重寄                  A288.2-319-7 
高久氏 [系 図]

(重有第二子)                          
天保6.7./高 久喜門景行

備考 1 昌景―景亮―景長―景幸―景明―景宏―

景行―

319 高久                     A288.2-319-2の
分流 (昌基第二子)

II-27-3

A288.2-319-1 高久氏系図 A288.2-319-8 支流源姓高久氏系譜

天保6.6。 /高久鉄之助景本 天保5.2./高 久半二良直
(マ ¬

備考 1 -義勝―直勝※―景政―景忠―景冨― E紋 :丸挟 ミノ内二三ツ違 ヒ扇〕

景信一景直―景房―景認―景高一景本 備考 1 直次―直俊―直易―直堅―直行―直賢―

備考 2 ※天英公羽州遷封ノ後年ヲ経テ常州ヨリ来

ル                          
直徳―直温―直

(マ 0

H-27-3                          288.2-319-5の
分流 (直重次男)

II-27-11

A288.2-319-2 系図 〔源姓高久氏二男〕 A288.2-319-9 系図 [高久氏]

/高久彦四郎介景 天保6.閏 7./高 久伝左衛門景岡

備考 1 景宗一景基※―景尚一景光一景晴一景徳― 佐竹中務家人

景行―景令―景道一介景 備考 1 尚時―尚持―尚元―尚茂―景知―景吉一

備考 2 ※慶長十一年常州ヨリ来 り勤仕ス 景慶―景方―景岡一

A288.2-319-1の 分流 (義朋之弟)

H-27-3                         A288.2-319-2の
分流 (景宗之二男)

II-27-3

A288.2-319-3 二男家高久氏 A288.2-319-10 高久氏系図 〔源姓高久氏系図〕

天保5.5。 /高久治左衛門景福 文化2.閏 8。 /高久侍九郎宗治

備考 1 直次―直忠一景光一景昭―景永一景福― 南家人

A288.2-319-1の 分流 (義勝第二子)

H-27-3                         
備考 1 -定宗※―宗勝―茂稚―宗春一宗宣一

宗般―宗治

備考 2 ※慶長七年御遷封 ノ節同十一年御跡 ヨリ罷

A288.2-319-4 高久氏二男分流系図 下

天保6.6./高 久立助景正

備考 1 景豊一景行―景房一景安―景認一景清― AS288.2-100-1 高久氏 [系 図]

景正 〔高久治左衛門直忠第二子次男分流〕

A288.2-319-1の 分流 (景政二男)

II-27-3

天保5.4./

備考 3 景勝一代のなの記述

A288.2-319-5 源姓高久氏家譜

天保6.5。 /高久良衛門直常 320 高崎

〔紋 :丸 ノ内三ツ違扇〕

備考 1 義直―直重一1巨廣一直武一直信一直告一 A288.2-320 系図 〔姓不詳高崎氏〕

直充一直次一直堅一直有―直本一直常―

備考 2

文化2.7./高 崎惣左衛門信孝

高久鉄之助景本先祖分流 備考 1 某※―信親―信利―信孝

A288.2-319-1の 分流か 備考 2 ※御当家江被召出御奉公相勤

II-27-11
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321 高階                          道昆―秀重―某

備考2 ※小野寺遠江守義道二仕フ～慶長六年小野
A288.2-321-1 高階氏系譜 〔源姓高階氏系譜〕             寺家領地没収ノ後～御当家二奉仕

文化2.8./高階強右衛門光孝          II-9-67
備考 1 光治※―光政―光吉―光孝―

備考2 ※南部家二仕簗田氏ヲ名乗、後有故母方苗

字高階氏二改、羽州角館工立越      326 高橋

A288.2-321-2 藤原姓高階氏系図             A288.2-326-1 高橋氏系図 〔源姓高橋氏〕
文化2.8./高階囚獄光治                 文化2.7。 /高橋新太良家政
〔紋 :鶴 ノ丸〕                備考 1 家光※一家盛―家次―家國―某―家通―

備考 1 光貞―光直―光忠―光幸―光政―光好―          家政
光武―光治一                  備考2 ※天山公鷹匠勤仕

II-9-36

322 高嶋                        A288.2-326… 2 高橋氏系図 〔源姓高橋氏〕

文化2.7./高 橋伊左衛門家云
A288.2-322 藤原姓高嶋氏系図                    〔禄高 :3人扶持、給80日

万延元。6./高嶋甚之助定則                      紋 :丸 ニケソカタハミ〕
備考 1 定基※一定明一定知一定保一定章一定盛―     備考 1 某―家秋―家知―家云―

定真一定範一定堅一定行一定朝一定則―      (新 太郎分流)

備考 2 慶長七年御遷封ノ硼～御供仕罷下横手二居

住仕候                    A288.2… 326-3 系図 〔高橋系〕

文化2.6.29/高橋喜兵衛信美

備考 1 信清※―某一某―信果―昌常―昌茂―
323 高杉                         信美―

備考 2 ※御当家江被召出
A288.2-323 高杉氏系譜

文化2.8。 /高杉善太重房           A288.2-326-4 高橋氏系図

佐竹河内組下                      安政5。 3./高橋二郎左衛門信昌
備考 1 -重道※―重尚―重賞―重久―重品―       備考 1 信嘉※―信売一信由―信友一信頼―

重房一                         信成―信昌

備考 2 ※御国替ノ節芦名氏二従テ下ル以来角館二     備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷
住ス                          下

II-9-62

A288.2-326-5 高橋氏系図 〔源姓高橋氏系図〕

弘化3.3./高橋鉄之助直一
324 高瀬                            〔禄高 :0.005、 5人扶持、

給金2匁2分銀6匁〕
A288.2-324 系図 [高瀬氏]〔系図 源性〕         備考 1 直重―直孝―直政―直一―直茂―直栄―

文化2.6。 29/高瀬典左衛門了央             直方―直一

備考 1 -了茂―了基―了央―

A288.2-326-6 高橋氏系図

安政5.3。 /高橋友之進信豊
325 高田                        備考 1 信時※―信憲―信頼―信恵―信輝―信易―

信知―信庸一信豊
A288.2-325 高田氏系図 〔平姓高田氏系図〕         備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

文化2.8。 /高 田二之助某                 下

梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :九星〕                A288.2-326-7 系図 〔源姓高橋氏系図〕
備考 1 秀用※―道喜―常喜―常兼―道比―道直一          天保15.10./高 橋彦九郎久俊
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〔紋 :三蓋笠〕                備考 1 -通信※一通孝一通茂―等通―道祥一

備考 1 久儒―久衷―久達―久澄―久利―久俊―          道房―

備考2 ※慶長七年東義賢二従テ常州ヨリ来ル

A288.2-327 源姓高橋氏系図

〔源姓高橋氏(本氏土岐)系図〕

慶応3.3./高橋類蔵綱定         331 多賀谷

備考 1 -光繁※―光昌―光次―光宗―光忠―

光延―光直―光重―綱貞―光貞―綱定一     A288.2-332 系図書継 〔平姓多賀谷氏〕

備考2 ※義重公慶長七年従公来子羽州仙北郡            文化3.7./多 賀谷慶之助経長

多賀谷下総家来

備考 1 -経雅※―経忠―家基―経年一重員―

327 高畠                            経忠―敬忠―経長

備考2 ※慶長七年～宣家二従テ秋田二来リ

A288.2-673 高畠氏分流系図 〔源姓高畠氏系図〕       II-29-25
文化2.7./高畠軍蔵長憶

備考 1 長久一長堅―長矩―長正一長憶一

備考2 下書                   332 高山

(長治第二子)

A288.2-330-1 高山氏系譜 〔平姓高山氏系譜〕

文化2.8。 /高山孫左衛門道信

328 高部                             梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :丸之内三亀甲〕

A288.2-328 新調高部氏系図 〔源姓高部氏系図〕       備考 1 永光―道品―道頼―道賞―道精―道包―

文化4.5。 /高部茂右衛門景平              道信一

東家臣

〔紋 :三 ツ銀杏五町掛り〕          A288.2… 330-2 高山系図

備考 1 -義清※一景通―景晴―景利一景忠一            文化2.閏 8。 /高山領右衛門重徳

景恒―景久―景平                備考 1 -重正一重吉―重辰―重常―重匡―重良一

備考2 ※慶長七年～奉公仕ルヘキの證文ヲ賜フ          重徳―

329 田上 333  罪iE鮮署

A288.2-335-1 瀧澤氏系譜 〔藤原姓瀧澤氏系譜〕A288.2-331-1 系譜 〔藤原姓田上氏系譜〕

文化2.8。 /瀧澤三右衛門道房文化2.8./田 上宗碩為称

梅津亀松組下・角間川給人〔紋 :ツ ル花菱シ〕

〔紋 :二重亀甲二桔梗〕備考 1 某※―某―為俊―為親―為隆―為称

備考 1 -道維※―道吉―道久一道信一道清一備考 2 ※羽州秋田仙北郡大曲邑二到ル後チ久保田

維清―道郷―道房―二移 り住ス

                           七年初テ御当家へ奉仕備考 2 ※ (慶長)

II-9-60A288.2-331-2 田上氏系図 〔藤原姓田上氏〕

文化2.7./田 上典八郎為治

A288.2-335-2 瀧澤氏分流系譜 〔藤原姓瀧澤氏系図〕備考 1 為清―為次―為定―為治―

文化2.8。 /瀧澤喜興松定穀A288.2-331-1の 分流 (為俊二男)

梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :二重亀甲ノ内桔梗〕

備考 1 維政一定次―道良一道行一定経一定好―330  F封本寸

定穀

(道維二男分流)A288.2-335…1の分流A288.2-329 新調高村氏系図 〔豊原姓高村氏系図〕

II-9-60文化4.5./高村兵四郎道房

東家臣
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A288.2-335-3 瀧澤氏分流系譜 〔藤原姓瀧澤氏系譜〕          佐竹河内家人

文化2.8。 /瀧澤新左衛門光始               〔紋 :丸 ノ内武田菱〕

〔紋 :二重亀甲之内桔梗〕           備考 1 重宗―重時―斯盈一斯易―斯只―斯通一

備考 1 光常―光久―光始―                   斯直―斯里

A288。 2-335-1の分流 (維清二男分流)           A288.2-337-4の 分流 (斯重二男)

II-9-60                                                 11-28-5

A288.2-337-2 竹内氏次男系図 〔源姓竹内氏分流系図〕

334 滝田                              天保13。 12./佐 竹外衛斯虎

佐竹乙菊家人

A288.2-336-1 家系 〔滝田伝〕               備考 1 重宗―重時―斯盈―斯易―斯只―斯通―

文化2.7./滝田佐九郎元保              斯虎―

松野茂右衛門組下 0能代給人         A288.2-337-4の分流 (斯重二男)

備考 1 元滋※―元智―元重―元達―元保―        II-28-5
備考2 ※御国替以後罷下

Ⅱ-9-75                        A288.2-337-3 竹内氏分流系図 〔源姓竹内氏分流系図〕

文化2.9。 /竹内善平治斯洪

A288.2-336-2 由緒書 〔滝田伝〕                   佐竹河内家人

文化2.8.3/滝 田半左衛門元格         備考 1 重豊※―重春―重易―斯伴―斯政―斯只―

松野茂右衛門組下 0桧山給人              斯英一斯洪

備考 1 元知―元未―元良―元賓―元格一         備考2 ※慶長七年御国替之時～常州ヨリ秋田下向

A288.2-336-1の 分流 (元保先祖分流)           A288。 2…337-4の分流

II-9-75                                                   11-28-5

A288.2-337¨ 4 竹内氏系譜

335 田 口                                  〔源姓竹内氏系譜 (本名竹林 )〕

文化2.9./竹内平治右衛門斯延

A288.2-333 系譜 〔田口氏系譜〕                  佐竹河内家人

文化2.7./田 口久太忠久            備考 1 -斯重※―重尚―重政一斯定―斯次一

〔禄高 :3人扶持、給銀80目 〕             斯安―斯延―

備考 1 某―某―某―忠次一忠久―            備考2 ※義宣公御国替之時～秋田二来

本名竹林

A288.2-334 新調田日系図 〔藤原姓田口氏〕         II-28-5
文政11.5。 22/田 口吉右衛門宗典

〔禄高 :365。 187 紋 :四 ツロ〕       県B-639-1 [竹 内氏由緒書]

備考 1 宗基※―宗定―某―宗徳―宗行―宗興―           天保13.8./竹 内外江

宗典                           佐竹乙菊家人

備考2 ※仙北郡金沢東根村ノ内竹原 卜云所二住ス     備考2 「北ノ三十四」

備考3 旧資料名 :諸家書上

A0288.2-49 田口氏系図                      御記録登載の吟味願い。4な 内外江・竹内外

明治3.4.19/田 国市右衛門清興             清由緒について

〔紋 :桔梗〕

備考 1 -某※一某―某―某―清喜一清香―清孝―    県B-867 覚 [竹内氏書上]

清武―清常―清興                     (天 保13。 )7./竹内外衛

備考2 ※御国替之節後下り                    佐竹乙菊家人

備考2 端書「天保十三年寅八月十一日」

備考3 佐竹虎菊家人竹内外衛について

:36 竹内

A288.2-337-1 竹内氏分流系図 〔源姓竹内氏分流〕

文化2.9./竹内乙吉斯里

―-93-―



337 武田 338 田崎

A288.2-338-1 源姓武田氏系図              A288.2-340 田崎氏家伝系図

天保12.3./武 田久膳親本                文化2.5。 /田崎林太□□

茂木将監組下・十二所給人                湯沢給人

〔紋 :割菱〕                 備考 1 忠□※―忠□―□□―忠久―忠盈―忠清―

備考 1 親政※―親吉―親利―親昌―親頼―親名―         □□

親本一                     備考 2 ※慶長七年御国替之後御跡 ヨリ罷下

備考 2 ※慶長七年秋田工来               II-9-13
11-9-48

A288.2-338-2 武田氏系譜 〔源姓武田氏系譜〕      339 立原

文化2.7./武田重右衛門繁郷

佐竹河内支配                A288.2… 345 月ヽ野岡大和家人立原氏系図

備考 1 -某※―某―繁郷―                    文化11.12./立原耕治年信

備考2 ※御改国之時～秋田下向                  小野岡大和家人

備考 1 従基※―幸秀―営純―伯知―亮候一年郷―

A288.2-338-3 武田吉左衛門二男分流系図              年信

〔源姓武田氏〕    備考2 ※大和義従ニシタカツテ当国へ来ル

文化2.8./武田甚助親賢            II… 29-17

茂木幸楠組下・十二所給人

〔禄高 :5人扶持〕

備考 1 親定―親利一親正一親白―親賢       340 館岡
A288。 2-339-1の分流 (親治第二子)

AS288.3… 217…15 覚 [館岡氏裁判請文]

A288.2-339-1 武田惣助二男分流系図                 文化3。 9。 29/館岡内蔵、同久内

〔源姓武田氏系図〕     備考3 覚

天保12.3./武 田多門親枝

茂木将監組下 0十二所給人

備考 1 親治―親久―親房―親一―親門―親雄-    341 館越

親枝―

(親政第二子)                    A0288.2-51 系図 〔藤原姓館越氏〕

明治3.5。 /館越三益勝久
A288.2-339-2 武田久膳二男分流系図                 〔禄高 :16.000、 5人扶持〕

〔源姓武田氏系図〕     備考 1 -勝昌※―勝由―勝知―勝行―勝有―

文化2.8。 /武 田藤四郎親径               勝秀―勝吉―勝忠―勝貞―勝久

茂木幸楠組下・十二所給人           備考2 ※慶長七～義成公目附役先下秋田

備考 1 親寛―親宗―親清―親敷―親貞―親径
A288.2-338-1の 分流 (親吉第二子)

Ⅱ―り48                    342 田中

A288.2-339-3 武田惣助支流系図 〔源姓武田氏〕      A288.2-341-1 新調田中家系 〔藤原姓田中氏系図〕

天保12.3。 /武田良吉親由                文化2.8.25/田 中寛太忠重

備考 1 親冨―親房―親光―親俺―親宗―親保―           多賀谷下総組下

親興―親由                   備考 1 忠□※―忠行―忠重―忠次―忠春―忠記―

A288。 2-338-1の 分流 (親政分流足軽瀬兵衛某第三子)        忠重
Π-9-48                         備考2 ※国替之節盛重致供角館江罷下

II―}9
AS288.3-215-9 覚 [武田氏裁判請文]

文化3.12./武 田栄球、同閑翁        A288.2-341-2 系図 [田 中氏]〔源氏〕

備考3 覚                            文化2.6。 /田中才助重貞

―-94-―



備考 1 重春―重範―重常―重英一重威―重貞     345 谷内

A288.2-341-3 田中氏系譜 〔平姓田中氏系譜〕       A288.2-344 谷内氏系図 〔藤原姓谷内氏世系〕
文政11.8。 /田中正太夫種致               天保8。 4。 /谷内順右衛門寛教
南家人                    備考 1 安称※―珍廣―珍寛―安賓―寛安―寛門―
〔紋 :輪 ノ内ニーノ字〕                寛武―寛禾―寛畔―寛教―

備考 1 -種直※一種忠一種盛一種与一種成―       備考2 ※初秋田郡大川村二住ス後能代工移住ス
種勝一種富一種致―

備考2 ※慶長七年～義種二従テ秋田二来ル

Ⅲ-137                    346 田伏

A288.2-341-4 田中氏系譜 〔平姓田中氏系譜〕       A288.2-346 平姓田伏系図
文化2.8./田中甚助道吉                 文化2。 11.26/田伏武太夫治村
梅津亀松組下 0角 間川給人           備考 1 -治貞※―利治―治記―治馬―治清―
〔紋 :ニ ツ雁〕                   治豊―治重―治村

備考 1 -範重※―範武―道久―道繁―秀由―       備考2 ※天英公二仕ヘテ子孫世々秋田郡大館二住
道陳―道則―道吉                II_}71

備考2 ※親当家二奉仕

本名赤松
II~)10                        347 田本寸

A288.2-347-1 系図 〔藤原姓田村氏〕
343 田名部                            文化2.7./田 村覚左衛門信征

備考 1 就信一親信一信征―
A288.2-342 田名部氏系譜                 (信 廣第二子)

文化2.8。 /田名部助之丞典清

佐竹河内組下・角館給人           A288.2-347-2 平姓田村氏系図 〔平姓田村氏〕
〔紋 :鱗〕                       文化2.8。 /田村勘右衛門秀胤

備考 1 -惟清※―清次―忠清―清敏―典清―       備考 1 -胤次―胤直―利胤―久胤―臣胤―
備考2 ※御遷邦之節～御当国工罷下               秀騰L一

II-9-53 11-9-73

A288.2-347-3 田村力蔵二男系図
344 棚谷                         文化2.7./田 村吉良隣し始

備考1 胤守―蒲L祥―胤資―蒲t始 ―
A288.2-343-1 系図 〔藤原姓棚谷氏次男系図〕        A288。 2-347-7の 分流 (八兵衛二男)

文化2.8。 19/棚谷嘉八郎貞代          II-9-74
備考 1 貞治―貞安―貞顕―貞代
A288。 2-343-2の分流 (貞正次男)            A288.2-347¨ 4 新調田村氏系図 〔藤原性田村氏系図〕
H-9-18                               天保12.6./田村三九良政秀

〔紋 :五三桐〕
A288.2… 343-2 系図 〔藤原姓棚谷氏系図〕          備考 1 政光※―某―某―某一某―某―某―政秀

文化2.8.19/棚 谷八右衛門貞鎧         備考2 ※其先奥州南部古川村より～寛永元年芦田
備考 1 -貞盛※―貞正一貞次―貞茂一貞久―            子村へ住居

貞行―貞性

備考2 ※御遷封ノ時～大館二住ス           A288.2-347-5 田村吉郎分流系図
H-9-18                              文化2.7./円 村新市郎胤友

備考 1 胤友一

A288。 2-347-3の 分流 (胤祥四男)

II-9-74

一-95-―



A288.2-347-6 田村力蔵二男系図 351 辻

文化2.8。 /田村新蔵胤章

備考 1 胤長一胤勝―胤忠一胤高―胤章 A288.2-350 辻系図 〔辻系図 姓藤原〕

A288.2-347-7の 分流 (織部二男) 文化2./辻仲之丞之勝

II-9-74 〔紋 :丸 ノ内二酢醤草〕

備考 1 之政一之治―之勝―

A288.2-347-7 田村勘右衛門二男系図

文化2.8./田 村力蔵胤延

備考 1 -某※一某―胤行―胤吉―婚L清―胤春― 352 土屋

胤秋―胤延

備考2 ※慶長七年公遷封ノ常州ヨリ来リ A288.2-351 平姓土屋氏系図 〔土屋氏(本ハ藤原姓

A288。 2-347-2の分流 (大隅某二男) 小野寺氏也、後平姓土屋氏ヲ昌ス)〕

II-9-74 文化2.7./土屋源蔵知寄

備考 1 道貞*―知道※―知見☆―知虎―知水一

知寄

348  ち電禾ロ 備考2 *駿河大納言忠長二仕フ

※延宝年中～徳雲公二請テ初テ吾藩二仕シ

A288.2… 348 筑和氏系図 〔源姓筑和氏〕                ム

文化2.7./筑和造酒重姓 ☆宝永四年～秋田二下移ス

〔禄高 :4。 340、 3人扶持、給銀35匁 III-141

紋 :丸 二蔵ノ鍵〕

備考 1 某※一重房―某―重朋―重次―重友―

重抜―重則―重姓             353 筒崎

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時間信公二従

テ常州ヨリ来 A288.2-352 系譜 〔筒崎氏系譜 姓不知〕

II-4-49 文化2.8。 /筒崎惣左衛門勝俊

備考 1 勝明*①―勝久*②―勝清※―勝行一

勝知―勝在―勝俊一

349 千葉 備考2 *① 白岩之城主白岩善左衛門尉一族也

*②本堂伊賀守二仕筒崎 卜改氏

A288.2-349 系図 〔平姓(始吹谷氏 卜称ス)千葉氏〕 ※浪人 卜成り其後仙北郡河原村ノ内寺沢邑

天保8.3。 /千葉重右衛門勝処 二住ス、義都公江御歩行二被召出

茂木筑後支配

備考 1 勝基*一某―某―美勝―勝賢―勝福―勝邑

―勝壽―勝処― 354 角田

備考2 *慶長年中流離シテ羽州秋田二来り～十二

所二移住ス、世々農家タリ A288.2-353-1 角田氏系図

始吹谷氏ヲ称ス 文化2.10./角 田安説久善

備考 1 久光*―久安※―久定―久明―久善

備考2 *江戸二住ス

350 中鉢 ※宝永三年中秋田江引移ル

A288.2-676 中鉢氏系図 〔藤原姓中鉢氏系図〕 A288.2-353-2 角田系図 〔藤原姓角田氏〕

文化2.9。 15/中鉢万蔵道久 文化3.5。 /角田友巴久秀

向帯刀支配 備考 1 久吉一久春―久秀

〔紋 :マ リハサミノ中ニーノ字〕 A288.2-353-1の 分流 (久安二男)

備考 1 道房※―道綱―道賞―道定―道房―道久―

備考2 ※慶長七年羽州御遷封ノ時～秋田へ下向 A288.2-354-1 角田伊右衛門資次次男系図

〔藤原姓角田氏〕

文化2,7./角 田彦吉資仲

備考 1 資治―資定―資好―資朋―資伸

96-―



A288.2-354-2の 分流 (資次次男)            A288.2-357-2 伝記 〔寺内氏〕
II-lo-lo 文化2.7./寺内梅宅光寛

〔禄高 :43.750〕

A288.2-354-2 藤原姓角田氏系図              備考 1 某―光次―光任―光家―光寛―
文化2.8.16/角 田主水資易           A288.2-357-1の 分流

備考 1 資春※―資次―資久―資光―資賀―資易―

備考2 ※御遷封之時幼稚二而三四年之後秋田江罷    A0288.2-52 寺内系図
下                           明治3.4./寺内鉄五郎勝重

II-lo-lo 九郎家臣

備考 1 勝宗―勝家―勝由―勝信一勝定―勝重―

355 園谷

358  =宇 F]
A288.2-355-1 系譜 [園谷氏]〔姓藤原〕

文化5.2。 /園谷伊右衛門為秀         A288.2-358-1 寺門氏系譜 〔藤原姓寺門氏系譜〕
塩谷右膳組下                      文化2.7./寺門主水重堅

備考 1 為将―為真―為廣―為良―為秀―         備考 1 重元―重久一重高―重宗―重清―重正一
A288.2-355-2の 分流 (為高二男)                 重直―重堅
II-10-8

A288.2-358-2 寺門氏二男系図
A288.2-355-2 系譜 [園谷氏]〔姓藤原〕               文化2.8。 /寺門惣蔵重嘉

文化5。 2.27/園谷主税為國                〔紋 :細輪二左三ツ巴〕
塩谷右膳組下                 備考 1 重友―重雄―重國―重信一重吉―重房―

備考 1 -為高※―為忠―為貞―為俊―為棟―           重正一重光―重照―重明―重嘉
為信一為國―                  A288,2-358-1の 分流 (重久二男)

備考 2 ※慶長七年御遷封之後奉慕御跡～罷下
II-10-8

359 寺崎
AS288.3-217-16 覚 [回谷氏裁判請文]

文化4。 11./園谷主税、同伊右衛門      A288.2-359-1 寺崎氏系図 〔藤原姓寺崎氏〕
備考3 覚 文化2.7./寺崎藤九郎廣成

備考 1 某*①―某～廣良*②―忠廣※―経廣―

廣方―摸廣―廣生―廣意―廣長―廣成
356 手執瓢手蔦)                     備考2 *①笠間城ノ乾寺崎ノ邑二住ス故二氏 トス

*②文禄元年常州二赴テ聞信公二仕フ
A288.2-356 系図 〔手蔦氏系図〕                 其先野州宇都官氏族ニシテ常州笠間氏ヨリ

文化2.7。 /手嶋主税茂朝                出ス

〔紋 :柏古文字〕                   ※天英公遷封ノ時～仙北郡六郷二来ル、長
備考 1 -茂元*―茂伯―茂朝― シテ聞信公二付フ、公莞後久保田二移住
備考 2 *佐州賀茂ノ産、有故母 卜共二秋田へ下ル          ス

II-17-67

357 寺内                       A288.2-359-2 寺崎氏分流系図

〔藤原姓寺崎氏分流系図〕
A288.2-357-1 寺内氏伝記                      文化2.7./寺崎了齋廣之

文化2.7./寺内文治常利                 〔紋 :五花ノ内左三巴〕
〔禄高 :40.000 紋 :左三ツ巴〕       備考 1 某―廣忠―廣次―廣貞一廣定―廣明―廣之

備考 1 某※―常政―常叙―常有―常利―         A288。 2-359-1の 分流
備考2 ※慶長年中天英公羽州遷封之後常州ヨリ来     II-17-67

り茶道ヲ勤ム

A288.2-359… 3 寺崎氏分流系図 〔藤原姓寺崎氏〕

一-97-―



文化2,7./寺崎金蔵廣恒 AS288.3-217-1 [天神林氏裁判請文]

〔紋 :丸 ノ内二左三巴〕 文化8.2.12/天神林織部

備考 1 廣定―某―廣明―廣営―廣英―廣経―

廣邦―廣安一廣連―廣恒                  
佐竹左衛門組下 0湯沢給人

A288。 2-359-1の分流 (廣良弟)                  
覚備考 3

11-17-67

364  」ヒ月巴

360  長宇鮮署                                               

″

A288.2-384-1 土肥氏系図 〔平姓土肥氏〕

A288.2-360 寺澤氏系譜 〔藤原姓寺澤氏                
文化2。 9。 /土肥藤右衛門賓廣

本名高橋〕

文化2.9./寺澤惣兵衛英全                
〔禄高 :74。 156〕

備考 1 綱賓*―賞法※―賓勝―賞延―賞正一

〔禄高 :91.666〕 賞房一賞詮―賞廣一

備考 1 英信*―英富※―英房―英包―英清―

英全一                     
備考2 *下野国宇都宮国綱二仕テ平石ノ郷二居住

備考 2 *最上義光二仕フ                     
ス

※牢浪ノ身 トナリ～梅津憲忠ノ許二来ル

※雄勝郡寺澤村二任ス、後年仙北郡角館ニ II-4-20

往テ今宮摂津守義賢二附属〆歩卒 トナル

本名高橋 A288.2-384-2 土肥氏分流系図 〔平姓土肥氏〕

文化2.9./土肥新兵衛賓弐

361 寺田

〔禄高 :5人扶持〕

備考1 賞村―賞里―賞重―賞式―

A288.2… 361

A288。 2-384-1の 分流 (賓法三男)

新調寺田氏系図 II-4-20

弘化2.7./寺田喜四郎利業

〔禄高 :200。 710〕 A288.2-384-3 土肥氏分流系図 〔平姓土肥氏〕

備考 1 -某※―利業☆

備考2 ※一代帯刀永苗字御免                  
文化2.9./上肥喜七郎課

☆近進ノ士二命セラレ～                  
〔禄高 :3人扶持、銀50日 〕

備考 1 賞次―賓清―賞孝一某

伝日先祖又四郎某生国越前ノ産、承応元年 A288.2-384-1の 分流 (賓法二男)

羽州仙北郡六郷村来住ス II-4-20

362 寺山 365 道源

A288.2-385 道源氏系図A288.2-362 由緒書 〔先祖寺山氏由緒〕

文化2.7./道源典惣左衛門勝道文化2.8。 /寺山佐助正盛

〔紋 :丸 ニスハマ〕〔紋 :桔梗〕

備考 1 房勝―勝房―勝光―勝則―勝行―勝布―備考 1 正道*―正成―正利―正次―正全―正雅一

勝正一勝道―正盛

備考2 *常陸産、於先祖在方二御譜代給人御奉公

相勤ル由伝～秋田江御引移之制～秋田江

366 東條下ル

II-17-66

A288.2-363 東條氏系譜

文化2.8./東條為八種直

佐竹河内組下・角館給人363 天神林
〔紋 :巴〕

備考 1 種定※一種次一種久☆一種政一種春一全A288.3-28 天神林由緒帖

種張一種屋一種久一種直(明治)/
備考2 ※芦名平四郎盛重公会津御退去之節～御供。由緒書備考3 明治期以降の写
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仕、常州江戸崎工罷越其後御当国工御下    A288.2-366…2 常世氏系図 〔系図 姓平 常世氏〕
向之制御供仕罷下 り於角館禄六拾石拝領          文化2.9。 /常世頼母常則

〔紋 :丸 二影ノ桔梗〕仕候

☆芦名家断絶之後御当家様工御奉公        備考 1 -盛明※―常照☆―常春―常政―常房―

常治―常則―II-4-44

備考2 ※天英公御遷封之御盛重公二従テ角館へ来
り仕フ

☆葦名御家断絶後北義隣与カ ト成367 遠山

II-4-45

AS288.3-216-10 覚 [遠山氏裁判請文]

文化3。 10。 /遠山周助、同長蔵

371 戸崎備考3 覚

A288.2-367-1 戸崎氏系図 〔戸崎氏 源姓〕

文化2.9。 /戸崎惣左衛門重政368 冨樫

〔紋 :丸 ノ内竪二引両〕
A288.2-364 平姓冨樫氏系図                備考 1 -重行※―重宗一重昌―重為―重光―

嘉永6.12。 /冨樫三益盛正               重信一重直―重勝―重政―

備考2 ※大エヲ以仕天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ備考 1 盛正※―

備考2 伝云其先世久保田二住ス、祖父元朴故有テ          来ル

仙北郡金澤村二移住ス、小西某四男元勝ヲ     II-4…39

養テ為嗣

※初佐藤達玄及齋藤養達二従テ医ヲ学、天    A288.2-367-2 戸崎氏二男系図

〔戸崎氏二男系図 源姓〕保六年医案会頭見習 トナル

文化2.9。 /戸崎忠助重弘

備考 1 重愛一重興―重武―重弘―

A288。 2-367-1の 分流 (重行三男)
369 鵜田

II-4-39

A288.2-365-1 鵜田氏系図 〔藤原姓鵜田氏〕

文化5。 6。 /鴇田多右衛門之満

備考 1 某―某―之道―之為一之満-        372 戸澤
A288。 2-365-2の分流 (之忠之二男)

A288.2-368-1 平姓戸澤氏系図 〔平姓戸澤氏系図〕
II-4-38

/戸澤束盛嗣文化3.10。 /

A288.2-365-2 鵜田氏断絶系図 〔藤原姓鶴田氏〕             〔禄高 :25.710 紋 :九曜〕
備考 1 之忠※―某―之元―之春―某           備考1 -盛長※―盛房☆①―盛免☆②―盛秀―
備考2 ※奥州米沢浪人二而慶長十七年御当地江罷         盛富―盛嗣

備考 2 ※慶長七年義宣公秋田工御遷封之時芦名主越

備考 3 延享元年逐電家絶                     計頭義勝公工奉仕、角館之内山谷二住居

(氏改山谷)
II-4-38

☆①久保田工被召出御鷹師～相勤
☆② (宝永年中)本名戸澤可改旨被仰渡

II-4-41370 常世

A288.2-366-1 常世氏二男系図 〔系図 姓平 常世氏〕   A288.2-368-2 戸澤氏分流二男系図 〔平姓戸澤氏〕
文化2.9。 /常世齋兵衛常穆                 文化2.8。 /戸澤藤右衛門盛光

〔紋 :九曜〕佐竹河内組下

〔紋 :二重丸桔梗〕             備考 1 盛久*― 盛昌※―盛満一盛秋―某☆―

盛房―盛光―備考 1 常穆―

A288。 2-366-2の分流 (常治二男)             備考2 *山谷氏ヲ称ス

※久保田二移 り～御鷹師ヲ勤仕
II-4¨ 45
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☆本姓戸澤氏二復ス              A288.2-370-2 戸蔦氏分流系図 〔藤原姓〕

A288。 2-368-1の分流 (盛資二男)                  文化3.12./戸 嶋文蔵通昌
Ⅱ-4-41                         備考 1 通連一通光一通治一通秀一通好一通昌―

A288。 2-370… 1の分流 (通定第二子)

A288.2-368-3 戸澤氏分流二男系図 〔平姓戸澤氏〕      II-4-33
文化2,7。 /戸澤吉左衛門盛篤

〔紋 :九曜〕                A288.2-370-3 戸嶋氏分流系図 〔藤原姓戸嶋氏〕

備考 1 盛信※―盛美☆―盛庸―盛篤―               文化3.12./戸 嶋茂助通茂

備考2 ※角館山谷ノ邑二住シ山谷氏ヲ称ス～久保          〔禄高 :4人扶持、給銀50目 〕

田二移り～御鷹師ヲ勤仕            備考 1 通宅一通政一通金一通清一通参一通茂―

☆本姓戸澤氏二復ス               A288.2-370-1の 分流 (通定之第二子)

A288.2-368-1の 分流 (盛長第二子)            II-4-33
11-4-41

AS288.3-216-8 [戸嶋氏裁判請文]

A288.2-368-4 戸澤氏支流系図 〔平姓戸澤氏〕             文化3.4.26/戸嶋文蔵

文化2.7./戸澤作兵衛盛春           備考3 覚

〔紋 :九曜〕

備考 1 盛吉※―盛光☆―盛正一盛章―盛春―      AS288.3-217-10 [戸嶋氏裁判請文]

備考2 ※角館ノ内山谷ノ邑二住シ～山谷氏ヲ称ス、          文化3.4.26/戸嶋伊織

久保田二移り～御鷹師ヲ勤仕          備考3 覚

☆本姓戸澤二復氏ス

A288.2-368-2の 分流 (盛久第二子)

Ⅱ-4-41                    374 土濃塚

A288.2-371-1 土濃塚氏系図 〔平姓土濃塚氏系〕

373 戸山島                              文化2./土濃塚吉右衛門勝央

備考 1 勝冨―勝乗―勝名―勝喜―勝央―

A288.2-369-1 系図書 〔藤原姓戸嶋氏〕           II-4-37
明和3.12.2/戸 嶋形右衛門通好

備考 1 通定※一通連一通光一通治一通秀一通好     A288.2-371-2 平姓土濃塚勝熙之次男分流系図

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来              天保10。 6。 /土濃塚友治勝永

備考3 通定三男通宅系図あり                   〔紋 :月 二星〕

Ⅱ-4-33                         備考 1 勝永―

A288。 2-371-3の 分流 (勝熙之二男)

A288.2-369-2 戸嶋氏家伝 〔藤原姓戸嶋氏家伝〕       II-4-36
明和3。 11.晦 /戸嶋四郎左衛門通清

備考 1 通定一通國一通花一通永一通清―        A288.2-371-3 土濃塚氏家伝書 〔平姓土濃塚氏家系〕
II¨4-33                              文化2.7./土濃塚忠兵衛勝熙

〔紋 :月 二星復夕抱羽需〕
A288.2-369-3 戸嶋氏系図                 備考 1 勝豊※―勝盛―勝家―勝忠―勝時―勝定―

文化2.7./戸嶋惣蔵重友                勝熙―

備考 1 某※―重直―重孝―重道―重通―重友       備考2 ※羽州荘内之産ナリ、初テ義宣公二奉仕

備考2 ※御国替～御供仕罷越                  本名半田卜云

II-4-36

A288.2-370-1 戸嶋氏系図

〔藤原姓戸蔦氏(本名江戸有故江戸氏被相止)〕    A288.2-371-4 土濃塚氏家伝書 〔平姓土濃塚氏家系〕

文化3。 12./戸嶋伊織通廣                文化2.7./土濃塚吉左衛門勝富

備考 1 通定※一通國一通花一通永一通清一通定―          〔紋 :月 二星復夕抱羽需〕

通廣―                     備考 1 某※―勝久―勝式―勝任―勝乗―勝富―

備考2 ※天英公羽州遷封之時常州ヨリ来ル        備考2 ※寛永年中羽州荘内ヨリ来り初テ義宣公ニ

Ⅱ-4-33                               奉仕
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A288.2-371-3の 分流 (勝豊実弟)          378 戸巻
II-4-36

A288.2-375 戸巻氏系図
A288.2-371-5 土濃塚氏伝書 〔平姓土濃塚氏家系〕           安政5.3。 /戸巻治兵衛泰清

備考 1 泰家※―泰時―泰親―泰知―泰悟―泰理―文化2.7./土濃塚喜伝治勝元

泰致―泰庸―泰清―備考 1 勝常―勝政―勝清―勝元

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ～罷下 り～A288.2-371-3の 分流 (勝盛二男)

御足軽奉公二復シ下サルII¨4-36

379 富岡/冨岡375 飛澤

A288.2-372-1 飛澤氏系図                A288.2-376-1 系図 〔平姓冨岡氏〕
文化2.8。 16/飛澤典治右衛門道忠             文化2.8。 /冨岡郷太通虎

〔禄高 :122.568〕〔紋 :餅二枝梶〕
備考 1 某―道友―某―道久―道然―道浦―道利      備考1 -某※―某―某一通董一通趙一通暁―

通正一通虎――道忠―

備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封 ノ後秋田工来
II-4-34A288.2-372-2 飛澤氏家譜

文化2.7./飛澤味右衛門道久

某―某―某―道政―道清―道久―        A288.2-376-2 系図 〔平姓富岡氏〕備考 1

文化2.8。 /富岡敬治通恭
A288.2-372-1の 分流 (道友次男)

〔禄高 :5人扶持、給銀45匁

紋 :角 二内貪1酸讐草〕

備考 1 通忠一通宴一通薫一通昭一通安一通告―376 ;職田

                             通恭

A288。 2-376-1の 分流 (吉左衛門某二男)
A288.2-373-1 飛田氏系図

生                II_4-34文化2.7.29/飛 田久米左衛門忠箇

某※―某―忠清―某―忠窮―忠雄―忠告―備考 1

※慶長七年常陸ヨリ八幡宮御供仕秋田工下    A288.2-376-3 富岡氏系図 〔木曽牢人 富岡氏系図〕備考 2                              
文化2.9。 22/富岡又左衛門成富III-142                              

向帯刀組下

〔紋 :太輪二違鷹ノ羽A288.2-373-2 飛田氏系図 〔平姓飛田氏〕

但シ左 り羽上エナリ〕文化2.7.29/飛 田主水景行

備考 1 -成宗※一成方一成忠一成久一成政―〔禄高 :109。 827〕

成芳一成富―景矩※―景誠―景張―景忠―景雅―景行備考 1                         
備考 2 ※慶長七年秋田江御移ノ節奉供奉常州ヨリ※初ハ東武之邸二住シ、後羽州秋田之住 ト備考 2                              

来ナル

II-4-3511-4-40

380 富澤377  アヨ音5

A288.2…377 新調冨澤氏系図A288.2-374 源姓戸部氏系図               `
文化4。 12./冨澤小市郎盛茂慶応3.6./戸部新齋光直

備考 1 某*―盛勝※―盛廉―盛方―盛庸―盛阜―〔禄高 :5人扶持、給銀3枚 紋 :五七桐〕
一政直―武直―忠直※―正直―知直―           盛茂備考 1                         

備考2 *生国奥州仙台～葛西氏ヲ改～南部利直公儀直―行直―吉直―元直―光直

二仕フ～其後～南部ヲ立退ク※院内銀山幽居備考 2                             

※万治三年羽州秋 田二来テ～馬術 ヲ以テ勤

仕 ス

ー 101-



II-4-42 385 豊田

381 冨田

A288.2-382-1 豊田氏系図 〔藤原姓豊田氏〕

A288.2-378                             

文化2.8。 /豊田宇左衛門忠衛

系図 〔冨田氏 藤原姓〕

〔紋 :左 り三巴〕

備考 1

文化2。 9。 /冨田貞蔵行理

―忠勝―忠重―忠道―忠康―忠衛―

備考 1 行次※―行房―                 II~4-24行載―行重―行参―行令―

行崇―行省―行理

備考2 ※常陸ヨリ御遷封御供仕            A288.2-382-2 
豊田氏家伝系図 〔源姓豊田氏家伝系図〕

III-143

文化2.5。 22/豊 田数馬高充

湯沢給人

382 戸村                               

〔紋 :丸 二ニツ引〕

備考 1 高信※―高頼一高則―高春―高光―高恩―

A288.2-379-1                            

高充一

新調戸村氏系図               
備考 2 ※常州ヨリ御国替以後罷下

文化2。 9。 /戸                  II~4-30             

～湯沢二罷在候

村十太夫義通

横手城代

〔禄高 :6335.186〕             A288.2-382-3 
系図 〔源姓豊田氏〕

文化2.8./豊田五右衛門正忠

備考 1 義輔―義見―義学―義敬―義通―

I-9

〔禄高 :6人扶持、給銀53匁 〕

備考 1 -正 茂※―正明―正博一正盈―正興―某―

A288.2-379… 2 新調戸村二男系図                  
正忠―

備考 2 ※慶長七年天英公御遷府之節常州 ヨリ～罷

文化2.間8./ 
〔源姓戸村氏二男分流〕 下

戸村喜太郎和生

〔禄高 :486.109〕               II~4-26
Э

備考 1 熊千代―峯矩―峯章―峯昭一員常―敦寛―

和生

A288.2-382-4 豊田氏系図 〔藤原姓豊田氏〕

A288.2-379-1の 分流

I-33                               

文化2.9./豊田八右衛門宗玄

備考 1 宗定※―宗久―宗博―宗茂―宗賢―宗久―

宗玄一

備考 2 ※野州宇都宮ノ産也、天英公羽州遷封ノ時

383 豊川

常州ヨリ来

II-4-25

A288.2… 380 豊川氏系図 A288.2-382-5 系図 〔豊田氏〕

安政5。 3./豊川七郎左衛門宗明

備考 1 宗清※一宗行―

「                            

文化2.8./豊田文五郎通典

宗貞一宗順―宗宜一宗範―

備考2 霞曇貫電翠属遷
備考 1 道公 *一通顕一通休一通好生一通明一通典

備考 2 *継 伯父之遺跡称豊田氏

:封後御跡 ヲ慕 ヒ傍輩同時ニ

罷下

II-4-28

A288.2-382-6 豊田氏家伝系図

384  曇亀山烏

文化2.5。 19/豊 田又右衛門光営

A288.2-381                             

湯沢給人

豊嶋氏系図 〔姓平豊嶋氏〕           
備考 1 光久※―光茂―光尤―光重―光正一

文化2.8./豊嶋雄一郎光賢

光営―

備考 1 某―某―光安一

備考 2 ※慶長七年御遷封之御秋田江罷下～湯沢罷

某一光久―光包―光冨一

光壽―光和―光孝―光賢―

在

II-4-29

備考 2 出自畠山庄司治郎平重忠～一族悉滅亡之時
ヽ遁住羽州仙北郡 A288.2-382-7 家系譜 〔平姓豊田氏由緒〕

文化2.7./豊田勇右衛FI]政房
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〔禄高 :46.168〕                    ② (那珂)※天英公羽州遷封ノ時小場義成
備考 1 政胤※―政光―政央―興政一政恒―政武―          二従テ秋田工移ル

政定―政房―

備考2 ※義宣公慶長七年羽州江御下向之御白御跡    A288.2…386 新調那珂氏系図

罷下                          文化4.5。 /那珂庄蔵某
Ⅱ-4-23                              東家臣

備考 1 通重*一通廣一通俊―通方一通直一通頼―

通爾一通該☆一通顕一通治―某

386 」豊間                         備考2 *伝テ江戸但馬守重通先祖分流 卜云、初江

戸氏ヲ称ス、後布施氏ヲ称ス

A288.2-383-1 豊間氏系譜 〔源姓豊間氏〕              ☆宝永三年～那珂氏ヲ称ス

文化2.8。 /豊間形右衛門高之          II-28-19
備考 1 高國※―高利―高光―高次―高定―高明―

高通―高之                  A0288.2-53 那珂氏系図 〔藤原姓那珂氏系図〕

備考2 ※慶長七年天英公本藩二封ヲ遷スノ時駕二          明治3.4./那珂作馬通昭

後レテ常州ヨリ来ル              備考 1 -通賞※一通連一通重一通定―経通―

Ⅱ-4-21                             通康一通載一通富一通昭―

備考2 ※天英公羽州遷封ノ時小場義成二従テ秋田
A288.2-383-2 豊間氏分流系図 〔源姓豊間氏〕             二移ル

文化2.7./豊間多門高基

備考 1 某―高基―

A288。 2…383-1の 分流 (高光次男)          388 永井
II-4-21

A288。 2-395 系図 〔大江姓永井氏〕

A288.2-383-3 豊間系図 〔源姓豊間氏系譜〕              文化2.6./永井寛治春林

文化4。 11./豊間藤右衛門盛芳         備考 1 乗吉*一 廣親※―敬信一春林―

〔禄高 :80.000〕                備考2 *下野国御領分寺山村御百姓

備考 1 盛定※―盛行―盛次―盛重―盛房―盛芳一         ※正徳二年御奉公二罷登

備考2 ※初豊間ノ城二住ス～義宣公上洛二供奉
II-4-22

389 長井
A288.2-383-4 分流豊間系図 〔源姓豊間系図〕

文化4.11./豊 間多十郎則治         A288.2… 396 長井氏新調系図 〔姓大江 長井氏世系〕

〔禄高 :73.000〕                     天保12.1./長井隆軒弘定

備考 1 則吉―則門―明則―則房―則賢―則祀―           〔禄高 :10.000〕

則治―                     備考 1 弘正一弘毅―弘嗣―弘定☆

A288。 2-383-3の分流 (盛定次男)             備考 2 ☆天保十年～御医師二被召立

II-4-22

390 永岡
387  秀5コ可

A288.2-397 源姓永岡氏系図
A288.2-99 藤原姓江幡氏藤原姓那珂氏系図              慶応2.7./永岡善八恭利

〔①藤原姓江賭氏系図/②藤原姓那珂氏系図〕          〔禄高 :600.000〕

備考 l ① (江賭)一通則※一通方―政通一通英一     備考 1 錦長一恭忠―恭敬―恭重―恭利―

通護一通貫                  備考2 其先河内国讃良郡忍岡之郷十後移於駿州安

② (那珂)一通賞※一通連一通重一通定一         倍郡鴻之池、元禄年間至於武州江戸住於本

経通一通康一通裁―                  所緑町～依台命称永岡

備考2 ① (江賭)※慶長七年常州ヨリ御遷封之時

義成二従テ羽州工下ル故有テ後二桧山ニ
‐
ド着ス
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〔禄高 :5合 6人扶持、給金3両2歩391 中川

紋 :タ テワキ花筏〕
A288.2-387 中川氏系譜 〔姓源 中川氏系譜〕        備考 1 永光*―真房―真職―真常―真遠―真郷―

文政12。 10。 /中川熊吉惇宗               真久―真武※―

備考 1 宗治―宗友―宗通―宗易―宗邑―宗清―      備考2 *摂津国西官小清水ノ城主

宗一                   ※安永五年～御厨二被召抱宗軌―宗営―惇

A0288.2-54 中川氏系図 〔源姓中川宗秀系譜〕       A288.2-399-3 藤原姓中嶋氏系図

明治3.4./中川助作宗秀                 文政12.8。 /中嶋仲初始

備考 1 宗治※―宗友―宗通―宗易―宗邑一宗清―     備考 1 -初清*―初尭―初清―初利―初賀―

宗軌―宗営―惇宗―宗親―宗秀              初生―初遠―初免―初昇―初始―

備考2 ※慶長七年御遷封ノ時義成公御供也        備考2 *佐竹中書代常陸国領鹿嶋

A0288.2-55 藤原姓中嶋氏系図

明治3.5,/中 嶋駒之助初意392 長崎

備考 1 初休―初賀―初興―初章―初久―初氏―

A288.2-398 藤原姓長崎氏系図                   初忠―初恵―

万延元。6。 /長崎源蔵孝秀           A0288.2-56の分流 (初尭二男)

備考 1 -孝基※―孝重―孝文―孝貞―孝良―

孝軌―孝豊―孝正一孝敦―孝禄―孝一      吉成743 由緒書 [佐藤氏 0中嶋氏由緒書]

明治6。 /佐藤万右衛門・中嶋亀治―孝秀☆―

備考2 ※慶長七年従常州御遷封ノ硼直々御供仕罷

下り横手二居住ス

☆安政元年～土崎湊二移住被仰付       394 中田

A288.2-389-1 系図書継 〔姓源氏 中田〕

文化2.8./中 田源蔵直邦393 中嶋

多賀谷下総組下
A288.2-388 中嶋氏系図 〔藤原姓中嶋系図〕              〔禄高 :5人扶持 紋 :前向キ立鶴〕

文化2.8。 /中嶋文右衛門道重          備考 1 直正※―直重―直行―直朝―直吉―直忠―

梅津亀松組下・角間川給人               直永―直邦―

〔禄高 :15。 122 紋 :木瓜〕          備考2 ※慶長七年御国替之時御述ヨリ秋田工罷下

備考 1 -道房※―道由―道定―道親―道重―       II-11-6
道填―道該―道重

備考2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年    A288.2-389-2 中田源蔵分流家譜 〔清和源姓中田氏〕

角間川二居住ス                     文化2.8./中 田辰五郎直養

能代給人II-11-51

〔禄高 :70.475

紋 :二重亀甲之内白星〕A288.2-399-1 系図 〔源 中島氏〕

文化2.7./中嶋甚兵衛清澄           備考 1 直則―直全―直詮―直幹―直充―直養

(直行之一子)〔禄高 :8石 5合5人扶持、木銭代銀100目     A288.2-389-1の 分流

紋 :三 ツ石〕    Ⅱ-11-6

備考 1 清之※―清知☆―清久―清元―清澄―

備考2 ※義隆公御当家工御養子御引越御供直々御    A288.2-389-3 平姓中田氏系図

文化8。 閏2./中 田治部真教当家工仕

☆秋田表工引越被仰付                   佐竹石見組下・大館給人

先祖土屋某甲州武田家二仕フ、武田没落之          〔紋 :巻鶴〕

後信州川中嶋二住                備考 1 -為俊※―為檎―為信一為質―為長―

為香―為貞―為辰―直教
A288.2-399-2 中嶋系図 〔姓藤原 中嶋系図〕        備考2 ※天英公羽州遷封ノ時公ノ女二屈従〆常州

文化2.7./中 嶋宗兵衛真武                ヨリ来ル～子孫世々秋田大館二住ス
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Ⅱ-11…12                        A288.2-390-5 中田氏系譜 〔村上源姓中田氏〕

文化2./中 田与左衛門直定
A288.2… 389-4 中田源蔵分流系譜 〔清和源姓中田氏〕          多賀谷下総組下・能代給人

文化2.8。 /中 田長左衛門直方               〔紋 :向鶴〕

多賀谷下総組下                備考 1 某※―直次―直友―直久―直定―

〔紋 :亀甲之内ニツ引〕            備考2 ※御遷封之後～御奉公被召出

備考 1 直安―直長―直春―直道―直清―直方―      A288.2-389-1の 分流 (彦右衛門某次男)

A288.2-389-1の 分流 (直重之次男)            II-11-6
Ⅱ-11-6

県B-813 中田氏 [系図]

A288.2-389-5 源姓中田氏系図                    (嘉 永3以降)/
文化2.8。 16/中 田定之助直道               大館給人

大館給人                   備考 1 某―為弾―為俊―為槍

〔禄高 :50.000 紋 :立鶴〕         備考2 「東ノ百十三」
備考 1 -定直※―直茂―直定―直澄―直常―

直房―直道

備考2 ※慶長年中天英公遷封ノ時常州ヨリ来ル～   395 中蔓

秋田郡大館二住セシム

Ⅱ-11-10                       A288.2-391 系図 〔藤原姓中墓氏〕

文化2.6./中 墓宇右衛門政房
A288.2-390-1 中田氏系図 〔平姓中田氏系図〕             〔禄高 :5合 3人扶持、給金3両〕

文化8。 閏2./中 田友之助直能          備考 1 正次*①―守方―正久*②―政房※―

大館給人                   備考2 *①津軽越中守様御家来

〔紋 :丸二巻鶴〕                   *② 明和七年中～永之御暇
備考 1 為道―為久―為重―為長―直能―             ※安永五年～被召抱
A288.2-389-3の 分流 (為槍二男)

II…11-12

396 中野
A288.2-390-2 中田氏系図 〔平姓中田氏系図〕

文化8。 閏2./中 田兵九郎直清         A288.2-392 中野氏系図 〔平姓中野氏〕

大館給人                        文化2.7.29/中野半七忠俊

〔紋 :五瓜之内巻鶴〕                  〔禄高 :月 俸5口 、俸銀100日 〕
備考 1 為昌―直清―                  備考 1 忠晴※―忠勝―忠光―忠浄―忠俊
A288。 2-390-3の分流 (為輔二男)             備考2 ※徒並以テ馬医ヲ始テ奉仕
II-11-12

A288.2-390-3 中田氏系図 〔平姓中田氏系図〕      397 長野

文化2.間 2./中 田孫兵衛直英

大館給人                  A288.2-400-1 系図書継 〔姓藤原 長野氏〕

〔紋 :丸二巻鶴〕                   文化2.8。 /長野宇吉滋庸

備考 1 為典―為晨―為輔―為直―為隣―直英―           多賀谷下総組下

A288.2-389-3の 分流 (為俊二男)                  〔紋 :七曜〕
Ⅱ-11-12                         備考 1 盛滋*※ 一盛國―盛忠―滋元☆―滋易―

滋恒―滋為―滋陽―滋位―滋庸
A288.2… 390-4 中田源蔵分流系譜 〔源姓中田氏〕       備考 2 *仙乏戸沢二住居仕候

文化2.8./中田安五郎直如               ※天英様御国替之節～仙乏角館之内長野住

多賀谷下総組下 0能代給人                居仕候

〔紋 :一重輪之内前向立鶴〕              ☆ (芦名)盛重之臣下二罷成申候～明暦二

備考 1 直勝―直昭―直政―直茂―直定―直如            年桧山工被移置候
A288.2-389-1の 分流 (直正次男)

Ⅱ-11-6                        A288.2-400-2 系図書継 〔姓藤原 長野氏〕
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文化2.8./長野清左衛門滋方

多賀谷下総組下

〔紋 :七曜〕

備考 1 滋宗―滋温―滋爾一滋方―

A288。 2-400-1の分流 (滋元次男)

貞吉―

備考 2 ※常州江戸崎ニテ産名家二仕フ、慶長七御

国替ノ時盛重公従テ秋田二下ル、翌知年

ヨリ角館二住ス

☆明暦二年北義隣与カ トナル

A0288.2-57 系図 〔平姓中村氏系図〕

398 中本寸                              明治3.5。 /中村強右衛門重敏

〔禄高 :30.000 紋 :丸 二違 ヒ立□〕

A288.2-393-1 中村氏系図                 備考 1 勝茂―某一重温―重穏―重久―重勝―

文化2.7./中村園悦宗房                重敏―

〔紋 :蔦之葉〕

備考 1 -宗参※―宗房―

備考 2 ※元禄八年～於江戸～御奉公～宝永三年～   399 中山

秋田江罷下

由緒書A288.2… 394-1

〔戸村十大夫家来中山作太由緒書〕A288.2-393-2 中村氏分流系図

ミ                 文化2.8。 /中山作大学昌文化2.7./中 村長喜宗姿

〔紋 :円 二蔦之葉〕                   戸村十大夫家来

備考 1 宗名―宗賀―                  備考 1 -國重※―國俊―國填一連栄一般芳―

A288.2-393-1の 分流 (宗参実弟)                 輔種一学昌―

備考2 ※秋田工御国替ノ時戸村義國供仕罷下
A288.2-393-3 中村氏系図 〔源姓中村氏系図〕        II-29-15

文化5。 7./中村伊太夫良本

南家人                   A288.2-394-2 系図 〔藤原姓中山氏〕

備考 1 -尚本※―章家一本教―倣昌―安営一            文化2.7.12/中 山治兵衛重勝

〔禄高 :13.005、 5合5人扶持 紋 :水車〕伯高―舒道―良本一

備考2 ※慶長七年御遷封ノ節義ff_二 従フ         備考 1 -重政※―重清一重勝
Ⅱ-28-25                         備考2 ※享保元年～当地江出府ス

A288.2-393-4 中村氏系図 〔源姓中村氏〕         A288.2-394-3 系図 〔中山氏系図〕

文化5,7.11/中 村博十郎光成               文化2.7./中 山福蔵直修

〔禄高 :4人扶持、給銀3枚〕佐竹左衛門家人

〔禄高 :154.750 紋 :丸 二ニツ引両〕     備考 1 直房※―直道―直定―直亮―直保―直則―

備考 1 光政―光弘―光世―光忠―光定―光員―          直修―

光包―光成―                  備考2 ※今村不曽弟子～寛文二年中～被召抱
A288。 2-393-3の分流 (本常第二子)

II-11-18

400 1展山
A288.2-393-5 系図 〔藤原姓中村氏系図〕

文化2.7./中村新兵衛武啓          A288.2-401-1 長山氏系図 〔源姓長山系図〕

〔禄高 :70.000 紋 :一 ツ丁了‐左 り巴〕         文化2.8./長 山吉郎左衛門頼寛

備考 1 武信※―武啓―                 備考 1 -頼道※―頼恭―頼意―頼該―頼寛―

備考 2 ※桃源院様御婚礼御入興之節～御供被仰付     備考 2 ※御国替之節幼少ニテ御供不仕後～常陸ヨ

リ呼下(武範之二男)

II-11-29

A288.2-393-6 中村氏系譜 〔平姓中村氏系譜〕

文化2.8。 /中村惣七貞古           A288.2-401-2 源姓長山氏系図

文化2.8.24/長 山平太夫頼陽佐竹河内組下・角館給人                 ´

〔紋 :ケ シ三ツ丁子〕〔紋 :万字〕

備考 1 宗治※―宗貞☆―貞行―貞利―貞好―       備考 1 -頼晴※―頼宗―頼茂―頼順―頼雄―
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〔紋 :一文字酸漿〕
一通則一通勝一通湯一通護―某※一通歳一備考 1      _通

元一

頼看―頼陽一

                      通人一通参一
備考 2 ※慶長七年常州部垂 ヨリ御先手二下 り湊御

―其後大館二住ス

             ※常州ヨリ御国替之制御供而罷下湯沢住備考 2

城御番相勉ム′

                  5 11-11… 1

11-11-30

源姓長山氏二男系図

            A288.2-404-2 滑川氏系譜

A288.2-401-3                           

〔滑

/長山和右衛門頼能
            .川

宇兵衛通剛二男分流 藤原姓滑川氏系譜〕
/滑川要人通宗文化2.8。 /

〔禄高 :3人扶持〕

                        .013〕
」~              

〔禄高 :4
備考 1 頼堅―頼保―頼定―頼重―頼能

一通村一通宗―幹直一通久―
A288.2-401-2の 分流 (頼道二男)             

備考 1

(幹通第二子)

II-11-30

'流系図 〔藤原姓滑川氏系図〕A288.2-404-3 滑川氏分
/滑川六左衛門通冬文化2。 7。 /

〔禄高 :113.492〕

ユ01 鍋倉

                                   _通 金一通仲一
〔藤原姓鍋倉氏系図〕

           通勝☆一通信一通春一通賢備考 1

鍋倉氏系図

                     通春一通冬―

A288.2-402-1

文化2.8./鍋倉監物道治

☆子孫世々秋田城下二住ス

・角間川給人

          備考 2

梅津亀松組下

(通貞二男)

〔紋 :六瓜〕
      _道 経――道清一道寛一T某※―某―某

                    47 [滑 川治左衛門宛 岩堀宗六書状]

備考 1 -                      AH288.3-
道忠一道治

                       文政8./岩堀宗六
備考 2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年

ス

                備考 3 滑川家取扱之件に付
角間川二居住

(小野寺重道二男)

A288.2-402-2 鍋倉氏分流系図 〔藤原姓鍋倉氏系図〕

404 奈良岡l倉 留吉道助

105-1 系図書継 〔姓藤原 奈良岡氏系譜〕

難 2&/T。
側 は

   観 か

  な 良畦 榔 親

梅津亀松組下

                      文化2.8。 ′

〔紋 :丸 ノ内六瓜〕

備考 1 道親一道秋―道逝一道政―道吉一道包一

           多賀谷下総組下

〔紋 :丸立鶴若松〕
―光利―光常一光定☆―光忠―

道助一
'      

助某二男)            
備考 1 主馬*※～

A288.2-402-1の 分流 (久

光易―光成

備考 2 *奥州南部生也、居大阿仁

～御奉公被召仕
:沢村御引替高71_

※慶長年中

☆桧山工引移後於山本郡叶

102 J圭 田 目

卜石被下置
生田目氏系図書A288.2-403                                                 11_11_

文化2.5.20/生 田目勇蔵高周
            _57

奈良岡伝〕

湯沢給人
        _高 廣-         405-2 

奈良岡系図 E姓藤原
一高久※一高勝―高綱―高重

          A288.2-      /奈
良岡第助光貞文化2.8.

備考 1

高包―高豊一高周一

備考 2 ※御遷封之節御供仕罷下～湯沢住居仕候

           多賀谷 F総組下

1 光方一光貞備考

       (光 利実二男).2-405-1の 分流

II-11-17

A288
-57

11-11103 滑川

J 滑川一家系図
              405 成田

A288.2-404‐

〔滑川新太郎先祖分流 藤原姓滑川一家系メ|〕

/滑川七太夫通九
            _406 藤原姓成田氏系図A288.2

文化2.5.29/

湯沢給人

-107-―



ヨ         A288.2‐ 409-2 西野氏系図 〔西野氏系図 藤原姓〕弘化3.7./成田良左衛門元暢

               文化2.8.晦/西野博太憲幹

〔紋 :酢醤草〕

〔禄高 :43.500〕

                              _憲 常―憲邦一

某―元繁―元政―元重―

          憲行※一定親―憲之―憲承備考 1

備考 1 某 *―某―某―

憲紹―憲幹―
元尭※―元暢☆

備考 2 *自奥州南部鹿角郡三ケ田館徒住、於秋田

         ※天英公秋田江御遷封之時常州ヨリ供奉シ備考 2

来ル

三ケ田氏比内鷹巣村称

※天保五年～苗字帯刀免許

            (憲 秀長男)☆御旗本永近進並被召立、鷹巣村住居被仰

II-3-50付候

A288.2-409-3 西野氏系図
/西野友右衛門忠至文化2.7./      _忠

勝―忠清一忠政※―忠家―忠栄―忠愛備考 1

406 南部

                          忠尚―忠至―

シテ秋田二来ノし※天英公羽州遷封ノ時従駕

系図 [南部氏]

備考 2

A288.2-407

文化2.7.20/南部倍蔵久徳
           II_3-51-久雄―久徳―久明※―久欽備考 1 -      

ノ節～御供二而来ル後御当

A288.2-409-4 西野氏分流 [系 図]

備考 2 ※利姫様御入輿

                          /西 野源蔵忠雄

ル

                                          Dと 化2.8。 /

家御家臣 トナ

〔禄高 :25.000〕

忠興―忠雄―

(信高七男)                               _政

千―政恒―忠直―國忠―備考 1      (忠
政第二子 )2-409-3の 分流A288.

II-3… 51

407 三階堂

系譜 〔藤原姓三階堂氏系図〕

        A288.2-409-5 系図 〔西野氏〕

A288.2¨408                                          

文化2.7.//西野林蔵忠嘉

/三階堂又兵衛道恒

〔紋 :丸釧片喰〕

〔紋 :横木瓜〕
―潔道―

忠常―忠嘉一

―道直―道定一

備考 1      (忠
家養三男)

一道薫※―道慶

      ョ_           2-409-3の

分流

備考 1 -
道喜―道定―道包―道申―道任

          A288.年秋田工下向フ

          II… 3-51

備考 2 ※～ (慶長)八

県B-504 由緒 [三階堂氏由緒書]            A288.2-409-6 
系譜 〔西野氏〕

/西野藤治忠俊文化2.7./

文政9。 3./三階堂又兵衛

忠祐―忠俊―備考 1      (忠
常養二男)

備考 3 伝来文書11点

2-409-5の 分流A288.姓藤原三階堂氏系図

              II… 3-51

A0288.2… 58

明治3.秋/(三階堂道豊)

道直―道定―潔道―道喜――道薫―道慶―

                   ロ

備考 1 -
道定―道包―道申―道守―道賀―道豊―

409 西富

A288.2-410-1 西宮氏系譜 〔源氏之由〕
/西宮伊左衛門藤賢5と化2.6./

408 西野

                          〔禄高 :29.964〕

藤賢――藤美―藤貴―

〔藤原姓西野氏〕

藤里一藤治―備考 1      (藤
朋二男)

西野氏系図A288.2-409-1                          2-410-7の

分流

文化2.7./西野卯吉政侯

            A288。〔禄高 :39。 355〕

              II… 3…58政信一政方―政昌―政武―備考 1 政利※―政次―

A288.2-410-2 系図 [西宮氏]〔源氏〕

政侯

                               /西 官吉太藤吏

備考 2 ※於水戸御台所奉行相勤申候由、御当国江

          文化5。 7./

塩谷右膳組下

藤吏

御跡 ヨリ参侯

                          _藤 秀―藤高―藤久―賀藤―備考 1

11-3… 52

08-―― ― -1



A288.2¨410-6の 分流 (藤種二男)                       /西 官靭負藤興

Ⅱ-3-58                              塩谷右膳組下

備考 1 藤光―藤忠一藤阿―藤年一藤侶―藤興一

A288.2-410-3 系図 [西宮氏]〔源氏〕           A288.2-410-5の 分流 (藤廣二男)

文化5。 7/西宮喜兵衛藤賢           II… 3-58

塩谷右膳組下

〔禄高 :73.693〕               A288.2-411-1 源姓西宮氏系譜

備考 1 藤真一藤道―藤政―藤真一藤繁―藤房一           文化5.閏6./西官与惣治藤友

藤次―藤賢一藤弘                     佐竹河内組下

A288.2¨410-6の 分流 (藤光実弟)             備考 1 藤久一恒藤―藤雅一藤合一藤行―藤友―

Ⅱ-3-58                         A288.2-411-2の 分流 (藤俊次男)

II-3-58

A288.2¨ 410-4 系図 [西宮氏]〔源氏之由〕

文化2.8./西宮喜門藤正           A288.2-411-2 源姓西宮氏系譜

佐竹河内組下                      文化5.閏6./西宮六右衛門藤則

備考 1 藤國―藤俊―藤家―藤吉一藤重―藤利―           佐竹河内組下

藤久―藤真―藤正―               備考 1 藤俊―藤恒―藤信一藤茂―藤則―

A288.2-410-3の 分流 (藤真四男)             A288。 2-410-6の 分流 (藤光二男)

II-3-58                                                 11… 3…58

A288.2-410-5 西宮氏系譜 〔源姓西宮氏系譜〕

/西宮才吉藤施         410 西村

塩谷右膳組下

〔禄高 :53。 762〕               A288.2-412… 1 新調西村氏系図

備考 1 藤則※―藤廣一藤寧―藤覚―藤虎―藤衛―          天保12.9./西村伊右衛門美行

藤施―                          〔禄高 :20.000〕

備考2 ※慶長七歳御遷封同九歳罷下           備考1 美宗*①―美證*②一美順―美久―

A288.2-410-3の 分流 (藤真之二男)                美脩*③―美敬―美行※

Ⅱ-3-58                         備考2 *①本氏木村氏、故有テ西村 卜改最上公ニ

仕フ

A288.2-410-6 系図 [西宮氏]〔源氏〕               *② 故有テ初テ久保田へ来り居住ス

文化5。 7./西宮治兵衛藤興               *③ 寛政五年久保田ヨリ松越工来り居住ス

塩谷右膳組下                     ※文政十年永苗字帯刀居下御免ニナル、天

〔禄高 :55。 634〕                    保四年郷士二召立ラル～天保六年～永ク

備考 1 -藤種※―藤忠―政藤―藤利―藤吉―            旗元近進並二召立ラル

藤次―藤高一藤茂―藤澄―藤興

備考2 ※御国替之節慶長七年常州ヲ出立御供仕御    A288.2¨412-2 西村氏家系 〔藤原姓西村氏家系〕

同国江罷下り平鹿郡増田江被差置、同八          文化2.7./西村武左衛門忠宣

年仙北郡角館江引移被差置           備考 1 忠種※一忠里―忠親―忠全―忠陳―忠侍―

Ⅱ-3-58                            忠宣―

備考2 ※秋田江罷下～義宣公江御奉公

A288.2-410-7 西宮氏系図 〔源氏〕             II-3-53
文化2.8。 /西宮唯之丞藤鳴

塩谷右膳組下

〔禄高 :19。 375〕            411 仁平

備考 1 藤朋―藤次―藤政―藤光―藤清一藤好―

藤鳴                     A288.2-414-1 宗家系図 〔仁平氏〕

A288。 2¨410-3の 分流 (藤真三男)                  文化2.7./仁平治右衛門高徳

Ⅱ-3-58                         備考 1 高茂―高頼※一高度―高康―高命一高皓―

高徳一

A288.2-410-8 西宮氏系譜 〔源姓西宮氏系譜〕        備考2 ※公遷封之時来仕

―-109-―



安政3.9。 /丹生養民正興II-3-55

〔禄高 :月 俸5日 、給銀3枚〕
A288.2-414…2 仁平氏次男系図               備考 1 正興

文化2.閏 8./仁平新右衛門高季         (正 保長子)

〔禄高 :4人扶持、給銀85匁〕

備考 1 某※一某一某―某―某―某―高光―高寛一

413 布川高季―

備考2 ※天英公羽州遷封之後常州ヨリ来歩行勤仕

A288.2-415-1 布川氏系図 〔藤原姓布川氏〕ス

文政12.6。 /布川時之助茂□A288。 2-414-1の分流                               (マ つ
備考 1 -茂正※―茂守―茂イ巨―茂猶一茂行一II-3-55

茂伴一茂次―茂□

備考 2 ※慶長年中羽州最上ヨリ流離〆秋田二来テA288.2-414-3 仁平氏系図

文化2.7./仁平伊左衛門久政               天英公二塗師勤仕

〔紋 :カ タハミ〕               II-4-52
備考 1 久吉※―國吉―忠吉―久冨―久春―久政一

備考 2 ※公遷封之後常州ヨリ来 り歩行勤仕ス      A288.2-415-2 布川時之助二男系図 〔藤原姓布川氏〕

A288。 2-414-1の分流 (彦兵衛四男)                 文政12.3./布川源兵衛茂郷

備考 1 茂安※―某―某―茂親―茂富―茂春―II-3-55

茂郷一

A288.2-414-4 系図 〔仁平氏〕               備考 2 ※元和年中最上 ヨリ御当国江罷越

文化2.7./仁平初五郎高営           A288。 2-415-1の 分流 (茂正実二男)

備考 1 高冨―高道―高恩―高融一高営―         II-4-52
A288.2-414‐ 1の 分流 (高廣之次男 )

A288.2-415-3 布川時之助三男系図 〔藤原姓布川氏〕II-3-55

文政12.6./布川勘左衛門茂近

A288.2-414-5 仁平氏支流系図                    刈和野給人格

文化2.8./仁平博左衛門久営               〔禄高 :5人扶持、給銀60日 〕

備考 1 高吉―貞吉―久信一久忠―久次―久営―      備考 1 茂久※―某―某―茂勝―茂長―茂勝一

A288。 2-414-3の分流 (久吉二男)                 茂近―

備考 2 ※元和年中最上ヨリ御当国工罷越II-3-55

A288。 2-415-1の 分流 (茂正三男)

A288.2-414-6 仁平氏分流系図               II-4-52
文化2,7./仁平市左衛門久徳

〔紋 :二重輪ニカタハ ミ〕          A288.2-415-4 布川氏四男系図

備考 1 元明―元苗―久正一高通―吉通―高記一           文政12.6。 /布川萬六茂郷

〔禄高 :俸禄13.248、久徳―

月俸2回 、俸銀7()日 〕A288.2-414-3の 分流 (久吉三男)

備考 1 茂元一茂趙―茂道―茂富一茂敬―茂章―II-3-55

茂郷

(茂正第四子 )A288.2-415-1の 分流A288.2-414-7 仁平氏系図

文化2.8./仁平文右衛門清忠          II-4-52
〔紋 :片喰〕

備考 1 某一某―某―清忠               A288.2-415-5 布川時之助四男萬六分流系図

〔藤原姓布川氏系図〕A288.2-414-2の 分流 (茂左衛門某分流)

文政12.6./布川数馬茂唯II-3-55

〔禄高 :20.000〕

備考 1 茂定―茂隆―茂永―茂安一茂高―茂唯

A288.2-415-4の 分流 (彦八尉 ノ子)412 丹 生

II-4-52

A288.2-413 藤原姓丹生氏系図

―-110-―



414 沼井 A288.2-677 [根岸氏系図]

A288.2¨ 416 系図 〔藤原姓沼井系図〕                 
明和4.閏9./根岸善兵衛秀宣

備考 1 秀盛―秀知―種盛―秀興―

文化3.4./沼井四郎兵衛資善

〔禄高 :333.636〕                               ~秀

詮―秀宣―

(道秀第二子)

備考 1 -資易*―資道―資種※――婚L次―婚L根―

資真―婚L辰 ―胤秀―資央一‐資善―

備考 2 *属仕於聞信公也              17 
根元

※有故流離来千秋田仕
II-4-51

A288.2-421-1 家伝系図書 〔根元氏家伝系図〕

文化2.8./根本治兵衛孝重

湯沢給人

415 沼 田                        
備考 1 -頼重※――家重―高重―久重―賀重―

A288.2・                             

慶重―孝重―

備考 2 ※常陸赤館住、慶長七御遷封同九年罷下候
‐417…1 沼田善兵衛信吉二男分流系図 ～雄勝郡寺沢村二而御本田高拾石被下置

〔藤原姓沼田氏系図〕 湯沢二居付申候、其後六石増被下関村ニ

文化2.8。 19/沼 田源右衛門信孝

〔禄高 :0.462〕                     
而御引替地拝領仕候

備考 1 信村―信清                  II~10-18-信方―信次―信易―信孝―

(信吉二男)

II-4… 54

A288.2-421-2 藤原姓根元氏後二男系図

文化2.8.29/根元助左衛門経治

大館給メ
A288.2-417-2 藤原姓沼田氏準二男系図 備考 1 経序―経愛―経貞―経定―

文化4.7./沼田助八郎信綿

―経営―経治

〔禄高 :29,999、 2人扶持〕

備考 1 信治―信定                  A288.2-421…
3 藤原姓根元氏二男系図

―信芳―信盈―信綿―

A288。 2-417-3の分流 (信直之舎弟)                 
文化2.8。 29/根本栄蔵経治

II-4-53

大館給メ

備考 1 -経 勝※―

備考 2 ※御遷封 ;

―経政―経久―経直―経重―経治

A288.2¨ 417-3 沼田氏準嫡流系図

と時常陸 ヨリ本家経序兄弟三人

三 ヶ年後来～奉仕ス、大館二住ス

〔藤原姓沼田氏準嫡流系図〕

文化4.7./沼 田丹蔵信成            A288.2-421-2の
分流

〔禄高 :37。 787〕

備考 1 信常※―信易―信直―信蕃―信申―信清―

信春―信朋-             418 
根本

一信喜―信成

備考 2 ※天英公羽州遷封之時既二致仕ス ト雖モ従
テ常州ヨ                  A288.2¨

418-1 系図 〔藤原姓根木氏〕
り来ル

II-4-53

文化2.F‐38。 /根本五郎左衛門信丁

〔禄高 :56.133〕

備考
AS288.3-215-5 [沼 田氏裁判請文]               1 ~貞

道※―清〒―家〒―直〒―演〒―

文化3。 10.6/沼 田丹蔵、                
〒殷―〒澄―典〒―信〒

同助左衛門、 備考 2 ※慶長八年隠居ニテ常州ヨリ来、朱地三十
同丹左衛門、同太右衛門

備考 3 覚

石隠居免二賜

A288.2-418-2 根本清兵衛予満次男分流系図

416 根岸F
〔藤原姓根木氏系図〕

文化2.閏 8./根本新右衛門〒則

A288.2-136 小田系図                   
備考 1 〒営―〒道―丁為―〒陸一

(〒             
―〒則―

備考 1 -道秀―秀光―秀清―秀朝              
満第二子)

備考3 前半は小田氏、後半は庶流の根岸氏の系図 A288.2-418-3 根本氏家伝系図

〔根本氏家伝系図 平姓〕
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文化3.2./根本十内吉中           A288.2-418-9 根本氏系図

湯沢給人 安政5。 3./根本弥治右衛門祐重

〔紋 :月 知〕 備考 1 祐顕※―祐真―祐武―祐理―祐知一祐軌―

備考 1 吉國※一某―某―某―吉次―吉遼―吉廣―         祐菫一祐忠―祐重

吉任一吉中― 備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

備考 2 ※御国替以後慶長八年罷下                 下 リ

II-10-17

A288.2-419-1 根本氏系図

A288.2-418-4 根本氏家伝系図                    文化2.7./根本閑悦久忠

文化2.5。 27/根本治部右衛門秀営        備考 1 祐忠一某一某―久忠

湯沢給人

備考 1 秀□※一秀則一秀定一秀高―秀昌―秀盈―    A288.2-419-2 藤原姓根本氏後分次男系図

秀安一秀由―秀営 文化2.8.21/根本及右衛門〒養

備考2 ※常州之内赤館二住ス～慶長七年御当国二          〔禄高 :4人扶持 紋 :丸之内酢漿草〕

御国替被遊～同九年御述ヲ奉追         備考 1 〒正一〒賞―〒昌―〒祀―〒敬―〒養―

II-10-20 A288.2-418-1の 分流 (家〒次男)

ⅡI-158

A288.2-418-5 藤原姓根本氏三男分流

文化2.11./根本清兵衛経則         A288.2-419-3 根本五郎左衛門清子次男分流系図

〔禄高 :320。 273 紋 :円象二枝桃〕 〔藤原姓根本氏〕

備考 1 経行※―経定―経延一経典一経完一             文化2.間8./根本吉兵衛〒賢

経寛☆―経則― 〔紋 :一重輪酸漿〕

備考2 ※慶長年中御遷封ノ後典左衛門兄弟二人御     備考 1 〒春―〒宗―〒建一〒政一〒廣一丁郡一

跡ヨリ来仕フ 〒賢一

☆寛政四年久保田工引越            A288.2-418-1の 分流 (清〒第二子)

(豊後某第二子)
III-158

A288.2-418-6 根本清兵衛経完二男分流系図        A288.2-419-4 根本惣左衛門子春次男分流系図

〔藤原姓根本氏〕 〔藤原姓根本氏〕

文化2.11./根本兵右衛門経豊              文化2.閏 8。 /根本儀右衛門〒映

大館給人 備考 1 〒茂―〒忠―予定―〒里―〒徳一〒映―

〔禄高 :100.000〕               A288。 2¨419-3の分流 (〒春第二子)

備考 1 経豊―

A288.2-418-5の 分流 (経完二男)            A288.2-419-5 新調根本氏系図 〔藤原姓根本氏系図〕

文化4。 5。 /根本内蔵通脩

A288.2-418-7 系譜 〔藤原姓根本系図〕                東家臣

文化3.11./根 本排之助為賞          備考 1 某*一通郷一通國※一通近一通園一通朗―

〔紋 :カ タハミ〕                   通典一通政一通脩

備考 1 為依―為康―為紀―為賞             備考2 *一峯公命シテ東政義二仕シム、子孫東家

(為泉二男)
ノ臣 トナル

※東源六郎義直女岩城伊豫守重隆二婚姻之

A288.2-418-8 根本氏分流家伝系図                  時附輿 トス

〔根本氏分流系図 平姓〕     II-28-18
文化2.5.10/根 本造酒吉則

湯沢給人 A288.2-419-6 根本氏系図 〔根本氏系図 藤原姓〕

備考 1 吉房※―吉久―吉道―吉英一吉友―吉則           文化2.8./根本内蔵人重久

備考2 ※関東ヨリ秋田工御国替以後慶長八年兄掃          湯沢給人

部右衛門同前二罷下り湯沢二著仕        備考 1 重次―重直―重久―重忠―重次―重久一

A288。 2-418-3の分流 (吉國二弟)             II-10-21
11-10-17

A288.2-420-1 根本惣左衛門予春三男分流系図
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〔藤原姓根本氏〕  420 延生
文化2.閏 8./根本小市郎〒親

備考 1 〒安―丁重―〒宴―〒重―〒親―        A288.2-423 延生氏系図 〔藤原姓延生氏〕
A288.2-419-3の 分流 (〒春第二子)                 文化2.9./延生助右衛門真道
III-158                              佐竹河内家人

備考 1 -真尚※―真次―真利一真賢―真光―
A288.2-420-2 根本氏分流家伝系図                 真道―

文化2.8./根本小藤太位重           備考2 ※慶長七年義宣公羽州遷封之時与父同ク北
湯沢給人                        又七郎義廉二随テ常州ヨリ秋田工来

備考 1 栄重―長重―忠重―信重―位重―         II-28-10
A288.2-421-1の 分流 (内蔵之助二男)

A288.2-420-3 根本氏分流家伝系図           421 野本
〔根本氏分流家伝系図 平姓〕

文化2.8。 /根本小兵衛吉友          A288.2-424-1 系図 〔藤原性野本氏系図〕
湯沢給人                        文化2.6./野本惣蔵定證
〔紋 :月 飼〕                      〔禄高 :2人扶持、給金2両〕

備考 1 吉□―吉種―吉次―吉高―吉天―吉周―      備考 1 定知一定正一定時一定亮一定清一定物―

吉友一                         定證―

A288.2-418-3の 分流 (吉國二男)

II-10-17                       A288.2-424-2 系図 〔藤原姓野本氏系図〕

文化2.7./野本喜三定善
A288.2¨ 420-4 根本氏分流家伝系図                   〔禄高 :5合 3人扶持、給金1両〕

〔根本氏分流家伝系図 藤原姓〕    備考 1 定路一定久一定春一定善―

文化2.5。 27/根本強右衛門秀紀         A288。 2-424-1の 分流 (定亮二男)

湯沢給人

〔紋 :円形二橘〕

備考 1 秀□―秀次―秀門―秀浮―秀紀-       422 芳賀
A288.2-418-4の 分流 (太郎左衛門秀二男)

Ⅱ-10-20                       A288.2-425-1 芳賀氏系図 〔清原姓芳賀氏〕

文化2.8。 /芳賀源右衛門高倫
A288.2-420-5 系図 〔根本系図〕              備考 1 某※一高重―高定―高政―高審―高久―

文化2.8./根本強右衛門行明              高宗―高倫―

塩谷右膳組下                 備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来
〔禄高 :40.600〕                    り仕

備考 1 宗里※―里行―里光―里則―里信一行久―     II-3-6
行昌―行道―行門―行明

備考2 ※慶長年中秋田御引移之節、同九年仙北郡    A288.2-425-2 芳賀氏系図 〔清原姓芳賀氏〕
角館江下着                      文化2.7./芳賀五左衛門光富

藤原姓根本紀伊守分流之由                 〔紋 :三頭左り巴〕
Ⅱ-10-27                         備考 1 -光賢※―光道―光好―光規―光孝―

光博―光富

備考2 ※最上氏没落ノ後流離シテ秋田二来テ初テ
419 野 口                              天英公二奉仕ス

II-3… 8

A288.2-422 系図 〔姓不詳野 口氏〕

文化2.7./野 口惣治正武           A288.2-425-3 芳賀正助光道三男分流系図 〔清原姓〕
〔禄高 :5.000、 3人扶持、給金3両〕           文化2.7./芳賀彦左衛門光久

備考 1 某―正吉―正武―                     〔禄高 :25。 433

紋 :一重輪二左り三ツ巴〕

備考 1 光貞*― 光高―光吉―高康―光茂―光之―
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光久― 信之―信季―信興

備考 2 *芳 賀正助光道養テ子 トス 備考 2 ※最上氏滅亡 ノ後初テ多賀谷氏臣 トナル

A288。 2-425-2の分流 II-29… 30

11-3…8

A288.2-425¨ 4 芳賀清左衛門光好四男分流系図 424 萩庭

〔清原姓〕

文化2.7./芳賀宅右衛門光春 A288.2-428 萩庭氏系図 〔藤原姓萩庭氏系図〕

〔禄高 :58.060 紋 :二重輪左三ツ巴〕 文化2.7./萩庭百三郎政方

備考 1 光包*一光明―光登―光春― 備考 1 -某※一政忠―政貞―政光―政明―政孫―

備考 2 *芳賀清左衛門光好養テ弟 トス 政序―政孝―政方

A288。 2-425-2の分流

Ⅱ-3-8                          
備考 2 ※慶長十九摂州ノ役二天英公二屈従ス

II…3…3

A288.2-425-5 芳賀市兵衛光貞分流系図 〔清原姓〕

文化2.7./芳賀平治某 425 萩屋

〔禄高 :3人扶持、給銀80日

紋 :ヒ ガギ中左り三ツ巴〕 A288.2-429-1 萩屋氏家伝系図

備考 1 光益 *―某―富茂一光久―某 〔萩屋氏家伝系図 藤原姓〕

備考 2 *芳賀市兵衛光貞養テ弟 トス

A288。 2-425…3の分流                             /萩
屋字右衛門為昌

H-3-8                               
湯沢給人

〔禄高 :45,000 紋 :丸菊〕

備考 1 為定※―為長―為久―為重―為常―為訓―

A288.2-425-6 芳賀氏系図 〔清原姓芳賀氏〕 為充―為昌―

文化2,7./芳賀博左衛門高賓 備考 2 ※慶長年中御国替之働秋田工御供仕～湯沢

〔紋 :左 巴〕 二罷在

備考 1 高忠※―高就―高包―高久―高品―高門― II…3-47

高営―高賓―

備考2 ※慶長五年宇都宮家国亡ノ後常州二来、遊 A288.2-429-2 萩屋氏家系 〔藤原姓萩原氏系図〕

行上人 ノ推挙二因テ天英公二奉仕ス、公 文化2.7,/萩原彦右衛門為重

遷封 ノ時従ツテ秋田二来ル

(全可入道二男)                         
湯沢給人

II-3-9                               
〔禄高 :28.215 紋 :菊〕

備考 1 為重※―為次―為政―為方―為陽―為清―

為重

A288.2-426 芳賀氏家伝系図 〔清原姓芳賀氏家伝系図〕 備考 2 ※御遷封之時御後ヨリ罷下

文政12.2.19/芳賀茂右衛門勝定 II-3-48

湯沢給人

〔紋 :三 ツ頭左巴〕

備考 1 -勝秀※―清勝―勝高―勝冨―勝信一 426 橋本

勝要―勝高―勝定―

備考2 ※御国替之御翌慶長八年～秋田湊迄罷下候 A288.2-430-1 系図 〔藤原姓橋本氏系図〕

所、雄勝郡於八幡村二御本田高四拾五石 文化2.8./橋本喜内賓有

拝領仕湯沢二被指置申候 〔紋 :真釘貫〕

備考 1 賓時※―賞豊☆―賓次―賓重―賞満―

423 萩生 田                         
賓利―賞有

備考 2 ※於羽州亀田岩城貞隆公二奉仕

☆義隆公御名代ノ節御供仕秋田江来

A288.2-427 萩生田氏系図 II-3-24

文化3.7./萩生田岩尾信興

多賀谷下総家人 A288.2-430-2 橋本氏系譜 〔藤原姓橋本氏系譜〕

備考 1 -某 ※―信重―信孟―信允―信智―信定― 文化2.7./橋本典左衛門賞門
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佐竹河内組下                 備考 1 秀定※―秀言―秀明―秀成―秀親―秀兼―

〔禄高 :7人扶持 紋 :真釘貫〕            秀道―秀忠―秀米一秀邦―

備考 1 賓正一久正一賞久―賞明―某―賞國―       備考 2 ※宇喜多家没落ノ後常州二来 り初テ天英公

賓門―                          二奉仕ス

A288。 2-430-1の分流 (賓豊嫡子 )

II-3-24

427 蓮沼
A288.2-430-3 系図 〔藤原姓橋本氏〕

文化2.7./橋本熊五郎賓政          A288.2-431-1 蓮沼氏系図 〔平姓蓮沼氏〕

〔紋 :真之釘貫〕                    文化2.8./蓮沼五左衛門景昇
備考 1 賞忠―賞堅―賞基―賞光―賓政          備考 1 -景直※―景久―景成―政景―景睦―
A288。 2-430-1の分流 (賞豊第二子)                景彙☆
Ⅱ-3-24                         備考 2 ※天英公二頼 り常陸国江戸崎二住ス、又慶

長七年天英公二従テ秋田二到 り暫土崎ノ
A288.2-430-4 古系藤原氏橋本系図                  湊二住シ、慶長八年角館ノ城二遷ル

文化2。 7./橋本正左衛門                ☆寛政十一年～命ヲ受テ居ヲ府下二移ス

〔紋 :丸一文字〕                Ⅲ-161

備考 1 -賞房 *―正武―則賞―某

備考 2 *将軍源家光公被召出             A288.2-431… 2 蓮沼氏二男系図

「二冊之内一」                          〔蓮沼五左衛門景昇二男分流〕
備考 3 元禄三年断絶。A288。 2-430-5へ続 く             文化2.8./蓮沼七左衛門景孝

〔禄高 :236.000〕

A288.2-430-5 藤原氏橋本系図 〔本氏遅澤橋本氏〕      備考 1 景次※―景永―景廣一景貞一景知―景祥―

文化2.7./橋本正左衛門正喜              景行―景孝―

〔紋 :丸 ノ内釘貫〕              備考 2 ※慶長七年天英公御遷封ノ時盛重公二従テ
備考 1 高延※―賞信☆―正盈―正喜―               秋田二来ル、同八年角館二来 り仕フ

備考 2 ※野州那須之郡太田原之産也、寛文年中～     A288.2-431-1の 分流 (景國二男)

義隆公二勤仕                 Ⅲ-161

☆橋本氏ヲ賓信二授与ス ト云

「二冊之内二」               A288.2-431-3 蓮沼氏三男系図
備考 3 A288。 2-430-4か ら続 く                      〔分流蓮沼藤治左衛門景廉系図〕

文化2,7.25/蓮 沼藤治左衛門景廉
A288.2-430-6 藤原姓橋本氏系図                   佐竹河内組下

文化2.7./橋本甚之丞宗康                〔紋 :丸 ノ内横木黄〕

〔禄高 :48.000〕                備考 1 景家―景道―景近―景道―景致―景廉―

備考 1 某※―某―宗考―宗副―宗央―宗應―       A288。 2-431-1の 分流 (景 直二男)

宗康―                     Ⅲ-161

備考 2 ※保科公家臣也、故有テ流離〆羽州秋田ニ

来テ天英公工奉仕ス             A288.2-431-4 蓮沼氏支流系図
Ⅱ-3-22                                   〔支流蓮沼善兵衛景範系図〕

文化2.8。 /蓮沼善兵衛景範
A288.2¨ 430-7 橋本氏系図 〔源姓橋本氏〕               佐竹河内組下

文化2./橋本八右衛門家俊           備考 1 景政―景依―景範―

備考 1 家定※―家久―家営―家暢―家命―家卓―     A288.2-431… 3の分流 (景信養弟)

家俊―                     Ⅲ_161

備考 2 ※慶長七年天英公様羽州工御遷封之時御小

人ニテ常州ヨリ来              A288.2-431-5 蓮沼氏四男系図

〔蓮沼五左衛門景舞四男分流〕
A288.2-430-8 橋本氏系図 〔藤原姓橋本氏〕              文化2.8。 /蓮沼五郎左衛門景恒

文化2.7./橋本興惣左衛門秀邦              〔佐竹河内組下〕

〔禄高 :66.000 紋 :藤 ノ丸〕         備考 1 景定―景幸―景宗―景信一景恒―
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A288。 2-431-1の分流 (景 直三男 )

IⅡ
-161

A288.2-436-1の 分流 (定年長男)

431 畠

A288.2-435 畠氏系図

428 長谷川

                             /畠 善四郎成政5t化 2.8。 ′長谷川氏新調系図

                    〔禄高 :262.500 紋 :害 Jり 梅バチ〕

A288.2-433                            

某一某―某― 」一成政―

文政8。 9./長谷川忠右衛門永澄
                  _某 ―某一成始l備考 1〔禄高 :769.                

備考2 能登国之産也、慶長年中流離シテ秋田二来

685〕

                                                               ナル

ー永澄一

                 り山本郡能代二住シ商家 ト

ー永壽☆一永貞
      レ

備考 1 -                            

本苗畠山

備考 2 ☆家業ヲ富シ遂二大商戸 トナノ

備考3 川国の商家。献金等により士分となる

備考3 商家として献金等により士分となる

A288.2-434-1 長谷川氏次男新調系図

天保8,7./長谷川清十郎永茂

432 幡江〔禄高 :58。 320〕

並

備考 1 永茂

                         A288.2‐438 幡江氏系

は原姓幡江 本:名 金澤氏系譜〕

A288.2-433の 分流 (永澄次男)                      
〔,      `
/幡江清七道寧文化 2.8.ノA288.2-434-2 長谷川氏系図

                     梅津亀松組下 0角 間川給人天保8,6。 /長谷川定右衛門治慶

                  ッ輪〕〔紋 :三

―道定※一道数―道安―道重―道綱―

治房―某一治家一治慶一備考 1 治之※―治義―

                 備考 1備考 2 ※奥州会津ノ産ナリ～羽州秋田二来 り大館

道國―道寧二居住ス、代

                 備考 2 ※初小野寺家二仕フ、後御当家二仕へ奉ル
`々

農家 トナル

4

ト姓簗田

                    II_3-4`
/      

り近進並となる備考 3 山守。功績によ

429 長谷部 433 波多野

A288.2-432 長谷部氏系図                A288.2-439 波多野氏系図 〔藤原姓波多野氏〕

文化2.8。 /長谷部七兵衛信千               文化2,7./波多野太郎秀以

〔紋 :5人扶持、給銀85匁〕                  〔紋 :五七ノ桐〕

備考 1 信重―信興―信春一信千一            備考 1 秀房※―秀IIt―某―秀馴―秀孝―秀興―

Ⅱ-3-38                             秀以

備考2 ※駿河大納言之家臣井川之城代二在邑ス、

駿州落去退散シテ武州江府二住ス～義隆

430 畑                               公江仕～貞享四年～江府ヲ発シ家族秋田

江移ル

A288.2-436-1 藤姓畑氏系譜                    伝曰其先者俵藤太秀郷之支流波多野次郎義

文化2.閏8./畑源助定一               道後裔 卜云

〔禄高 :5石 、合6人扶持 紋 :蛇 ノロ〕     II-3-37
備考 1 定憲※一定次一定頼一定年一定安一定策―

定一―

備考2 ※会津葦名家譜代、慶長七年天英公秋田遷   434 初岡

封ノ御盛重君二従テ秋田二下ル

A288.2-440 初岡氏系図 〔源姓初岡氏〕
A288.2-436-2 畑氏分地系図                     文化2.8。 /初岡元祐寧遠

文化2./畑道英定明                   〔禄高 :月 俸8口 〕

〔紋 :蛇 ノロ〕                備考 1 寧遠※

備考 1 -定静一定時一定赫一定明            備考2 ※寛政十年～初岡ヲ以氏 トシ～初テー家ヲ
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ナス～文化二年秋田城下二移住ス

備考 3 末尾に「此系図断絶」とあり

テ羽生ヲ称ス～天英公二勤仕シ慶長七年

御遷封ノ時伏見ヨリ秋田二供奉ス

II-3-26

435  古葛 A288.2-444 羽生氏系図 〔平姓羽生氏〕

明和4.9。 16/羽生七兵衛治貞
A288.2-441-1 塙宮内勝久二男分流系図 佐竹大和家臣

〔藤原姓塙氏系図〕     備考 1 -治継※―治近―治國―治枝―治友―

/塙儀兵衛勝ヂ 治貞―

備考 1 勝光―勝甫―勝吉―勝久―勝芳―勝長―      備考2 ※義宗公二従テ秋田二下ル

勝柔―勝ヂー

A288。 2-441-2の分流 (勝久二男) A288.2-445 羽生氏系図
II-3-28 文化2.7。 /羽生理右衛門氏喜

〔紋 :丸鶴〕
A288.2¨ 441-2 系図 〔藤原姓塙氏系図〕 備考 1 氏親※―親継―親綱―氏令―氏章―氏光―

文化2.8。 19/塙蔵人主勝延 氏有―氏喜―

備考 1 勝道※―勝久―勝方―勝糸L― 勝興―勝行―     備考 2 ※義宣公常州ヨリ羽州秋田へ御国替ノ時御

勝延― 省略二依テ暇出サレ流牢～嫡子親継再仕

備考 2 ※慶長年中常州ヨリ来 り～大館二住

Ⅱ-3-28                              
ルノ後二秋田へ来ル

II-3-25

A288.2-441-3 塙氏系図 〔源姓塙氏系図〕

文化2,7./塙正吉守約 437 羽石

備考 1 守吉※―某―某―守綱―守直―守防―

守蕃―守約一 A288.2-446 系譜 〔羽石氏 姓藤原之由〕

備考 2 ※慶長七年天英公常陸ヨリ秋田工御遷邦之 文化2.7。 29/羽石東蔵道政

制御供仕ル

Ⅱ-3-27                               
〔禄高 :135。 175〕

備考 1 -高道※―道重―道賢―道遠―道徳―

道晴―道一―道時―道政
A288.2-441-4 塙氏分流系図 〔源姓塙氏分流二男系図〕    備考 2 ※慶長七義宣公自常州遷封羽州秋田之時供

文化2ざ7./塙良助守忠 奉

備考 1 守門―守信一守忠 II…3-2

A288.2-441-3の 分流 (守防之三男 )

II-3-27

438 馬場 目

436  ]可」ヒ A288.2-447 藤原性馬場目氏系図

文化3.2./馬 場 目重蔵勝州
A288.2-442 平姓羽生氏系図 備考 1 勝時*―勝繁※―恭賀―恭清―恭春―

文化12.8./羽 生左司馬治篤 永恭―勝房―勝芳―勝州

西家家老 備考 2 *代 々羽州秋田郡馬場日二居館ス、依而称

備考 1 -治継※―治近―治國―治枝―治友― 馬場目氏ヲ

治貞―治央―治時―治篤 ※慶長年中山本郡桧山二於テ式部大輔義成
備考 2 ※慶長七御遷封之時右兵衛尉義成二従テ羽 公工初テ勤仕ス

州工下ル HI-169

A288.2-443 羽生氏系図 〔源姓羽生氏〕 A0288.2-62 系譜井由緒書 〔藤原末葉馬場 目氏系譜〕

文化2.7./羽生仲秀興 明治3.5。 /馬場目鉄蔵勝棚
備考 1 -秀政※―秀勝―秀茂―秀朝―秀満―       備考 1 -勝繁※―泰賀―泰清―泰春―永泰―

秀胤―秀孝―秀興― 勝房―勝芳―勝州―勝桐―

備考2 ※常州小田ノ浪人～同国羽生ノ郷二住ス因     備考2 ※慶長年中山本郡於桧山而式部大輔義成公

-117-



「弐冊之内一」時始而勤仕

備考 3 A288。 2-451-2へ続 く。秋田移住以前

II…3-32

439 濱田
A288.2-451-2 新調系図 〔藤原姓林氏系図〕

文化2.8。 /林翁助秀定A288.2-448 系図 〔藤原姓濱田氏系図〕

E禄高 :3人扶持、給銀80日文化2。 7./濱田縫殿宗忠

紋 :三ツ巴〕備考 1 -則廣※―則宗―宗員―宗光―宗定―

備考 1 定吉※一定茂一定元一定次一定道一定綱―宗詮―宗忠―

秀定備考2 ※慶長十七年来仕於義宣公御徒勤之

備考2 ※義宣公御代御鷹匠奉仕、被対羽州秋田仙II-3-40

北時慶長十二年久保田下

「弐冊之内二」

備考 3 A288。 2-451… 1よ り続 く。秋田移住以後440 濱野
II-3-32

A288.2-449-1 系譜井家伝書 〔系譜 姓源 氏濱野〕

A288.2-451-3 新調林氏二男系図文化2.8.15/濱 野十左衛門正道

〔藤原姓林氏金蔵分流〕〔紋 :日 向〕

文政6.6./林東市定政備考 1 -正光※―正勝―正幹―正利―正道―

E禄高 :3人扶持、給銀80日 〕備考2 ※義宣公江奉仕

備考 1 定秀一定光一定重一定助一定勝一定政II-3-39

A288。 2-451-2の 分流 (定吉二男 )

II… 3…32A288.2-449-2 系譜 〔平姓濱野氏系図〕

文化3。 8./濱野長吉某

A288.2-451-4 橘姓系図 〔橘姓林氏〕渋江堅治家臣

文化2.7./林吉蔵光朝備考 1 -森延※―森久―森由―森壽―森應―

備考 1 -光昌※―光次―光賞一光寛一光満―森行一森富―某

光輝一光朝備考 2 ※常州ノ産ナリ～ (慶長)七年天英公羽州

備考 2 ※常州ヨリ来ル秋田へ遷封セラル千時、羽州土崎ノ城ニ

II-3-34到 り執政渋江内膳政光二奇遇 シテ公二仕

ソコ トヲ言青フ

A288.2-451-5 船尾分流林氏系図II-29-34

〔分流林庄兵衛隆文家系〕

文化2.間8./林庄兵衛隆文

〔禄高 :158.281〕441  』諄り‖
備考 1 勝貞―勝明―勝定一隆次一隆年一隆陽―

隆英一隆文―
A288.2¨450 早川氏続系図 〔源姓早川氏〕

(松尾山城守昭直第二子)A288.2¨482-1の分流文化2。 9./早川喜太郎和貴
II-3-35〔禄高 :212.209 紋 :丸 二揚ケ羽蝶〕

備考 1 庭名*―庭久―峯昌―直行―敦弘一某―

A288.2-451-6 船尾支流林氏系図和昆―和貴―

〔支流林儀兵衛隆常系図〕備考2 *佐竹左衛門尉義種第二子宣直五代之孫

文化2.FEE58。 /林儀兵衛隆常I-28

佐竹河内組下

〔禄高 :2人扶持〕

備考 1 勝清―勝方―隆宗―隆治一隆家―隆常442 林
A288。 2-451… 5の分流 (勝貞二男)

II-3-35A288.2¨ 451-1 古系図 〔藤原姓林氏系図〕

文化2.8。 /林翁助秀定

A288.2-451-7 林氏系図 〔藤原姓林氏〕備考 1 -定行*
/林忠四郎元詮文化2.7./備考 2 *常 州久慈郡但
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備考 1 元綱※―元次―元重―元次―元満―元綱一          文化3.4。 /原金十郎宗春

〔禄高 :5人扶持、給銀100日 〕7E亨 ―元詮―

備考2 ※天英公御遷封之後近進並御馬乗二被召出     備考 1 宗直※―宗祥―宗茂―宗爾―宗春―

備考2 ※南部大膳大夫重信二仕フ、明暦年中故ア本名虎谷

ツテ流離〆秋田二来、小場石見義房馬乗II-3-33                                                                    

ルトナ´

II-3-45A288.2-451-8 系図 〔姓藤原林氏系図〕

文化2,9。 /林儀左衛門元祀

〔禄高 :37.454 紋 :鉄花細輪〕      A288.2-452-2 系図 〔原之家系〕

文化2.7。 /原多膳貞久備考 1 某―某―元道―元近―元春―元祀―

備考 1 -包久―國久―友久―貞久―A288.2-451-7の 分流 (元綱次男分流)

II-3-33

A288.2-451-9 系図 〔姓藤原林氏系図〕         444 原田
文化2.9。 /林勝右衛門元済

〔紋 :二重輪二鉄線〕            A288.2-453 菅原姓原田氏系譜

文化2.7./原 田官助種正備考 1 某―元重―元信一元忠―元久―元済

〔禄高 :200.084 紋 :剣梅鉢〕A288。 2-451-7の分流 (元綱三男分流)

備考 1 -種吉―法種一種紙一種勝一種知―Ⅱ-3-33                             

種友一種道一種重一種正
II-3-4A288.2-451-10 林氏系譜 〔藤原姓林氏〕

文化2.7./林文蔵勝行

備考 1 某※―勝光―勝久―勝忠―某―某―勝虎―

445  瑚反勝行―

備考2 ※刈和野ヨリ府下二移ル

A288.2-261 系図 〔平姓坂氏〕Ⅱ-3-30                              

文化2./坂清治吉政

〔禄高 :25,000〕A288.2-451… 11 林氏系図 〔源姓林氏〕

備考 1 -吉道―吉勝―吉廣―吉秀―苦政文化2.7./林泰安貞通´

                                              II-3-29〔禄高 :76,019〕

備考 1 某 *― 某―某―某―某―某―貞忠―貞盈―

貞友―貞通

446 半 田備考 2 *下野守満快末葉

A288.2-454 新調半田氏系図林1 [林氏系図]

文化2.8./半田銀治直琴(明 治)/
〔禄高 :112.936 紋 :丸 二違へ矢筈〕備考 1 (前部欠)冨武―冨潤―冨節―冨茂

備考 1 -直友*― 直秋※―直俊―共直―某―備考 3 ～明治期

直堅―直矩―直教―直勝―直政―直琴一

備考 2 *貞隆君為岩城之嗣時供奉林3…1 家系記 [林氏家譜]

※天英公賜朱地百石明治6./森多七ン

                                              II_3-19備考 3 家譜

林3-2 家系記 [林氏家譜下書]

447 匹田/引田/疋田明治6。 /森多七
備考 3 家譜

A288.2-455-1 引田氏分流系図

〔藤原姓匹田氏分流系図〕

文化2.F‐38。 /匹 田嘉八種栄
143 1京

                               南家人

〔禄高 :55.000〕A288.2-452-1 原氏系図 〔藤原姓原氏〕
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備考 1 種信一種相一種冬一種意―種栄               始テ御当家へ奉仕、八年始テ角間川居住

A288。 2¨456の 分流 (種朝五男)              II-23-19
11-28-26

A288.2-457-2 日野氏分流系譜 〔平姓 日野氏系譜〕

A288.2-455-2 匹田八兵衛三男分流匹田氏系図             文化2.8。 /日 野博蔵道伊

〔伝曰藤原姓匹田氏〕         梅津亀松組下・角間川給人

文化2。 問8./匹田太郎右衛門郷忠             〔紋 :丸之内五三ノ桐〕

〔禄高 :27.075 紋 :井筒二蔦〕       備考 1 道治―道盛―道重―道盛―道良―道秀―

備考 1 忠成※―忠久―忠兼―忠喬―忠良―郷忠          道吉―道友―道伊

備考 2 ※御国替之御常州ヨリ御跡ニテ罷下 り       A288。 2¨457-1の 分流 (但馬守実弟二男分流)

A288。 2¨456の 分流 (忠光第二子)             II-23-19
11-28-26

A288.2-457-3 日野氏分流系譜 〔平姓 日野氏系譜〕

A288.2-456 引田氏系図 〔藤原姓引田氏系図〕            文化2.8。 /日 野林太郎道利

文化2,閏 8,/引 田織部種紹               梅津亀松組下 0角 間川給人

南家人 〔紋 :丸 ノ内三亀甲〕

〔禄高 :135。 078〕               備考 1 秀幸―道長―道幸―道近―道有―道吉―

備考 1 -種忠※一種朝一種吉一種重一種沖―           道利―

通種一種紹―                  A288。 2-457-1の 分流 (道賓二男分流)

備考2 ※慶長七御遷封之節義種供仕罷下         II-23-19
11`28-26

A288.2-457-4 日野氏分流系図 〔平姓 日野氏系図〕

A288.3¨ 49-5 新調匹田氏系図                     文化2.8./日 野博八道就

文化5。 3./疋田斎定綱                  梅津亀松組下 。角間川給人

〔禄高 :966.342〕 〔紋 :丸 ノ内五三桐〕

備考 1 忠重※一定盛一定次―某一定元一定雄一      備考 1 道勝一道正一道高―道忠―道政一保福―

定静一定常一定綱―                   道保―道就

備考 2 ※天英公羽州遷封之後秋田二来 り         A288.2-457-1の分流 (道成二男分流)

II-23-l                                                 II-23-19

A288。 3-49-6 匹田氏系図書継下書             A288.2-457-5 日野氏分流系譜 〔平姓 日野氏系譜〕

文政13.正 。/疋田斎厚綱 (定綱)            文化2.8。 /日 野九郎左衛門道祐

備考 1 厚綱―                          梅津亀松組下 0角間川給人

備考3 家譜 〔紋 :丸之内五三ノ桐〕

備考 1 道弘―道衡一道清―道堅―道時―道祐一

A288.3-49-12 疋田氏考 E疋田 藤原姓〕          A288。 2-457-1の 分流 (道成第五子四男分流)

文化8.5。 17/石川久治 (右工門)        II… 23-19

備考 1 -師廣―利綱

備考3 旧資料名 :水戸様御家中石川久治右門より    A288.2-457-6 日野治右衛門支流系図 〔平姓日野氏系〕

達候疋田古系図写 文化2.8。 /日 野又左衛門道生

〔禄高 :俸禄99.100〕

備考 1 道定―道昌―道休―道治―道生―

448 日野                         A288。 2-457… 3の分流 (秀幸二男分流)

II-23-19

A288.2-457-1 日野氏系譜 〔平姓日野氏系譜〕

文化2.8./目 野治右衛門道修         A288.2-457-7 日野治右衛門支流系図

梅津亀松組下・角間川給人                          〔平姓日野氏系〕

〔紋 :五三之桐〕 文化2.8./日 野源右衛門道直

備考 1 -道成※―道俊―道久―道定―道兼―            〔禄高 :俸禄24.512 紋 :三 ツ桐〕

道重―道定―道経―道済―道修          備考 1 秀久―道安―秀冨―為冨―道勝―道貞―

備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収セラル、七年         道依―道直―

一-120-―



A288.2-457-3の 分流 (秀幸三男)                  ル

Ⅱ-23-19                             ☆本名奉願命シテ平澤 ヲ称ス

II-28-37

A288.2-457-8 日野治右衛門支流系図

〔平姓日野氏系図〕   A288.2-459-2 平澤氏系図 〔平姓平澤氏〕

文化2.7./日 野喜右衛門道朝               文化2.8。 /平澤庄右衛門通房

備考 1 道安―道遠―道経―道夷―道恒―道朝一           大山十郎内

A288.2-457-4の 分流 (道勝二男分流)           備考 1 通秋一通永―景秋一通成一通得一通尚―

Ⅱ-23-19                             通寧一通章一通房―

A288.2-457-9 日野治右衛門支流系譜           A0288.2-65 平沢氏系図 〔藤原姓平沢氏系図〕

〔平姓日野氏系譜〕          明治3.8./平沢弾右衛門勝辰

文化2.8。 /日 野市左衛門道棟          備考 1 -勝叔―宗勝―勝雅―勝有―勝治―勝福―

〔禄高 :13.000 紋 :鞠挟ノ内五三之桐〕        勝茂―勝演―勝茂一勝叙―勝茂―勝辰―

備考 1 道長―道久―道宅―道歳―道顕一道棟―      II-28-37
A288.2-457-7の 分流 (秀久二男分流)

II…23-19

451 平野
A288.2-457-10 分流日野治助断絶系図

〔平姓日野氏系譜〕   A288.2-460 平野氏系図

文化2,8。 /日 野治右衛門                 文化2.8。 /平野儀左衛門定儀

梅津亀松組下・角間川給人               佐竹河内組下・角館給人

備考 1 常久―常長―道常―道包                  〔紋 :銀杏〕

備考3 宝永四年家蹟断絶                備考 1 定和※―某一定則一定興一定光一定矩―

A288.2-457-1の 分流 (道成第四子三男分流)            定儀―

H-23-19                         備考2 ※奥州南部大主臣有故南部立退角館来、慶

長年中芦名義勝公奉仕

149 桧山

452 平元
A288.2-458 由緒書

〔戸村十太夫家来桧山亀之助由緒書〕   A288.2-461 平元氏系図 〔平姓平元氏系図〕

文化2.8。 /桧山亀之助光基                文化2.8。 /平元文仲祐紹

戸村十太夫家来                備考 1 祐壽―祐紹

〔紋 :丸 ノ内ニー文字〕

備考 1 -和直※―國政―國隅一般重―光慶―

光茂―光基                453 平山

備考2 ※慶長七年羽州遷封ノ後常州ヨリ来、戸村

義國臣 トナル                A288.2-462 平山氏系図 〔平姓平山氏系図〕
Ⅱ-29-13                              文化2.8。 /平山三右衛門春孟

西家家臣

備考 1 -春知※―春信一春尚―春芳―春賀―
150 平沢/平澤                      春孟―

備考2 ※慶長七年御遷封ノ時式部太輔義成二従テ

A288.2-459-1 平澤氏系図 〔藤原姓平澤氏系図〕            羽州へ下ル

文化2.8。 /平澤外記勝叙

石見家臣                  A288.2-463 平山氏系図 〔平姓平山氏系図〕

〔紋 :左三ツ巴〕                    文政12.8。 /平山駒之助春貞

備考 1 -宗勝※―勝雅―勝有―勝治―勝福―            西家家臣

勝茂☆―勝演―勝茂―勝叙―           備考 1 -春知※一春信一春尚―春芳一春賀―

備考2 ※慶長七年御遷封ノ時義成二従テ羽州工下         春孟―春敷―春英一春貞

―-121-―



備考2 ※慶長七年御遷封ノ時式部大輔義成二従テ 458 樋渡

羽州へ下ル

A288.2-468 系図 〔姓藤原 樋渡氏家系〕

454 」蛭川                              
文化2.8。 /樋渡主水光輔

多賀谷下総組下・桧山給人

〔禄高 :32.096〕

A288.2-464 藤原姓蛭川氏系図 備考 1 常輔一政輔※―忠輔―路輔―正輔―光輔

文化2.7./蛭川伊左衛門道安 備考 2 ※明暦二年中桧山江被移置

〔紋 : 10.000〕 本名山内

備考 1 道吉※―道老―道時―道安☆―

備考 2 ※慶長七年秋田江御移 り硼～横手二住居、

御普請方被仰付 459 深堀

☆久保田江引越

A288.2-469 深堀氏系図

455 蛭田                             
文化2。 /深堀熊之助重政

〔禄高 :3人扶持、給銀85匁〕

備考 1 重信*―重政

A288.2-465 蛭田氏系図 備考2 *養父仁助末期養子

安政5。 3./蛭田吉蔵貞固 II…16-23

〔禄高 :6人扶持〕

備考 1 貞明※―貞通☆―貞重―貞易―貞資一

貞紀―貞信一貞固 460 深 見

備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡 ヲ慕 ヒ傍輩同伴罷

下 り～御足軽奉公二被復下 A288.2-470 新調深見氏系図

☆延宝三年～横手二移住ス 文化3.2./深見第蔵久成

E禄高 :月 俸20日 、俸銀20枚〕

備考 1 -清久※―久家一自統一久成―久度―

456 廣瀬 久友―久福―久成一

備考2 ※元和四年父 卜同ク秋田二来リ

A288,2-466 藤原姓廣瀬氏世系 II-16-22

文久4.正 。/廣瀬玄清秀一

〔禄高 :5人扶持、給銀3枚〕

備考 1 秀賞※―秀一 461 深谷

備考 2 ※山本郡藤琴邑二住ス、太良鉛山ノ用医ヲ

命セラル A288.2-471-1 源姓深谷氏系図

文化2.9./深谷宇兵衛廣邦

457 廣谷                          
〔禄高 :188。 148 紋 :鶴〕

備考 1 保廣*―喬廣―廣盛―廣忠―秀廣―廣憲一

廣康―廣邦―

A288.2-467 系図 [廣谷氏] 備考2 *伊豆守廣定男流離シテ常州二至

文化2.8.21/廣 谷易右衛門政智 伝テ佐々木一族 卜云

〔禄高 :現米10.000〕 (伊豆守廣定男)

備考 1 政清※―政吉☆―政重―政勝―政継― II-16-8

政挙―政智―

備考 2 ※盛重公角館御下向之時被召出御歩行令勤 A288.2-471-2

仕                            
分流深谷氏系譜

文化5.5。 /深谷強左衛門廣充

☆葦名家断絶二付義賞公御歩行被召出 〔禄高 :35。 000〕

備考 1 廣景※―廣忠―廣明―廣貞―廣考―廣正一

廣充―

備考 2 ※公本藩二遷ルノ時従来

A288.2-471-1の 分流 (廣定之第二子)

122-一
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(諸重養弟)2-472… 2の分流A288.II‐16-8

A288.2-472-2 福田氏系図
/福 田休可諸冨

A288.2¨ 471-3 支流深谷氏系譜

                    文化4.4./文化5.5。 /深谷茂太郎廣尭

              諸重※―諸時―諸冨―備考 1〔禄高 :30.000〕

                   ※元禄七年～采地五拾石拝領組頭相勤秋田備考 2備考 1 廣次―廣光―廣久―廣金―廣茂―廣尭

                レ勝手二成ノA288.2-471-2の 分流

A288.2-472… 3 福田氏系図

Ⅱ-16-8                                  

〔源姓小笠原分流福田氏系図〕
/福田惣右衛門朝為文化2.7。 /

深谷氏系図
       士

A288.2-471-4

文化2.11。 /深谷勘右衛門光口

             朝繁*①―朝宗*②―朝栄※―朝貞―備考 1〔紋 :鶴之丸〕

                   朝治―朝秀―朝秋―朝俊―朝為
こ=L_備考 1 光定※―光隆―光國―光英一光口

             *① 信州ヨリ来羽州由利郡岩屋平釘ヲ領シ備考 2備考2 ※代々湯沢住～御右筆二而久保田引越被仰

テ岩屋二住ス、因テ岩屋氏ヲ称ス付

                          *② 流離シテ最上二赴

※天英公二御歩行工勤仕～福田氏ヲ称ス

II-16-9

A288.2-471-5 深谷氏系譜

                A288.2-472-4 福田氏系譜 〔紀姓福田氏〕文化2.8。 /深谷新五右衛門定安
                  /福 田太郎左衛門家栄うと化2.8./佐竹河内組下・角館給人

                _有 廣―家國―家盈―家弘―家格一家憲―備考 1〔禄高 :51。 117〕

                   家栄―備考 1 定清※一定光一定安一定尚一定庸一定久一

II-16… 5定恒一定安―

備考 2 ※芦名没落以後常州江戸崎二住ス、慶長七

御国替 ノ節秋田工下 り、翌八年 ヨリ角館

463 福地二 住 ス

A288.2-473-1 系図 〔源姓福地氏〕

II-16-10

文化2。 /福地順蔵貞順深谷氏分流系譜

                    〔禄高 :104.121〕

A288.2-471-6

文化2.8。 /深谷内匠定恒
                _貞 久※―某―某―貞盈―貞直―貞安―備考 1佐竹河内組下 0角館給人

                貞幹―貞諒―某―貞順〔禄高 :18.827 紋 :三 ツ鱗〕

※慶長七年遷封ノ時常州ヨリ来ル備考 2備考 1 定晴一定久一定次一定未一定里一定信一

II-16-11定家一定恒―

A288.2‐471-5の 分流 (定清二男)

A288.2-473-2 福地氏分流系図 〔源姓福地氏分流系図〕

/福地嘉七郎貞智文化2。 10。

II-16-10

〔禄高 :143.481〕深谷氏 姓不知 [系図]                
某※―貞道―貞堅―貞堂一貞勇一貞撚―

AH288.2-46                        
備考 1文化2./深谷勘右衛門光吉

               貞智〔紋 :雷 ノ丸〕

                   ※父兄 卜同ク常州ヨリ来備考 2備考 1 光定―光隆―光英一光吉―

A288。 2-473-1の 分流 (貞 久第二子)備考 3 旧資料名 :深谷氏系図

II-16-1111-16-9

A288.2-473-3 福地順蔵先祖三男分流家伝

〔源姓福地氏〕

文化2.8./福 地忠治久知

-62  ネ冨田

〔紋 :四 ツロ〕系図 [福田氏]                   _久
家―久明―久脩―久冨―久等―久寛一

A288.2-472-1                       
備考 1

-久知―

/福 田清齋諸雄

               久通一久敬―〔禄高 :3人扶持、給銀60日 〕
                  、A288,2-473-1の 分流か備考 1 諸長―諸方―諸継―諸雄―

23-―-1



H-16-12                                   〔源姓藤井氏二男分流系譜〕   4
文化2.8./藤井文右衛門忠貞

A288.2‐473-4 三男分流福地氏分流系図 〔源姓福地氏〕          〔紋 :藤 ノ丸ノ内二丼桁〕
文化2.8。 /福地勇治久昭            備考 1 冨休―忠綱―忠貴―忠貞―

〔禄高 :4人扶持、給銀60日 〕         A288.2-475-1の 分流 (忠吉二男分流)

備考 1 久信※―久安―久長―久智―久冨―久昭一

備考2 ※慶長七年羽州遷封ノ時常州ヨリ来り聞信    A288.2-475-3 藤井氏系図 〔源姓藤井氏系図〕
公二勤仕ス～刈和野二住ス、後久保田二          文化2。 7./藤井監物俊徳
移ル                          〔禄高 :190.523 紋 :桔梗〕

A288。 2-473-1の分流か                  備考 1 -貞俊※―俊通―俊家―俊房―俊明―
Ⅱ…16‐13                             俊茂―俊徳―

備考2 ※貞隆公岩城家ノ嗣 トナル命セラレテ屈従
A288.2-473-5 福地氏三男分流地図 〔源姓福地氏〕           ス

文化3.4。 /福地敬右衛門久統          II-16-15
〔禄高 :25.442〕

備考 1 久宗※―久行―久方―久茂―久常―久孝―    A288.2-475-4 藤井氏分流系図 〔源姓藤井氏〕
久成―久統一                       文化2.7./藤井隼太俊厚

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来     備考 1 俊清―俊信一俊体―俊恒―俊厚
ル                      A288.2-475-3の 分流 (俊通三子)

A288.2-473-1の 分流か                  II-16-15
11‐ 16-14

A288.2¨475-5 藤井氏分流系図 〔源姓藤井氏〕

文化2.7./藤井源太俊壽
464 1福原                               〔禄高 :89。 199 紋 :陰 ノ桔梗〕

備考 1 俊書―俊茂―俊恒―俊武―俊壽―
A288.2-474-1 系譜 〔藤原姓福原氏次男家系譜〕       A288。 2-475-3の 分流 (俊通二子)

文化2.7。 /福原丹下資因            II-16-15
〔禄高 :20.000〕

備考 1 資春―資興―資因―                                         ′

A288.2-474-2の 分流 (資央長男)           466 藤川
II-16…2

A288.2-476 藤川氏系図 〔藤原姓藤川氏系図〕
A288.2¨ 474-2 福原氏系図 〔藤原性福原氏〕              文化2.7./藤川定五郎忠照

文化2.9。 /福原彦大夫資住                〔紋 :細輪三ツ鱗〕
備考 1 晴資※―資等―資直―資央―資昌―資慶―     備考 1 某※―忠安―忠許―忠照☆

資住―                     備考2 ※角館住居
備考2 ※下野国作山ノ住、福原安芸守資孝ノ次男、         ☆享和三年久保田引越             /

慶長十年羽州秋田二来ル

下野国作山福原主税之助先祖分流
II…16-2                    467 藤崎

A288.2-477 藤崎氏系図
465 藤井                             文化2.8。 /藤崎惣四郎利元

〔禄高 :3人扶持、給銀60日 〕       46〔
A288.2¨ 475-1 系譜 〔源姓藤井氏〕             備考 1 利春※―利定―利道―利勝―利元

文化2.8./藤井市三郎忠正           備考2 ※其父岩城貞隆二仕フ、武州江戸ヨリ保従   ハ

〔紋 :藤 ノ丸内二丼桁〕                院二従テ秋田二来ルト云
備考 1 忠光―忠吉―忠政―忠重―忠正          II-16-19
備考2 石塚家ノ宗臣藤井氏ノ分流 卜申伝

A288.2-475-2 藤井氏分流系譜

―-124-―



二68「藤田                        A288.2-479-2 新調藤本系図 〔藤原姓藤本氏〕

文化2。 12./藤本野内治行
A288.2¨ 478-1 藤田氏系図 〔藤原性藤田氏〕               〔禄高 :147.915〕

文化2。 7./藤田喜内盛有            備考 1 政治―治擦*―治能―治檬―抜通※―

〔紋 :巴〕                      治興―治共―治行
備考 1 某※―盛茂―盛安―盛定―盛有―         備考2 *藤本氏ヲ称セシム

備考2 ※羽州由利郡本庄之産ナリ、初東源六郎義         ※宝永四年壱岐守義長公二拝謁奉仕ス～享
直二仕、後義賞公御代御鷹師二被召出           保十三年永ク秋田移住スヘキノ命アリ

Ⅱ-16-24                             本名田中

A288.2-478-2 藤田氏系図 〔藤原性藤田氏系図〕

文化2.8。 12/藤 田五右衛門規綱      470 藤原
〔紋 :五瓜花ビシ〕

備考 1 光綱※―長綱―忠綱一定綱―布綱―範綱―    A288.2-480 系図 藤原氏

清綱―邦綱―規綱一                    文化2.7.29/藤原勘兵衛時識

備考2 ※慶長七年羽州遷封ノ時御供ニテ下ル、山          〔禄高 :30.000〕

本郡桧山二住ス、後故有テ秋田君Б大館二     備考 1 時陳―時治一時明―時識―

居住ス

II-16-25

471 二葉

A288.2-478-3 藤田五左衛門二男系図

〔藤原姓藤田氏二男系図〕    A288.2-481 二葉氏系図

文化2.8。 12/藤 田重蔵綱賢                文化2.7。 /二葉勘左衛門氏向

備考 1 綱久―綱家―綱定―綱敦―綱治―綱良―      備考 1 氏雅一氏則一邑信一氏福―氏向☆

綱陳―綱賢一                      ☆享和二年秋田勝手二成ル

A288。 2-478-2の分流 (光綱二子)                 其先ハ松平ヲ称ス、岩津松平ナリ

II-16-25

A288.2¨ 478-4 藤田重蔵二男系図           472 松尾/舟尾

〔藤原性藤田氏綱久二男系図〕

文化2,8.12/藤 田勇大綱休          A288.2-482-1 船尾氏系図 〔平姓松尾氏〕

〔紋 :五瓜二花ビシ〕                  文化2.閏8./松尾宇兵衛隆壽

備考 1 綱正一綱方―綱本一綱休―                 〔禄高 :300.000〕

A288.2-478-3の 分流 (掃部左衛門第二子)         備考1 -隆廣※―勝光―勝有―勝正一勝延一

H…16-25                             隆陳―隆紀―隆掌―隆壽一

備考2 ※慶長七年～来千秋田

A288.2-478… 5 藤田重蔵三男系図              II-16-3
〔藤原姓藤田氏綱久ヨリ分綱成系図〕

文化2.8.12/藤 田和助綱度          A288.2-482-2 岩城分流船尾氏家伝系図

備考 1 綱成一綱助―綱廣―綱昌―綱齊―綱度―                    〔平姓舟尾氏系図〕

Ⅱ-16…25                              文化2.5。 /松尾杢兵衛隆盛

湯沢給人

〔紋 :岩城引両〕

469 F藤本                         備考1 -隆友※―隆貞―隆勝―隆良―隆歳―

隆盛―

A288.2-479-1 藤本氏系図 〔藤原姓藤本氏〕         備考 2 ※御国替十年目慶長十六年常陸之国小松ノ

文化2.7./藤本治左衛門宗之               郷 ヨリ出立ノ醐上下十三人ニテ御当国エ

備考 1 宗政 *―宗満※―宗茂―宗名―宗之             罷下、仙北雄勝郡湯澤二指置

備考 2 *流離シテ奥州二赴キ津軽二住居ス        II-16-4
※正徳年中故有テ～羽州秋田二来 り、久保

田二俄宅ス                 A288.2-482-3 舟尾氏分流系図
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文化2.5。 /舟尾松之助某         476 船山

湯沢給人

備考 1 隆為―隆方―隆秀一隆久―某          A288.2-486 船山氏系図

A288.2‐482-2の 分流 (隆貞二男)                  文化2.8./松山園左衛門直政

II-16-4                                                              〔布熟「載 :89。 500〕

備考 1 直近※―直房―直安―直賢―直久―直相:

直政―

473 船木                        備考2 ※慶長九年常州ヨリ来

II-16-18

A288.2-483-1 船木氏系図 〔藤原姓松木氏〕

文化2.間 8./松木久安忠善

〔禄高 :6人扶持、給銀100目 〕      477 古内

備考 1 某一某―某―忠里―忠房―忠清一忠諸―

忠善―                    A288.2-487-1 系図 〔源姓古内氏〕

文化2.8./古内蔵人義純

A288.2-483-2 船木氏分流系図 〔藤原姓松木氏分流〕     備考 1 -渓齋*―義貞※―義通―義定一義智―

文化2.間 8。 /松木長四郎忠勝              義陣―義著一義貴―義純―

〔禄高 :3人扶持、給銀80目 〕         備考 2 *佐竹右京大夫源義舜公庶子、常州那〕:

備考 1 某―忠森―忠直―忠未一某一忠勝―             郡古内郷二住

A288。 2-483-1の分流 (園齊養弟)                 ※慶長七年天英公羽州遷封之時～従テ千1

二来～山本郡桧山二居シム後秋田郡大
二移シ居ラシム

474 船坂                      I-13

A288.2-484-1 船坂氏系図 〔藤原姓船坂氏〕        A288.2-487-2 系図 〔源姓古内氏〕

文化2.8./松坂永閑信孝                 文化2.8./古内主典康三

備考 1 信種*―信親―信邦―信春一信積―信光―     備考 1 康量―康敦―康英一康能一秋康―康方―

信孝―                         康三―

備考2 *本氏加藤ニシテ飛騨国ノ産ナリ         A288.2-487-1の分流 (義貞之第二子 0義通之弟)    二

II-16-21                                                  1-37

A288.2-484-2 船坂氏分流系図 〔藤原姓松坂氏〕      A288.2-487-3 系図 〔源姓古内氏〕

文化2.8./松坂慶蔵信改                 文化2.8./古内今右衛門康文

備考 1 信精―信準―信春一信常―信敬一信改       備考 1 康道―康芳―康奉―康文―

A288.2-484-1の 分流 (信親二男)             A288.2-487-1の 分流 (義定養子准次男)

II-16-21                                                  1-37

A288.2-487-4 系図 〔源姓古内氏系図〕

475 松田                             文化2.8./古内織部康見

備考 1 康良―康張―康営―康重―康恒―康敬―

A288.2-485 船田氏系譜                      康見―

文化2.8./松田文左衛門定信          A288.2-487-1の分流 (義貞之第二子・義通及義量・

佐竹河内組下・角館給人            I-13
備考 1 某*一定行※一定典一定敏一定幸一定恭―

定清一定信

備考2 *本白川譜代重役相勤、白川家没落之後於   478 古尾谷

江戸崎芦名盛重公仕

※御国替之時盛重公二随而御当国工下      A288.2-488 古尾谷氏系図 〔源姓古尾谷氏系図〕    1
文化6.2./古尾谷祀吉貞信

〔禄高 :3人扶持 紋 :丸 ノ内六須浜:

備考 1 -久貞※―光貞―貞恒―貞香―貞安一
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貞治―貞信                        〔紋 :九曜〕
備考2 ※初常州水戸ノ住、慶長七年天英公御遷封     備考 1 友信一友尚一友清―友明―友篤―

ノ時御供ニテ秋田工来ル            II_4-9
11-16-7

A288.2¨492-2 星野氏系図

文化2.7./星野珍茶房乗
479 古川                         備考 1 某※―某―某―房乗―

備考2 ※鍛冶橋御附ヨリ宝永五年此表工下着
A288.2-489 系図 〔性不知古川氏〕

文化2.8。 /古川多吉貞重

〔禄高 :5人扶持、給銀100日 〕      483 細井
備考 1 貞暁―貞重

A288.2-493-1 藤原姓細井氏系譜

/細井博右衛門光輔
480 Jヒ条/Jヒ條                     備考 1 -光信※―弘盛―光豊―光英一光忠―

光久―光輔―
A288.2-490-1 北条氏系図 〔平姓北条氏系〕         備考2 ※ (寛永)十九年～命有テ羽州秋田二移ル

文化2.7。 /北条源兵衛忠晨           II-4-1
備考 1 某―忠清―忠齊―忠友―忠晨―

Ⅱ-4-5                         A288.2-493-2 細井氏系図 〔藤原姓細井氏系図〕

文化2.7./細井直右衛門弛
A288.2-490-2 北條氏分流系図 〔平姓北條氏〕              〔禄高 :82.000余

文化2.7./北條又右衛門忠高                    紋 :丸 ノ内ニケン形ハミ〕
備考 1 某―忠栄―忠之―忠護―忠高―          備考 1 -廣尚※―廣林一廣賢―廣棚―廣古―
A288.2-490-1の 分流 (長右衛門某弟)               廣光―弛―
Ⅱ̈4-5                          備考2 ※天英公慶長七年遷封ノ時供奉〆秋田二至

ル

II-4-2

481 星

A288.2-491-1 星氏家伝系図 〔藤原姓星氏家伝系図〕   484 細ノH
文化2.5。 20/星軍八為重

湯沢給人                  A288.2-494 細川氏系図 〔姓藤原細川氏〕
〔紋 :九曜〕                     文化2./細川元春吉昭

備考 1 某※―為光―為俊―為家―為勝―為重―           〔禄高 :108.878 紋 :九曜桜ニツ引龍〕
備考2 ※御国替之節御跡ヨリ罷下湯沢江着仕候      備考 1 吉品―吉利―吉年一吉偉―古冨―吉昭―
II-4-15

A288.2-491-2 星氏家伝系図 〔藤原姓星氏家伝系図〕   484 細ノ‖
文化2.5。 20/星清蔵為正

湯沢給人                  A288.2-494 細川氏系図 〔姓藤原細川氏〕
〔紋 :丸九曜〕                    文化2./細川元春吉昭

備考 1 某―為道―為将―為壽―為信一為正             〔禄高 :108。 878 紋 :九曜桜ニツ引龍〕
A288。 2-491-1の分流 (喜右衛門二男)           備考 1 吉品―吉利―吉年一吉偉―吉冨―吉昭―
II-4-15

485  糸田Fヨ

482 星野

A288.2-495 細田氏系図 〔藤原姓細田氏〕
A288.2-492-1 星野氏系図 〔藤原姓星野氏系図〕            文化2.8./細 田吉郎右衛門定重

文化2.7./星野玄朔友篤            備考 1 某―某―某一定勝一定重―
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II-4-12 A288.2-499-1の 分流 (定次四男)

II-4-8

486  糸田里予
490 本堂

A288.2-496 姓不知 細野氏系図

文化2.閏8./細野二郎右衛門通照       A288.2-500 藤原姓本堂氏系図

〔禄高 :80.000〕                     安政3.12。 /本堂福蔵元直

備考 1 通俊※一通綱―勝通一因通一通久一通直―          〔禄高 :月 俸3日 、俸銀60目 〕

通照―                     備考 1 元直―

備考2 ※仙北郡六郷二於テ関信公二仕フ         備考2 祖父典惣右衛門秋田十二処ノ内平内村ノ産

Ⅱ̈4-3                              ニシテ、父才之助某宝暦年中茂木家二仕フ

487  糸田4宰 491 前小屋

A288.2…497 細谷氏系図 〔源姓細谷氏系図〕

文化2.9。 /細谷形助通範           A0288.2-67 
源姓前小屋氏系図

〔紋 :三頭右巴〕

明治3.8./前小屋弘忠則

備考 1 通時※一通定―通仲―通則一通政一通範        1 
忠利―忠友―忠輝―忠雄―忠紀―忠慶一備考

備考2 ※慶長七年水戸ヨリ秋田工供舜ゞ             
忠則―

(易茂三男)

488  り冨え工 492 前澤

A288.2-498 藤原姓堀江氏系図              A288.2… 501 平姓前澤氏系図

文化2.9。 22/堀江宇市貞種                文化2.7。 /前澤但見胤秋

向帯刀組下                  備考 1 胤宗―胤秀☆―胤正一胤忠―胤壽―胤春―

〔紋 :藤 ノ丸〕                      胤重―胤秋―

備考 1 貞行一某―某―貞種―              備考2 ☆明暦二年被任御膳番役～移居久保田土手

備考3 前部欠                          長町

II-15… 2

489 堀尾

493 曲木

A288.2-499-1 堀尾系譜

文化2.7.26/堀 尾武右衛門次昭        A288.2-502-1 源姓曲木氏系図

備考 1 吉次※一定次一次常―重次―忠次一次宣一          文化2.8。 /曲木源五兵衛光文

次清L一 次昭―                       茂木幸楠組下・十二所給人

備考2 ※慶長年中義宣公遷封之時層従          備考 1 -光利※―光英一光天―光普一光明一

Ⅱ-4-8                              光文―

備考2 ※慶長七年有テ故仙台ヨリ来ル～阿仁米内

A288.2-499-2 系図 〔堀尾系譜〕                   沢二住ス～同八年～比内新他村工移ル～

文化2.7.26/堀 尾左司見次助               同九年采地五十石ヲ賜テ奉仕ス、子孫世々

備考 1 道次一次英一次摩―某一次重一次貞一次助          秋田十二所二住ス

A288。 2-499-1の分流 (吉次三男)             II-15-26
11-4-8

A288.2… 502-2 源姓曲木源兵衛光利次男分流系図

A288.2-499-3 系図 [堀尾氏]                    文化2.8./曲 木清蔵光寧

文化2.7.26/堀 尾舎人次一                茂木幸楠組下・十二所給人

備考 1 次長一次茂一次邦一次一―            備考 1 光家―光珍―光教―光寛―光忠―光寧―
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A288。 2-502-1の分流 (光利二男)             備考 1 -為信※―幹忠―近幹―幹次―陶幹☆―
Ⅱ-15-26                             某―幹光一幹利一幹重―

備考2 ※有故真壁氏ヲ改テ母ノ氏ヲ以平塚氏 トナ

494 曲田                            ☆改平塚ヲ真壁氏 トナル

県A-111-1の分流か
A288.2… 503-1 曲田氏系図 〔平姓曲田氏〕

天保7.11./曲 田杏庵正誠

〔禄高 :10.000 紋 :細輪揚羽二蝶〕   496 幕内
備考 1 正誠

A288。 2-503-2の分流 (征道第二子)           A288.2-504 幕内氏系図

文化2.7./幕内軍蔵隆政
A288.2-503-2 曲田氏系図 〔平姓曲田氏〕               〔紋 :真 ノ引両〕

文化2.7./曲田元隆征友            備考 1 某※―隆信―隆久―隆寛―隆庸―隆政―

〔禄高 :10人扶持〕              備考2 ※伝テ岩城家譜代ノ臣タリト云～故有テ水
備考 1 征友―                          戸工来り義宣公二拝謁奉仕ス、慶長七年

羽州遷封ノ時公二従テ秋田工来ル

II-15-22

495 真壁

県A-111-1 系図 〔平姓真壁氏〕            497 真崎
文化4。 12./真壁掃部助茂幹

〔禄高 :1135。 538 紋 :橘〕         A288.2-506-1 源姓真崎分流続系図

備考 1 -房幹※―重幹―幸幹―充幹―安幹一            文化4.正 。/真崎駒蔵季久

寛幹―孝幹―康幹―登幹―茂幹―              〔禄高 :204.388〕

備考2 ※慶長七年義宣公羽州御遷封ノ時常州真壁     備考 1 季光―季吏―季雪―季英一季承―季旭―
ヨリ～角館二住ス                   季久

I-14

A288.2-506-2 真崎氏二男系図
県A-111-2 真壁掃部助二男分流系図                        〔真崎氏二男系図 源姓〕

文化4。 12./真壁左膳雅幹                文化3.5./真崎源吾廣純

〔禄高 :199.551 紋 :太輪ノ内橘〕      備考 1 廣房―廣慶―廣通―廣仲―廣皓―廣純―

備考 1 -定幹※―廣幹―孝幹―豪幹―延幹―       (宣 廣第二子宣昌弟)

雅幹―

備考2 ※慶長年中御遷封ノ時～芦名家客分 トシテ    A288.2-506-3 真崎氏支流続系図 〔源姓真崎氏〕

角館二住ス                            /真 崎新五郎季治

県A-111-1の分流                           〔禄高 :52.000余 〕
III-181                         備考 1 季道―季好―季明―季賓―季治

県A…111-3 真壁左膳二男分流系図             A288.2… 506-4 真崎氏支流系図 〔源姓真崎氏〕

文化4.8。 /真壁孫左衛門直幹               文化2.7./真崎東市季道

〔禄高 :30.000 紋 :結 ヒ五爪二橘〕           〔紋 :丸 二釘抜〕

備考 1 等幹―和幹―尚幹―詮幹―幹爾―貞幹一      備考 1 季宗一季頼―季明―季長―季致―季道―

直幹―                     A288.2… 506-13の 分流 (季冨第二子)

県A-111-2の 分流 (定幹第二子)

III-181                        A288.2-506… 5 真崎氏家伝系図

文化6.12./真 崎治太夫季重

県A-111-4 真壁掃部助二男分流系図                 湯沢給人

〔平姓真壁氏系図〕     備考 1 某―某―某―政勝―政韓―政直―政延―

文化4.12./真 壁免毛幹重               季重―

〔禄高 :37.736 紋 :細輪ノ内橘〕       A288.2-506-13の分流 (季直ノ第三子 0季俊ノ弟)
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A288.2-506-6 真崎氏支流系図 〔源姓真崎氏〕             工移ル

文化2.9。 /真崎定之進季総          備考 3 A288。 2-506-1の 下書

備考 1 -景綱―季穐―季呪―某―某一季年一

季明―季重―季総               A288.2… 506-14 真崎氏系図 〔真崎分流続系図〕

(新左衛門尉某次男分流)                備考 1 季光一季吏一季雪一季英一季承―季旭

備考3 A288.2-506-1の 下書

A288.2… 506-7 真崎氏支流続系図 〔源姓真崎氏系図〕

文化4.正。/真崎齊介季徳          A288.2-678 由緒書 〔源姓真崎氏世系〕

〔禄高 :84.000〕                     明和4.8,18/真崎正親季英

備考 1 季良一季林一季延一季壽―季延一季徳       備考 1 -季富※―政綱―政武一季綱一季営―

(季成二男)                          季光―季吏一季雪一季英

備考2 ※慶長七年常州ヨリ御遷封之硼羽州久保田

A288.2-506-8 真崎氏支流続系図 〔源姓真崎氏〕            江移ル

/真崎登季雄

備考 1 季方一季寛―季友―季雄―           A288.2… 679-1 源姓真崎氏分流系図

(季安二男分流)                   備考 1 -季成―季安―季頼一季賢―季明―

備考2 第一 彦四郎季直二男別

A288.2-506-9 真崎氏分流系図 〔源姓真崎氏〕        備考 3 A288。 2-679-1～7で一綴

文化4。 11./真崎伊織某            A288.2-678の分流

〔紋 :三頭左丁子巴〕

備考 1 純政一純徳―純宗一某             A288.2-679-2 E真崎氏系図]

A288.2-506-12の分流 (虎純第二子)           備考 1 某―某―某一政勝一政博―政卒―季天―

Ⅱ-26-4                             政延―政重―政安―

備考2 第二 彦四郎季直三男別

A288.2-506-10 真崎氏三男系図 〔源姓真崎氏系図〕     備考3 A288.2-679-1～ 7で一綴

文化3.7./真崎清左衛門季福          A288.2-678の 分流

備考 1 季國―某―正長―國重一拳直一直友一

充学―季福―                 A288.2-679-3 [真 崎氏系図]

(義惟之三子)                     備考 1 季宗一季頼―季明―季長一季致一

備考2 第二 長左衛門季富二男別

A288.2-506-11 真崎氏由緒 〔源姓真崎氏由緒〕       備考 3 A288。 2-679-1～7で一綴

文化2.7./真崎治左衛門正清          A288.2-678の 分流

〔紋 :三 ツ頭丁子巴〕

備考 1 香陰*―義康―義奇―正奇※―正弘―      A288.2-679-4 [真崎氏系図]

奇重一奇季一正應一正武一正法一正清       備考 1 季達―季重―某―季貞

備考 2 *住常州真崎浦城                備考2 第四 長左衛門季光二男別

※御国替故真崎ヲ立除暫牢浪、其後当地江     備考 3 宝暦2年欠落断絶。A288。 2-679-1～7で一綴

罷下                     A288。 2-678の分流

II-27-9

A288.2-679-5 [真崎氏系図]

A288.2-506-12 真崎氏近世系譜               備考 1 國綱―某―景綱―季秋―季呪―某―某―

文化4。 11./真崎彦二郎敦東              季年一季朋一季重一季妥

備考 1 虎純一虎茂一峯充一敦東―            備考 2 第五 是ヨリ今之新左衛門季賢ヨリ又別

Ⅱ-26-4                         備考 3 A288。 2-679-1～7で一綴

A288.2(79-1の分流

A288.2-506-13 源姓真崎氏世系写

真崎長治季旭/240。 427           A288.2-679-6 [真 崎氏系図]

〔紋 :三頭丁子巴〕             備考 1 季良―季永―季廷

備考 1 -季富※一政綱一政武一季綱一季営一       備考 2 第六 五左衛門季成二男別

季光一季吏一季雪一季英一季就―季旭       備考 3 A288.2(79-1～ 7で一綴

備考 2 ※慶長年中常州ヨリ御遷封ノ醐羽州久保田     A288。 2-679-1の 分流

一-130-―



/益子助左衛門次定A288.2-679-7 [真崎氏系図]                    
〔禄高 :132.120〕

―次茂二次萱―

:士_                   

次元一次法一次方一次盈一

備考 1 季央―季寛―季 口

               備考 ]備考 2 第七 半爾季安二男別

                  次定―備考 3 A288。 2-679-1～ 7で一綴

A288。 2…507-5の 分流 (次廣次男)

12

A288。 2-679-1の分流

                   II_15-
AS288.3-217-12 覚 [真崎氏裁判請文]

A288.2-507-4 益子氏系譜 〔藤原姓益子氏〕文化5。 10。 /真崎文平

                  文化2。 /益子精一郎貞固

松野茂右衛門組下・能代給人

備考 3 覚

〔紋 :角 引龍二菊〕AS288.3-217-13 覚 [真崎氏裁判請文]               
貞信※―貞由―貞長―貞毎―貞延―貞盛一備考 1

-貞固☆

文化5。 11。 /真崎治太夫

                貞良―貞政備考 3 覚

                       備考 2 ※御遷封之節松野上総二属来而桧山二住ス

☆寛政十一年中願二因テ能代引越住居ス真崎氏系図]落157-2 [相馬藩山中氏・

〔源姓真崎季央季安二男別〕

A288.2-507-5 益子氏由緒家系 〔益子氏系図 紀姓〕明治4.8./真崎季顕

                   文化2.8.28/益子多郎兵衛次盈〔紋 :丸 二釘抜〕

                   湯沢給人備考 1 季安―季頼―季賢

                     〔紋 :三頭左巴〕

一次長一次重一次家一次恒一次久一次房―備考 1

次長一次盈‐

II…15-12

498 正木

正木氏系譜

                 A288.2-507-6 益子氏系図 〔紀姓益子氏系図〕

A288.2‐ 505

文化2。 11./正木長春亮忠

                文化2.6。 1/益子忠五郎某

湯沢給人

備考 1 亮長―某―亮忠

―為頼※一為清―為有一為宗―為張―備考 1

HI-182

為郡―為章―為貞―某

※慶長七年御遷封 ノ時常州 ヨリ御供仕罷下備考 2

二住居り～湯沢‐

499  2占 fト

益子氏家系

                A288.2-507-7 新調益子系図 〔藤原姓益子氏〕

A288.2-507-1                                 /益

子長治勝守

文化2.5。 27/益子勘解由種力

文 化 3.12.

りニツ巴〕〔禄高 :43,000 紋 :左

湯沢給人

〔紋 :三双左巴〕

                  勝正※―勝貞―勝安―勝家―勝重―勝由―備考 1             
勝守

備考 1 次種一種久一種信一種次一種伴一種味―

勝包―勝定―勝命―勝治―

※慶長七年天英公羽州秋田江遷封ノ時常州

種長一種方―

                  備考 2

ヨリ来ル

II-15-13

11-15… 11A288.2-507-2 益子氏分流系図

〔益子氏分流系図 紀姓〕

A288.2-507-8 益子氏家伝系図文化2.5。 /益子儀右衛門為友

文化2.5。 17/益子八郎兵衛為宗

湯沢給人

湯沢給人

〔禄高 :2人扶持〕

                  某※―某―某―為房―為安―為樹―為宗備考 1備考 1 為治※―為方―為昌―為久一為廷―為由―

※慶長七年羽州御遷封之節常州赤館ヨリ罷備考 2

下～湯沢罷有

為友

備考 2 ※御国替以後慶長九年二罷下 り～湯沢二罷

II-15… 16在

A288.2-507-6の 分流 (為次二男)

A288.2-507-3 益子氏二男系 〔紀姓益子氏二男系〕

31-―― ― -1



500 益 田                              文化2.8。 /松岡平八郎常辰

梅津亀松組下・角間川給人

A288.2… 508-1 系図 〔平姓益田氏〕                  〔紋 :二重亀甲ノ内三ツ柏〕

文化2.8。 /益田治右衛門重護          備考 1 常行一常長※―道永―道清―道家―道朝―

〔禄高 :137.000余 〕                 某一道高―常辰

備考 1 -某※―重忠―寛重―重来一重倫―重郷―     備考 2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年

重護一                          角間川二居住ス

備考 2 ※鑑照公屡召シテ申楽ノ席二待セシム終二     A288.2-510-1の分流 (常吉実弟二男分流)

秋田二来テ公二奉仕ス             II-15-19
11-15-21

A288.2-510-3 松岡氏分流系図 〔平姓松岡氏系図〕

A288.2-508-2 系図 〔平姓益田氏〕                  文化2.8。 /松岡長之助常久

文化2.8。 /益田百八重考                 梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 重基―重考―                       〔紋 :井ケタノ内三ツ柏〕

A288。 2-508-1の分流 (重来ノニ男)            備考 1 某―常長一道賞―信連―常次―道幸―常久

II-15-21                        A288。 2-510… 1の分流 (道景二男分流)

II-15-19

501 益戸                       A288.2-510-4 松岡氏支流系図 〔平姓松岡氏系図〕

文化2.8./松岡卯右衛門常齊

A288.2-509-1 益戸氏系図 〔藤原姓益戸氏系図〕            梅津亀松組下・角間川給人

文化2。 8./益戸武助某                  〔紋 :雪輪ノ内三ツ柏〕

備考 1 某※一資秀―秀親一秀乗―秀興一秀雅―      備考 1 道助※―道次―道樹―道壽―道勝―道清一

秀政―某                        道久―常齊

備考2 ※於常州参勤千浄光公、慶長七年随従千遷     備考2 ※慶長六年小野寺家領地没収ノ後御当家ニ

封来子羽州                       奉仕シテ角間川二居住ス

Ⅱ-15-20                        A288.2-510-2の 分流 (常行二男分流)

II-15-19

A288.2… 509-2 益戸氏系譜 〔藤原姓益戸氏系譜〕

文化2.7./益戸正吉秀幹           A288.2-510-5 松岡氏支流系図 〔平姓松岡氏系図〕

備考 1 政秀―秀珍―秀應一秀精―秀典―秀幹一           文化2.8./松岡平助常茂

A288.2-509-1の 分流 (勘解由某之第二子)              梅津亀松組下・角間川給人

H-15-20                             〔紋 :五瓜ノ内三ツ柏〕

備考 1 道長―道真―道春―道兼―道也―常茂

A288。 2-510-4の 分流 (道助第二子二男分流)

502 松岡                     II-15-19

A288.2-510-1 松岡氏系図 〔平姓松岡氏系図〕       A288.2-510-6 分流松岡典市断絶系図

文化2.8。 /松岡平蔵常協                          〔平姓松岡氏系図〕

梅津亀松組下・角間川給人               文化2.8./松岡平蔵

〔紋 :三 ツ柏〕                    梅津亀松組下・角間川給人

備考 1 -道常※―常善一常勝―常氏―常供―       備考 1 常則―道生―道遠―範政

常信一常名―常協                備考3 宝永四年逐電シテ家蹟断絶

備考2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年     A288。 2…510-1の分流 (道景三男分流)

角間川二居住ス                II-15-19
本名千葉

其先千葉掃部助吉清相州鎌倉ヨリ来テ雄勝    A288.2-510-7 支流松岡勘左衛門断絶系図

郡松岡二居住ス                               〔平姓松岡氏系図〕

Ⅱ-15-19                              文化2.8./松岡卯右衛門

備考 1 道重―道仲―賞勝

A288.2-510-2 松岡氏分流系図 〔平姓松岡氏系図〕      備考3 享保十三年逐電シテ家蹟断絶
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/松野乙三広ll l二 ._文化2.7.ノ
      ぃ

A288。 2-510-4の分流 (道助第四子三男分流)             
〔禄高 :167.865 紋 :ジ

it t_―忠光※一通康一通賢一通備考 1

11-15-19                             

通頼☆一

※慶長七年御国替之制御供仕罷 ドヽ11 '備考 2

郡桧山
ヽ久保田引越

503 松崎

                          ☆天明四年´

(綱業第四子)2-514… 1の分流

系図 〔性不知松崎氏〕

             A288.
A288.2-511

文化2.8./松崎喜八忠春
            Ⅲ_183〔禄高 :5人扶持、給銀5枚〕

‐

                   〔藤原姓為松野氏一家〕
備考 1 忠政―忠利―忠信一忠盛―忠春一

A288.2-514¨ 4 系図書

文化2.8。 7/松野及右衛門廣基

松野茂右衛門組下・桧山給人

〔禄高 :5合 3人扶持〕
504 ‖松田

                             _忠 通一通政一通安―廣重―廣貞―廣基―備考 ]      (綱
高之次男)

松田氏系図 〔姓者藤原松田氏〕
           2-514… 1の分流A288.

A288.2… 512

文化2.8。 3/松 田宇内宣満
           Ⅲ_183

〔紋 :丸立沢潟〕

備考 1 宣字※―宣満一
      v享 保十五年備考2 ※正徳三年初テ園明公二奉仕´

        507 松本秋田二来り住ス

515-1 系図 〔松本氏 未詳為何姓〕A288.2■

      /松 本金吾忠則文化2.7.喰

〕〔紋 :形
505 松塚

備考 1 -忠勝―忠福☆―忠陳―忠胤―忠則―松塚氏家譜 〔藤原姓松塚氏〕A288.2-513

備考 2 ☆元禄十三年秋田勝手被仰付罷下文化2.7./松塚長右衛門忠道
            711-15‐―國久―國長―忠栄―忠間一備考 1 忠治※―忠長一

515-2 松本氏系図A288.2-      /松
本久兵衛佐名

忠英一忠道―

5こ化2.8。

備考 2 ※義宣公御遷封之時供奉

備考 1 佐清※―佐尚―佐房一佐明―佐恒―佐名―
II-15-1

備考 2 ※天英公羽州遷封之後従常州来～角館 二住

ス～後年久保 田二移 り住 ス

‐811-15・

506 松野

A288.2-515-3 松本氏系譜

1 松野系図

                            /松 本重蔵佐徹

A288.2-514-                                                        |
/松野茂右衛門綱光

―綱利―

            佐竹河内組下・角館給人

一綱高※―綱廣―綱重一綱忠備考 1                             

〔紋 :右三巴〕

綱武―綱通―綱光―'                       

備考

備考 2 ※慶長七年義重公義宣公移封千羽州秋田～

       1 佐俊※―佐道―佐朝―佐光―佐春―佐方―

佐苗―佐

軍御遷封之後奉慕御述罷下角館ニ

御供到秋田

2 ※慶長七年備考

藤原姓

住居

Ⅲ…26                            

。2-515-2の 分流A288‐2 姓藤原為松野氏之一家 [系図]          _9
11-15

A288.2… 514‐

     /松 野左司馬綱統文化2。 11.25

-515-4 松本氏系譜

〔紋 :細輪之内三頭左巴〕

         A288.2       /松
本宅兵衛佐成

綱統一―綱朋―綱好―

                          k

―國通一通貞―備考 1                              

佐竹河内組下・角館給ノ

A288.2-514-1の 分流 (綱高三男)

〔紋 :右三巴二重輪〕
一佐兼一佐伴―

III-183                           1 

佐次―佐定―佐利―佐亮―備考‐3 松野氏分流系図 〔藤原姓松野氏之一家〕A288.2-514

-133-―



佐治―佐成-               511 水野
A288。 2-515-3の分流 (佐道次男)

Ⅱ-15-9                        A288.2-521 源姓水野氏系図

安政3.6./水野束忠利

備考 1 -忠政―忠範―忠一☆―忠行―忠友―

508 1騒山                             忠包―忠勝―忠守一忠常―忠順―忠利―

備考2 ☆寛文十一年仙北ヨリ久保田江来、山方能
A288.2-516 藤原姓松山氏                      登江勤仕

文化2.10./松 山清治正路

〔紋 :唐団扇〕

備考 1 -正家※―正元―正道―正心―正純-     512 三森
正名―正憲―正貞―正路―

備考2 ※従浄光公嗣君鑑照公来移住秋田城下      A288.2…520-1 三森氏系譜 〔源姓三森氏〕
H-15-23                              文化2.7./三森市左衛門秀賞

〔禄高 :俸禄20。 800 紋 :洲浜〕

備考 1 秀行―秀和―秀具―秀賓―

509 :真宮                         A288。 2-520-2の 分流 (秀信養二男)

A288.2-517 系図 〔源姓真官氏〕             A288.2-520-2 源姓三森氏系譜
文化2.7./真宮源吾定基                 文化2.閏8./三森東蔵秀文
〔禄高 :80.000 紋 :竪四ツロ〕             〔禄高 :97.312 紋 :洲浜〕

備考 1 定俊※一定忠一定吉一定央一定庸一定盛―     備考 1 秀興※―清勝―秀信一秀成―秀政―秀顕一

定奥一定廣一定基                    秀徳―秀春☆―秀文―

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時従テ常州ヨ     備考2 ※葦名盛隆候工～供奉シ、其後慶長七年天

英公羽州御遷封ノ時義廣君二従テ秋田ニリ来ル

本氏佐々木真官旧書馬見谷                 下り、仙北角館工供奉シ後来葦名家二仕
フII-15-4

☆天明三年～府下二引越

510 三浦

513 水戸部
A288.2-518 三浦家系

宝暦4。 4。 21/                AS288.3-217-17 覚 [水戸部氏裁判請文]

文化2.9。 26/水戸部喜平治備考 1 -宗高―清高―宗安

備考3 覚
A288.2-519-1 三浦氏系図 〔平姓三浦氏系図〕

嘉永元。10。 /三浦伊右衛門盛則        AS288.3-217-18 覚 [水戸部氏裁判請文]

文化2.9。 /水戸部興助〔禄高 :107.243〕

備考 1 -宗高※―清高―宗安―福政―忠顕―       備考3 覚

詮芳―盛典―喜典―盛典―盛則

備考2 ※小場小伝治宣忠工仕フ            AS288.3-217-19 覚 [水戸部氏裁判請文]

文化2.9。 /水戸部清右衛門
A288.2-519… 2 三浦氏系図 〔平姓三浦氏〕          備考3 覚

天保8.2./三浦八右衛門盛時

備考 1 某※―某―某―某―某―某―盛時☆―

備考2 ※奥州自川ヨリ来り羽州秋田郡五十日村二   514 緑ノ||

住シテ農家 トナル

☆天保五年～永苗字ヲ免許セラル～同七年    A288.2-522-1 緑川氏系図
～永近進並二陸シ永ク子孫二及ハシム           安政5.3./緑川孫左衛門秀倫

備考 1 秀直※―秀式☆―秀茂―秀寧―秀経―

秀行―秀昌―秀倫

―-134-―



備考 2 ※慶長七年御遷封後御跡 ヲ慕 ヒ傍輩同伴～          佐竹河内家人
罷下 り～御足軽御奉公二復 シ～樋 口村二     備考 1 宗郊―宗利―宗應―宗園―宗恒―宗従―

宗雄住

☆延宝三年～横手二移住ス

A288.2-522-2緑 り|1氏分流系図           516 湊
安政5.3./緑川清之丞秀達

備考 1 秀保※―秀全―秀恵☆―秀矩―秀資―      A288.2-525-1 湊氏系図 〔源姓湊氏〕
秀易―秀滋―秀輔―秀達                  天保9,4./湊新三郎村親

備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩井二本          〔禄高 :月 俸3日 、俸銀50日 紋 :蔦〕
家孫左衛門同伴罷下              備考 1 光村*①―包村*②一定村―治村―

☆延宝三年～横手二移住ス                村政※―村近―村茂―庸村―村高―村尚―

村親☆―A288.2-522-1の 分流

備考2 *①羽州金沢ノ城主金澤次郎道秀及ヒ嗣君

権太郎道長二仕フ

*②仮二佐藤ヲ氏 トス515 皆川

※湊ヲ以氏 トス～梅津氏ノ臣タリ
〔藤原姓蛤川系図〕            ☆旗本近進士二陛A288.2-523-1 皆川氏系図

文化2.8./皆川正助盛久                本氏本間
〔禄高 :3人扶持、給銀80目 〕

備考 1 -盛顕※―盛綱―盛央―盛親―盛定―      A288.2-525-2 系図 藤原姓湊氏

文化2.7./湊元貞季営盛休―盛久―

備考2 ※佐竹義宣公御代奉仕、秋田歩行御鷹匠勤          〔禄高 :7人扶持、給金5両〕
備考 1 -季重*―季宗―季正一季易―季道※―仕

季定―季営―II-21-9

備考2 *慶長七年三春江遷封之時～此地二留ラン
A288.2-523-2 皆川氏二男系図 〔藤原姓皆川氏〕            コトヲ請フ

文化2./皆川七右衛門盛冨               ※一代御医者二被召出
〔禄高 :3人扶持、給銀80日 〕             秋田城之介愛季之分流

備考 1 盛定※―盛友―盛春―盛冨―

備考2 ※歩据御鷹師勤仕               湊31 [湊氏由緒書 0系図]

A288。 2-523-1の分流 (盛久分流)                  明治5。 3./
備考 1 恒季―道季一年季―規季―兼季―國季―

II-21-9

興季―則季
A288.2… 524-1 皆川氏系図 〔藤原姓皆川氏〕         備考 3 由緒書

文化2.8。 /皆川武右衛門盛忠          II-21-16
〔禄高 :3人扶持、給銀80目 〕

備考 1 盛房※―盛安―盛成―盛忠―

備考 2 ※近進御鷹匠被召出            517 宮崎
A288.2-523-1の 分流 (盛顕三男分流)

A288.2-526-1 宮崎氏分流系譜 〔源性宮崎氏二男系譜〕
II-21-9

文化2.8./宮崎源左衛門種豊
A288.2-524-2 系図 〔藤原姓皆川氏系図〕               佐竹河内組下・角館給人

文化2.8./皆川典右衛門盛武          備考 1 種通一種利一種久一種武一種豊―

(種春準二男)
備考 1 若狭※―盛温―盛栄―盛種―盛行―盛昌一     A288.2-526-2-1の 分流

II-21-21盛武

備考 2 ※従常州御供

A288.2-526… 2-1 源姓宮崎氏系譜
II-29-19

文化2.8。 /宮崎甚五左衛門種藝
県B-757 皆川氏系譜 〔藤原姓皆川氏系譜〕         備考 1 種春※一種成一種照一種清一種用一種藝―

文化2.閏 8./皆川丈左衛門宗雄         備考2 ※常陸国於江戸崎～芦名盛重公二仕フ、慶
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長七年佐竹義宣公御遷封之刻盛重公二侍 519 三好

従シ秋田二下り～角館二来

備考3 A288.2-526-2-2と 合綴

II-21-21

A288.2…528 三好氏系図 〔三好一家 源姓三好氏〕

天保4.8。 /三好九十郎氏栄

A288.2-526-2-2 宮崎氏分流系譜                   
南家人

備考 1 種助※一種猶―

〔禄高 :53.000 紋 :五行〕

種定一種利一種致一種敏―

種光一種信                   
備考 1 氏秀*―氏治※―氏里―氏之―氏方―

備考 2 ※芦名家断絶ノ

氏元―壽氏―

後桧山工引移 り多賀谷左兵              ~氏
栄―

衛与カ トナル                 
備考 2 *始三好長慶二仕フ～関東二牢浪野州那須

二住ス～義尚二従フ、慶長七年御遷封ノ

備考 3 享和二年家跡断絶。A288.2-526-2-1と 合綴

A288.2-526-2-1の 分流 (種春次男)                 
時義種へ陪従ヲ約ス トイ

II-21-21

ヘ トモ～芦野 ニ

ノ コル

※秋田湯沢二到ル

A288.2-526-3 藤原姓宮崎氏系図

文化2.8。 /宮崎萬之助直信

備考 1 -―直定※―直継              520 
三輪

―直好―直名――直賢―

直長―直勝―直信 A288.2-529-1 三輪氏系図 〔源性三輪氏世系〕

備考2 ※慶長十二年常陸ヨリ来り～御足軽ニテ奉

仕ス

天保8.5。 /三輪宇門良康

II-21-20

〔禄高 :月 俸3口 、銀300目 〕

備考 1 -良正※―良孝―良直―良友―良秀―

良次―良廉―

518 宮原                              ~良

弼―良康―

備考 2 ※慶長八年―́木山ノ事ヲ勤ム

A288.2-527-1

A288.2-529-2 系図書継 〔三輪伝〕

宮原氏分流系図 〔藤原姓宮原氏系図〕

文化2.8。 /宮原理兵衛道頼                
文化2.8.26/三輪惣左衛門常屋

梅津亀松組下・角間川給人                
多賀谷下総組下

〔紋 :丸之内賞字〕                   
〔禄高 :35。 956 紋 :達矢〕

備考 1 秀為―道秀―道信一道好―道朝―道頼―

備考 1 -常輔※―常成☆―常春―常巴―常平―

A288。 2…527-3の 分流 (秀盛二男分流)               
常屋一

II-21-23

備考 2 ※御国替之以後江戸崎ヨリ浪人二而水戸エ

罷有義勝御当国工被罷下候以後角館工罷

下

A288.2… 527-2 宮原氏分流系図 〔藤原姓宮原氏系図〕

文化2.8./宮原専右衛門賓準              
☆明暦二～桧山工被移置

梅津亀松組下      
コ

0角 間川給人

〔紋 :丸之内賓字〕 521 武藤

備考 1 賓温―家賓―賞道―賞信

A288.2-527-3の 分流 (富賞第四子二男分流)

II-21-23

A288.2-534 武藤氏系図 〔藤原姓武藤氏〕

文化2.9./武藤宇兵衛通知

A288.2-527-3 宗家宮原十兵衛断絶系図                
佐竹河内家人

備考 1 -通憲一通旨※一通政一通次☆一通重―

〔藤原姓宮原氏系図〕

文化2.8./官原理兵衛某               
通古一通保―

備考 1 -                                ~通

知一

―秀盛※―秀賞                 
備考 2 ※慶長七年御遷封ノ時芦名盛重二従テ常州

一道賓―富賓――賓延―某 竜ヶ崎ヨ

備考 2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年              
り羽州秋田下向

角間川二居住ス                    
☆北義隣工奉公二出

備考 3 享保年中逐電家絶フ

II-21-23 522  本寸リキ

A288.2-530 村井氏系図 〔宇多源姓村井氏系図〕
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天保8。 12./村井藤左衛門政常         備考 1 義範―義次※―治忠―知栄―知胡―知見☆
備考 1 政明※―政寛―政治一政英一政廣―政定―     備考2 ※慶長十年之頃御当国江下ル

政安―政庸―政由―政常                ☆享保十八年～没、相応之跡目無之
備考2 ※故有テ承応ノ頃～羽州秋田工下り山本郡     (治 清三男)

野代工来住ス                 II_29-23

523 村上                    528 本宮

A288.2-531 村上氏系図                 A288.2-536 本宮氏系図
安政5。 3。 /村上市右衛門清孝               文化2.7。 /本宮清治忠美

備考 1 清規※―清継☆―清頼―清順―清信一       備考 1 某―某―某―忠廣―某―忠勝―忠美
清忠―清時―清嘉―清孝

備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ傍輩同伴罷

下り～前度ノ通御足軽御奉公二復シ下サ   529 茂又
レ～樋口村二住

☆延宝三年～横手二移住ス           AS288.3-216-1 覚 [茂又氏裁判請文]

文化3.2./茂又祐蔵

備考3 覚
524  本寸フヽ

AS288.3-216-2 覚 [茂又氏裁判請文]

A288.2-532 系図 〔藤原性村木氏系図〕               文化3。 2./茂又新太郎
天保7.12。 /村木形右衛門喜之         備考3 覚
〔禄高 :月 俸5日 、銀250目 〕

備考 1 某*―喜春―喜信一喜章―喜之

備考 2 *家祖ハ伊勢ノ産ナリ～慶長年間野代二来   530 森
リ

林7 森系図

天保11.3。 /森庄七冨潤
525 本寸瀬                         備考 1 冨近―冨武―冨潤

備考3 野本源左衛門宛
A288.2-533 村瀬氏系図 〔源姓村瀬氏系図〕

文化2.8。 /村瀬右文修

備考 1 之熙※―修               531 森田
備考2 ※本苗ハニ瀬～村瀬と改阿波阿波郡香美村

二退去し代々郷士と成～天明七年～久保    A288.2-537-1 森田氏家系 〔清原姓森田氏家伝系譜〕
田江着                         文化2.7.29/森 田五助弘吉

湯沢給人

〔紋 :黒丸之内ニー之字〕
526 村山                         備考 1 弘安※―弘正一弘盛―弘定―弘重―弘吉―

備考2 ※慶長年中羽州御遷封之御～御跡ヨリ罷下
A0288.2-68 藤原姓村山氏系図                    ～湯沢住

明治3.5。 /村山熊吉茂忠            II-23-32
備考 1 茂治※―茂英一茂綱―茂教―茂由―茂昆―

茂政―茂直―茂重―茂盛―茂忠         A288.2-537-2 系図井家伝書 [森田氏]〔姓藤原系図〕
備考2 ※故有テ秋田江罷越                   文化2.6。 /森田主鈴資成

塩谷右膳組下

備考 1 資房※―資廣―資清―資朝―資宣―資昭―
527 茂木                          資成―

備考2 ※慶長七年御遷封之御江戸ヨリ直々御供仕
A288.2… 535 家臣茂木市郎右衛門系譜                 罷下り於角館～今宮光義典カ ト成
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II-23-31 535 八木

A288.2-540-1 紀姓八木氏系図

/八木作助為幹5こ化3.7./

〔禄高 :208.320 紋 :九穴ノ鰻〕

532 森戸

                             _秀 顕※―忠為―為忠―為茂―為住―備考 1源姓系図由緒書 〔源姓森戸氏系図〕

為代―為幹―

備考 2 ※慶長七年御遷封供奉ス

A288.2-538-1

文化2。 8./森戸太郎左衛門秀英

〔禄高 :30.000〕

II-14-3秀長―秀政―秀盛―秀光―備考 1 秀治※―秀勝―

秀英一

                    A288.2… 540-2 八木氏系譜 〔平姓八木氏系譜〕
/八木藤兵衛道廣

備考 2 ※慶長七年御国替之節御先勢二罷下

文化2.8。 /      .人
梅津亀松組下・角間川給

H-23-38                            

〔紋 :三頭巴〕A288.2-538-2 源姓森戸氏二男系図
                 _道 家※―道長―家廣―道安―道映―備考 1

-道廣―

〔源姓森戸源之茉秀治次男系図〕

道泰―道堅―

七年始テ御当家へ仕へ奉ル、八

文化2,8。 /森戸徳松秀村

                ※ (慶長)´備考 2〔禄高 :10.000、 2人扶持〕

               年角間川二移 り住ス備考 1 秀方―秀秋―秀為―秀芳―秀伯―秀村

本名土肥A288.2-538-1の 分流 (秀治次男)               1
11-14-ZII-23-38

A288.2-540-3 八木氏分流系譜 〔平姓八木氏系譜〕
/八木治左衛門某文化2.8./

人梅津亀松組下・角間川給

ノ内三頭巴〕

533 守屋

                          〔紋 :丸 ′

道隆―道高――道遠一家時―

平姓守屋氏系図

                    家真―常廣―備考 1

A0288.2-69                            

道本一某

明治3.5。 /守屋良之助盛時

(道家第三子二男分流)

―盛倫―

2-540-2の 分流

―盛住―盛武――盛興※―盛信

                 A288.
備考 1 -                          1

盛時―

                    II… 14-ィ備考 2 ※関東 ヨリ出羽秋田へ下

A288.2-540-4 八木氏分流系譜 〔平姓八木氏系譜〕
/八木多四郎道定文 化 2.8。 /           

人梅津亀松組下・角間川給

534 諸越

                             〔紋 :丸之内三頭巴〕

道定―道久―道貞―道真―道孝―

諸越氏系図

                 備考 1      (家
廣第二子二男分流)

A288.2-539-1                          2…

540-2の 分流

文化2.8。 /諸越儀左衛門頼乍:

A288。

1

大山十郎組下

                 II_14-`備考 1 道伯*一某―頼次※―頼重―頼宗一頼廣―

頼忠一頼之―頼信一

御当家江i奉仕

        536 八木下

備考 2 *那須 ヨリ出、

向院内二住ス※慶長十六年下

A288.2-541 八木下氏系図
/八木下源蔵利正

II-23-37                                           3と

化2.8./          

タハミ〕

A288.2-539… 2 諸越氏伝来系図

                     〔禄高 :50.000 紋 :カ

安利一利邑―

文化2.8./諸越十右衛門頼任
                   _利 次―正利―某*―某※―備考 1      _利

正利意―利紀―

大山十郎組 下

一文字〕

                *額 田下野守二仕フ、後常州二至テ御当家

〔紋 :丸 ノ内
      ´

          備考 2備考 1 頼利―頼久―頼勝―頼家―頼イ]              
二奉仕

        ス

A288。 2-539-1の分流 (典五右衛門第二子)

※大坂ノ役二天英公二層従

II-14-35

11-23-37
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537 八島                             文化12。 11./八 代新三郎武任

備考 1 -光定※―光道―光智―光重―光旦―
A288.2-542-1 八島氏系図 〔平姓八島氏〕              光芳―光命―武任―

文化2.7./八島源太朝忠            備考2 ※御国替之御山県信濃支配御足軽ニテ罷下
備考 1 -光朝※―宗朝☆―朝光―朝央―朝見―      A288。 2-543-3の 分流 (武兵衛分流)

朝雄―朝安―朝由―朝忠

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封之時～太田城二    A288.2-543-5 八代一家系図 〔源姓八代氏〕
止テ～後羽州仙乏郡六郷二来リテ聞信公          文化12.11./八代六兵衛武侶
二奉仕ス                   備考 1 光治―光行―光秀―光親―光利―武侶☆

☆ (慶長)十七年～久保田城下二移ス       備考2 ☆文化十二年～八代氏二改氏
Ⅱ-14-7                         A288.2-543-4の 分流 (中村久右工門光定第二子)

AH288.2-47 八代氏家系 〔源姓八代氏〕
538 八山島                              文化2。 7./八代宗兵衛光政

備考 1 忠親―光武―光成―光房―光政
A288.2-542-2 八蔦氏系図

文化2.間 8。 /八嶋三蔵次知

〔紋 :丸 二洞ノ貝二壱ノ字〕      540 安井
備考 1 某―某一次知

A288.2-544 安井氏系図 〔源姓安井氏〕
A288.2-542-3 系譜 〔八嶋氏系図 姓不詳〕              文化2.8./安井久右衛門本恭

文化2.閏 8./八嶋治兵衛次晴          備考 1 本廣※一本作☆一本常一本恭―

〔紋 :上ニーノ字法螺只〕           備考2 ※徳雲公御代於江戸奉仕ス

備考 1 家次一次久一次晴                    ☆ (享保)十五年～秋田二移住ス

539 八代 541 安田

A288.2-543-1 八代氏家系 〔源姓八代氏〕         A288.2-545 安田氏系図 〔藤原姓安田系図〕
文化2./八代庄吉道忠                  文化2.8./安田宇市正能

備考 1 某―忠光―忠易―忠重―道経―道忠―            〔禄高 :200.314〕

II-14-30                         備考 1 寛光院※一直温―正教―正能

備考2 ※義峯公御代御休息所二被召抱
A288.2-543-2 八代氏家系 〔源姓八代氏〕

文化2./八代宗兵衛光政

〔禄高 :38.654〕             542 安野
備考 1 忠親―光武―光成―光房―光政
A288。 2-543-1の分流                  A288.2-546 安野氏系図 〔藤原姓安野氏〕
H-14-30                              文化2.8。 /安野治右衛門重債

〔紋 :把 明荷〕
A288.2-543-3 八代氏系図 〔源姓八代氏〕          備考 1 -重頼※―重堅―重固―重億

文化12.11./八代武兵衛武賞          備考2 ※明暦二年～江戸二於テ～義慰君二仕ヘシ

〔禄高 :50。 841〕                     ム

備考 1 -光家※―光久―光貫―光営―光郎―       II-14-36
光羅―光敏―武賓☆

備考2 ※故有テ中村氏ヲ称シテ天英公二仕フ～慶

長七年天英公羽州遷封二層従ス～角館二   543 箭田野
到 り翌年横手二移り住ス

☆ (文化)1^二年本氏八代二復氏        A288.2-549-1 系譜 〔藤原姓箭田野氏三階堂次男系譜〕

文化5。 4.12/箭田野八郎行崇
A288.2-543-4 八代一家系図 〔源姓八代氏〕              〔紋 :亀 甲二七曜〕
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備考 1 -行久―義正※―行正―行貞―行光―      A288.2-548-3 姓不知谷田部氏系図

文化2.閏8./谷田部長之助忠安行文―行玄―行宅―行太―行崇

備考 2 ※慶長年中随義宣公下向羽州秋田～雄勝郡     備考 1 某―某―某―忠朗一忠刻―忠陳―忠長一

某―某一忠敏―忠珍一忠安院内ノ館二居住ス

II-14…3311-14…1

A288.2-549-2 箭田野八郎先祖次男分流系図        A288.2-548-4 谷田部氏系図 〔藤原姓谷田部氏〕

文化2.8。 /谷田部要人忠経〔藤原姓箭田野氏〕

〔禄高 :346。 791〕文化5。 4.25/箭 田野新右衛門行始

備考 1 忠良※―忠久☆―忠教―忠長―忠経―戸村十太夫組下

備考 1 行政―秀行※―秀綱―行秀―行中―行充―     備考 2 ※延宝三年江府二到～徳雲公二～留守仁:

仕ス行典―行始―

☆元禄十三年秋田二移住ス備考 2 ※常州二来 り天英公二奉仕～慶長七年天英

谷田部者江戸家之一族累代輔佐之臣夕 |公羽州遷封二～屈従シテ平鹿郡横手二住

初鹿嶋郡谷田部邑二居住ス故二氏 トスA288.2-549-1の 分流 (行義之弟)

Ⅱ-14-2

八槻545A288.2-549-3 藤原姓箭田野氏次男系譜

文化5。 4.11/箭田野清治行浄

A288.2-550 系図 〔藤原姓八槻氏〕備考 1 行重―行登―行都―行浄

文化2.9。 /八槻茂作光忠A288.2-549-1の 分流 (行光子)

備考 1 -光正一光長―光清―光忠―II-14…2

備考 2 秋田江遷封之時常州二罷有、三年御跡 I

秋田工来県B-626 口上 [箭田野氏口上]

(明治3。 )正 。/箭田野八郎

備考2 「北ノ二十二」

八柳端裏「明治三年午二月廿九日～差出候」   546
備考3 旧資料名 :諸家書上

由緒書。箭田野八郎由緒について        A288.2-551-1 八柳氏系図 〔平姓八柳氏〕

文化2.8。 /八柳新左衛門盛保

〔紋 :丸三ツ引立〕

備考 1 元盛*―元宗―盛廣―盛次※―盛勝―544 谷田部

盛久―盛庸―盛為―盛孝―盛保
A288.2-548…1 新調系図 〔菅原姓谷田部氏系図〕       備考2 *数代秋田郡八柳二住～秋田城之助殿ヽ

本御入部以来属幕下スル文化2.8。 5/谷 田部久右衛門胤詮

※慶長七年義宣公御国替ノ時始テ御歩
'

茂木幸楠組下・十二所給人

仕備考 1 -婚 L房※―婚L忠―胤次―清L長―婚L家―
-14-3911胤上―胤明―婚L要―胤詮―

備考 2 ※天英公遷封ノ時従テ常州ヨリ来ル、男鹿

ノ内脇本二居シ其後比内新田工移 り猶秋    A288.2…551-2 八柳新左衛門次男系図 〔平姓八柳11

く              文化2.8./八柳三左衛門盛壽田郡十二処二来テ子孫世々住ラ

〔紋 :二重輪三引立〕II-14-34

備考 1 盛景―盛明―盛政―盛壽
A288.2-548-2 谷田部久右衛門胤忠二男分流系図       A288.2-551-1の分流 (盛次二男)

〔菅原姓谷田部氏系図〕     II-14-39
文化2.8.5/谷 田部七左衛門婚t雄

茂木幸楠組下・十二処給人

備考 1 婚L秀 ―盛胤―婚t紹―胤政―胤文―胤雄     547 簗
A288.2-548-1の 分流 (胤忠第二子 )

A288.2-552-1 簗氏系図 〔藤原姓簗氏〕II-14-34

文化2.8。 /簗此面綱常
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〔紋 :三 ツ頭左り巴〕           548 柳田
備考 1 綱忠※―某―綱治―綱光―綱命―綱正―

綱常                    A288.2-553 系図 〔柳田氏〕
備考2 ※宇都宮ノ分流ニテ下野国河内郡簗村ノ城          文化2.7./柳田忠蔵副重

二居住ス～宇都宮封ヲ失フ後～本藩二来          〔紋 :左三ツ巴〕
テ奉仕ス                   備考 1 重定※―重守☆―副重―

Ⅱ-14-9                         備考2 ※角館給人ニテニ人御扶持拝領後分ケ有テ

御茶屋御奉公被仰付
A288.2-552-2 系図 〔藤原姓簗氏系図〕               ☆元文三年角館ヨリ引越

文化2.8。 /簗隼太宗庸

〔禄高 :318.090〕

備考 1 朝宗*―宗安―宗清―宗秀―宗通―宗藤-   549 柳橋
宗勝※―宗重―宗利―宗次―宗英一宗嬌L―

宗勝―宗庸―                 A288.2-554 系図 〔柳橋氏 姓不知〕
備考2 *簗氏ヲ称ス                       文化2。 /柳橋典右衛門光徳

※天英公二奉仕ス～慶長七年天英公羽州遷          〔紋 :右 巴〕

封ノ時供奉～十六年渋江内膳政光名代 卜     備考 1 某―光定―光重―光徳
ナツテ仙北刈和野二遷 り由利ノ押 トナル

(結城中務太輔氏朝三男)               AK288-9-1 覚 [石黒氏・柳橋氏由緒書拍]

Ⅱ-14-10                             (文 化2.)(9)/柳橋三之□・柳橋小門

備考3 覚
A288.2-552-3 簗氏二男系図

〔簗隼太宗庸二男家先祖分流 藤原姓簗氏系図〕    AK288-9-2 [石 黒氏・柳橋氏由緒書拍]

文化2.8。 /簗伊織宗賢                 文化2.8./
渋江堅治組下・刈和野給人           備考3 覚

〔禄高 :31.717〕

備考 1 宗久※―宗次―宗武―宗忠―宗博―宗賢―

備考2 ※於常州義宣公江奉仕、御国替之制御供仕   550 柳谷
罷下り～慶長十六年四月中由利御境為御

用刈和野郷被移置              A288.2-555-1 柳谷氏系図 〔平性柳谷氏系図〕
A288.2-552… 2の分流 (宗秀二男)                  天保8。 12./柳谷泰蔵直温
H-14-10                              〔禄高 :月 俸5日 、銀250目 〕

備考 1 直増*― 由直―直養―直遂―司直―直温
A288.2-552-4 簗隼太二男家藤原姓簗氏系図         備考2 *父ハ宗家三代兵右衛門直要

〔簗隼太宗庸二男家先祖分地 藤原姓簗氏系図〕    A288。 2-555… 2の分流

文化2.8。 /簗伊織宗賢

刈和野給人                 A288.2-555-2 平姓柳谷氏系図 〔平姓柳谷氏系図〕
〔禄高 :31.717〕                     天保9.8./柳 谷兵右工門直徳

備考 1 宗久―宗承―宗武―宗忠―宗博―宗賢一      備考 1 直政*―直道※―直定―直要―直治―
A288.2-552-2の 分流 (宗秀二男)                 直吉―直重―直勝―直時―直知―直徳―
Ⅱ-14-10                         備考2 *弘治年中加州ヨリ～羽州山本郡能代二来

住ス

A288.2-552-5 簗隼太二男家藤原姓簗氏系図             ※慶長十一年下代二抱ラル

〔簗隼太宗庸二男家先祖分地 藤原姓簗氏系図〕

文化2.8./簗武市郎宗春

メU和野給人               551 矢野

〔禄高 :34.022〕

備考 1 宗次※―宗韓―宗明―宗意―宗春―       A288.2-556-1 三善姓矢野氏分流系図
備考2 ※寛永年中～義宣公へ出仕                文化2.9./矢野内蔵府重
A288.2-552-2の 分流 (宗勝五男)                  佐竹河内家人
Ⅱ-14-10                         備考 1 重里一久重―堅重※―寛重―寛重―秀重一
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本重一本重一廣重―府重                  文化2.7./矢野小七郎重連
備考2 ※義宣公慶長年中御国替之時随北又七郎義     備考 1 重治―重噴―重斯―重章―重連

廉自常州来秋田                A288.2-556-5の 分流 (末重五男)

A288.2‐ 556…5の分流 (重國第二子)            II-28-1
11-28-1

A288.2-556-7 矢野氏分流系図
A288.2-556… 2 矢野氏分流系図                    文化2,7./矢野長治重次

〔三善姓矢野氏分流系図〕          〔禄高 :58.486〕

文化2.閏 8./矢野甚七重徳           備考 1 重宅―重赫―重寛―重堅―重胤―重次
佐竹河内家人                 A288。 2-556-5の 分流 (末重次男)

備考 1 重宗―重次※―重敵―重堅―重宗―重次―     II-28-1
重徳

備考2 ※慶長年中御国替之時～北又七郎義廉二随    A288.2-556-8 矢野氏系譜 〔三善姓矢野氏系譜〕
テ常州ヨリ秋田工来                   文化2.9./矢野主水邦重

A288.2-556-1の 分流 (重里第二子)                 佐竹河内家人
Ⅱ-28-1                         備考 1 -親重一明重―命重―冨重―抜重―

邦重―

A288.2-556-3 矢野氏分流系図               A288。 2-556-5の 分流

〔三善姓矢野氏分流系図〕     II-28-1
文化2.閏 8。 /矢野清兵衛重晴

佐竹河内家人

備考 1 廉俊―重廣※―重貞―重利―重記―重方-   552 山内
重英一重晴―

備考2 ※慶長年中北亦七郎義廉二随テ常州ヨリ秋    A288.2-557 山内氏系譜 〔藤原姓山内系図〕
田工～下向ス                      文化2.8./山内東定観

A288.2-556-4の 分流 (重清第二子)                 佐竹河内組下・角館給人
H-28-1                         備考 1 -定道※一定重一定尚☆一定昌一定行―

定利一定康一定観
A288.2-556-4 矢野氏分流系図               備考2 ※慶長七年義宣公御国替之時声名盛重供御

〔三善姓矢野氏分流系図〕          当国工供

文化2.閏 8。 /矢野隼人重迩               ☆芦名家断絶之後御当家工奉公

佐竹河内家人                 II… 14-48

備考 1 重清―重玄※―重久―満重―重直―重賢―

重久―重高―重安―重迩

備考2 ※義宣公御国替之時北又七郎義廉二随テ～   553 山方
秋田下向

A288.2-556-5の 分流 (重國第二子)           A288.2-558-1 由緒書 [山方氏]

II…28-1                              明和5。 正.28/山方清兵衛泰寛

備考 1 -某※―利直―泰親―泰倫―泰道―泰寛
A288.2-556-5 矢野氏系図 〔三善姓矢野氏〕         備考2 ※慶長十七年奥州ヨリ秋田二来り故アツテ

文化2.7./矢野彦四郎重建               梅津半右衛門憲忠二因ル

〔禄高 :250.000〕               A288.2-558-2の 分流
備考 1 重善*①―重國*②―重賓―重里―憲重―     II…28-4

廉重―解重※―末重―重康―重著―重言―

重喜―重建―                 A288.2-558-2 由緒書 〔藤原姓山方氏〕
備考2 *①本国常州多胡                     明和5。 正。28/山方主水邦泰

*②北義信二附仕                備考 1 斯泰―憲泰※―隣泰―明安―命泰―抜泰―

※天英公二奉仕                     邦泰
Ⅱ-28-1                         備考 2 ※義宣公御国替之時北又七郎義廉公二供奉

シ秋田工下向ス

A288.2-556-6 矢野氏分流系図               II-28-4
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A288.2-3226 山方蔀二男分流系図                   降シ義成ノ臣 卜成～慶長御遷封ノ硼義成

〔藤原性山方氏系図〕          二従テ羽州工下ル

文化2.8。 /山方九左衛門泰廣

〔禄高 :0.291〕               A288.2-560-2 山口氏系図 〔平姓山口氏〕

備考 1 萬作―泰全―泰益―恒泰―泰廣               文化2.7./山 口縫殿助貞継

(貞 直二男)                      備考 1 有貞※―貞安―貞朝―貞清一貞幹―某―

貞風―貞継

A0288.2-71 藤原之姓山方氏系図              備考 2 ※平姓三浦氏ノー族ニシテ常州二於テ支千

明治3.5。 /山方兵庫泰雄                 番勤仕～慶長七年天英公羽州遷封ノ時～

備考 1 定繁―泰久一定勝―泰行―泰具―泰顕―           供奉シ来テ仕フ

泰行一泰教―泰寛一泰壽―泰住―泰雄一      II-14… 11

(篤定之第四子)

A288.2-560-3 山口氏分流系図 〔平姓山口氏分流系図〕

A0288.2-72 山方氏系図 〔藤原姓山方氏系図〕             文化2.8。 /山 口政右衛門貞候

明治3.5。 /山方久治泰久                 〔禄高 :118.891〕

備考 1 泰房一定泰一定寛一泰沖―泰光―泰久―      備考 1 貞俊―貞正―貞愛―貞英一貞道―某一

A0288。 2-75の分流 (定泰二男)                  貞候―

A288.2-560-2の 分流 (有 貞之実弟)

県B-503 文政十一年より小場家人江御附人御證文並     II-14… 11

證文伝来之御青印被下候拍

(文政11以降)/山方兵庫ほか         A0288.2-76 系図 〔山口氏〕

大館家人                        明治3.5。 10/山 口兵吉郎 (貞興か)

備考 2 「九ノ七十六」                 備考 1 貞峯―易貞―貞勝―貞廣―貞家一貞國―

備考 3 旧資料名 :口 上及び覚綴                 貞安―貞真―貞門―貞興―貞庸

大館家人山方兵庫以下三十二名小場家人へ

御付人御証文並びに証文伝来の御青印被下

候控                   556 山崎

A288.2-562-1 源姓山崎氏重有系図

554 山縣                             文化2.7./山崎専太郎重有

〔紋 :五蕨手釘貫〕

A288.2-559 山縣氏系図 〔源姓山縣氏〕           備考 1 重廣※―重安―重應―重正一勝重―重道一

文化2.7./山縣典市頼多                重久―重有

備考 1 某※一頼忠―廣忠―頼香―頼雄―頼弘―      備考 2 ※慶長七年遷封二従テ羽州秋田二下ル

頼教―頼昌―頼多                II-14-25
備考 2 ※北家ノ招二依テ御当家二奉仕 ス

Ⅱ-14-6                        A288.2-562-2 山崎氏重温系図 〔源姓山崎氏系図〕

(頼明似男)                           文化2.7./山 崎惣内重温

〔禄高 :3人扶持、給銀100目

A288.2-3016 [山 縣氏系図]                              紋 :五雪輪釘貫〕

文化4。 11./山縣兵庫             備考 1 重温

備考 3 由緒書                     A288.2-562-1の 分流 (重道二男)

II-14-25

555 山口                       A288.2-563-1 山崎氏系図

文化3.4./山 崎吉蔵政忠

A288.2-560-1 藤原姓山口氏系図                    〔禄高 :18。 668、 2人扶持、給銀50日 〕

文政12.8./山 口市大夫貞平          備考 1 某―政弼―政命―政明―政忠

備考 1 貞峯※―貞宗―貞廣―貞寛―貞國―貞安―

貞真一貞平                  A288.2-563… 2 山崎氏系図 〔藤原姓山崎氏〕

備考2 ※小田家ノ臣タリ、小田没落ノ後御当家工          文化2.7./山 崎協之助某
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〔禄高 :124.799〕                    文化2.8。 /山 田織部勝英

備考 1 勝則※―勝壽―勝治―勝房―勝賞―勝胤一          石見家臣

勝孟一勝正一某                 備考 1 某*―某―勝次※―勝通―勝意―勝茂―

備考 2 ※天英公羽州遷封 ノ時～常州ヨリ来            勝央―勝直―勝理―勝英

Ⅱ-14-20                         備考 2 *大炊助義期工仕エシム

※羽州遷封ノ時義成二従テ秋田工下ル

A288.2‐ 563-3 分流山崎氏系図 〔藤原姓山崎分流系図〕    II… 28…35

文化2.7./山崎善右衛門勝興

〔禄高 :50。 000〕               A288.2-564-2 山田氏系図 〔性藤原 山田氏〕

備考 1 勝家※―勝宗―勝次―勝親―勝英一勝興―          文化2.7./山田嘉吉忠弘

備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時～常州ヨリ          〔禄高 :3人扶持、給銀70目 〕

来                      備考 1 某*―忠次※―費考―費舎―費安―費寛―

山崎協之助先祖分流                   忠弘

A288.2-563-2の 分流か                  備考2 *御当家常陸為居候節塁城ヲ茂持居～慶長

Ⅱ-14…21                              七年御国替之節御供仕兼牢人罷成

※寛永六年～江戸ヨリ御当地江罷下

A288.2-563-4 二男分流山崎氏系図             II-1442
〔藤原姓山崎分流系図〕

文化2.7./山崎甚五兵衛勝行         A288.2-564-3 山田氏分流系図

〔禄高 :61,000余 〕                      〔性藤原山田氏 山田嘉吉分流〕

備考 1 勝光―某―某―勝久―勝職―勝行一             文化2.7./山田専説忠勝

A288,2-563-2の 分流 (勝則次男)             備考 1 忠徳―忠利―忠久―忠勝―

Ⅱ-14-20                        A288。 2-564-2の 分流

II-14-42

A288.2-563… 5 山崎氏系図 〔藤原姓山崎氏系図〕

文化3。 11./山崎博五郎常軌         A288.2-564-4 系図 〔山田氏系図〕

備考 1 常春※―常顕―常久―常直―常幸―常博一          文化2.7./山田勝右衛門栄重

常英一常軌                   備考 1 某*―某―冬信一栄重

備考2 ※御大工歩行御奉公ス              備考2 *永義江御附人

A288.2-564-5 山田氏系図 〔源姓山田氏〕

557 山下                             文政8.9./山田喜代助貞弘

〔禄高 :月 俸5口 、給銀60日 〕

A288.2-561-1 山下氏系図                 備考 1 貞弘※

文化2.7./山下貢濃賢             備考2 ※文化四年～南左衛門義珍～近習二准シテ

備考 1 -祀董※―某―祀豊―祀経―艦営―祀賢           刀鍛冶 トス、五年～府下二移居ス

備考2 ※延宝二年宝明院殿二仕御入輿ノ節供奉来
ル                     A288.2… 564-6 山田氏系図 〔源姓山田氏〕

文化2./山 田新左衛門重真

A288.2-561-2 家系書 [山下氏]                   〔禄高 :3人扶持、給銀90日 〕

〔宇多源氏 木國近江 佐々木支流〕    備考 1 -重正※―重盛―重光一重家―重貝一

文化2.6./山下万太郎政善              重真―

〔禄高 :2人扶持〕              備考2 ※慶長年中奥州南部ヨリ来ル、於土崎湊義

備考 1 政次※―某―政満―某一政美―政武―            重公二仕フ

政幸―政善                  II-14-41
備考 2 ※寛文十年大坂御米宿御蔵元被仰付

A288.2-564-7 平姓山田氏系図

天保8。 /山 田重太郎直芳

558 山田                            〔禄高 :月 俸5口 〕

備考 1 直方―直芳※―

A288.2… 564-1 山田氏系図                 備考 2 ※天保五年～月俸五ロヲ永ク子孫二賜フ
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備考 3 土崎湊の御用商人                     〔禄高 :15,000 紋 :藤丸〕

備考 1 常成※一成憲一忠成一成備一成光―成安―
A288.2-564-8 藤原姓山田氏系図                  某―某

文化2.7./山田博右衛門泰昌          備考2 ※慶長八年常州ヨリ羽州秋田江御国替ノ時
〔禄高 :26,996〕                     御供

備考 1 -泰次※―泰豊―泰通―泰宗―泰政―       II-14-37
泰盛一泰包一泰満―泰昌

備考2 ※天英公二始テ奉仕シ鷹士 トナル

II-14-40                    561 山本

A288.2-564-9 藤原姓山田氏系図             A288.2-567-1 山本氏系図 〔源姓山本氏〕
文化2.7./山田七之丞泰廣                文化2.7./山本内蔵右衛門安通

備考 1 泰光―泰棟―泰宗―泰廣―            備考 1 定安*―安満―安資※―某―安勝―安宣―
A288.2-564-8の 分流 (泰豊第二子)                安達―安慮―安通―
Ⅱ-14-40                         備考2 *山本冠者義定之後胤

※慶長年中常州ヨリ来、天英公二仕フ
A0288.2-77 山田氏系図                  II-14-31

明治3.5。 /山田力之助通安

備考 1 -通忠※一通基一通賢一通俊一通信一      A288.2-567-2 系図 〔源姓山本氏分流系図〕
通見―通古―通該一通胤一通安               文化2.9。 11/山本九郎左衛門忠得

備考2 ※御遷封翌年秋田工下ル                  〔紋 :丸 二五葉蔦〕

備考 1 忠次―忠定―忠清―忠詮―忠住―忠得―
A0288.2-78 源姓山田氏系図                A288.2-5674の 分流 (忠近三男)

明治3.5。 /山 田忠四郎勝豫           II-14-32
備考 1 -勝次※―勝通―勝意―勝茂―勝央―

勝直―勝理―勝英―勝征―勝愛―勝豫―     A288.2-567-3 山本氏新調系図 〔平姓山本氏系図〕
備考2 ※天英公羽州遷封ノ時小場義成二従テ秋田          文政8.3./山本時太郎信忠

二移ル                         〔禄高 :5人扶持、給銀100日 〕

備考 1 -某 *―某―某―某―某―某―某―
A0288.2¨ 79 藤原姓山田氏系図                   信忠※

〔山田治右衛門通吉系図〕    備考2 *秋田工来ル

明治3.5./山田治右衛門通吉              ※文政四年～徒並太鼓打二召抱ラレ～

備考 1 通茂一通喜一通久一通宣一通知一通勝―

通益一通門一通助一通信一通吉         A288.2-567-4 系図 〔源姓山本氏系図〕
A0288。 2-77の 分流 (通政三男)                   文化2.9。 11/山本茂右衛門忠勝

〔禄高 :46.000 紋 :五 ツ葉蔦〕

備考 1 忠國※―忠重☆―忠宗―忠利―忠易―
559 山能                             忠友―忠盛―忠副―忠勝

備考2 ※御国替之節罷下
AH288.2-26-3 山能系図/石神系図                 ☆於土崎湊御城御番相勉～其後大館二居住

/秘書小野崎黛ノ内          ス

文化2.3。 /那珂恭通              II… 14-32

備考 1 (山能)通綱―憲通/(石神)通綱―憲通

備考3 旧資料名 :介川氏関係系図 山能・石神ほ

か系図                  562 雪

A288.2-570 雪氏系譜
560 山邊                             文化2.8./雪六兵衛次慶

佐竹河内組下・角館給人
A288.2-566 山邊系譜                        〔紋 :鉄線〕

文化2.7./山邊敬治某             備考 1 -某※一次敏☆一次知一次明一次常―
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次晴一次慶                   備考2 ※寛政十二年～鍼医ヲ以東義府ノ臣 卜成ル

備考2 ※御国替之時盛重公御供ニテ御当国工罷下

☆承応年中芦名家断絶二付後御当家様工奉    A288.2-573-2 横山氏系図

仕                           安政5。 3./横山藤右衛門頼長

備考 1 頼行※―頼盛☆―頼成―頼安―頼房―

頼方―頼宗―頼経―頼長

563 湯野澤                       備考2 ※慶長七年御遷封後御跡ヲ慕ヒ～罷下り～

御足軽奉公二復シ下サル

A288.2-571 湯野澤氏系図 〔平姓湯野澤氏系図〕          ☆延宝三年～横手二移住ス

文化2.8。 /湯野澤永太郎道隆

梅津亀松組下・角間川給人

〔紋 :丸之内三ツ鱗〕          567 吉岡

備考 1 某※―家廣―道経―道喜―道両―道吉―

道敏―道隆                  A288.2-574 吉岡氏系図 〔源生吉岡氏系図〕

備考2 ※ (慶長)七年始テ御当家二奉仕ス、八年          天保9.7./吉岡永司正利

角間川二移住ス                備考 1 宗茂*―宗俊※―摸正―正胤―正方―

Ⅱ-21-2                             正直―正利

備考2 *元和年中羽州秋田久保田二来、寛文五年

山本郡能代二来住

564 由禾J                             ※寛文十二年御奉公二召出サル

A288.2-572 由利氏系図

文化2.8。 /由利周達貞友         568 吉敷

〔紋 :二重キツカウノ内花笹〕

備考 1 貞方―某―貞清※―貞友            A288.2-575…1 吉敷氏系図

備考2 ※儒医ヲ学ブコト七年院内大山義福君以食         文化2,7./吉敷珍齊正武

穀召サル                   備考 1 某※―某―正賀―正武

(爾兵衛第二子)                    備考2 ※宝永五年～秋田引越被仰付享保年中御時

計坊主二被召立

565 1黄塚                        A288.2-575-2 吉敷氏分流系図

文化2.8。 /吉敷長齊正範
AH288.3-38-2 別紙 [横塚氏別紙]             備考 1 某※―某―某―某―正範―

文政9。 /                   備考2 ※於江戸御奉公被召出、宝永五年秋田引越

備考3 記録書より横塚五右衛門へ被仰渡書付の写     A288.2-575-1の 分流 (珍齊某弟)

AH288.3… 57…1 覚 [横塚氏覚書]

文政9。 /               569 吉田

備考3 由緒書

A288.2-576-1 源姓吉田氏系図
AH288.3-57-2 [横 塚氏覚書]                    安政3.5。 /吉 田猪之助俊知

文政9./                        〔禄高 :7人扶持 紋 :二輪三ツ蔦〕

備考3 由緒書                     備考 1 俊清―俊治※―俊知

備考2 慶長年中常州ヨリ来ル～子孫商家 トナリ野

代二住ス

566 1黄山                             ※弘化二年～永徒並二被召立

A288.2-573-1 藤原姓横山氏系図             A288.2… 576…2 系図 〔平姓吉田氏〕

天保12.閏正./横山玄周時安               文化2,8。 /吉田元右衛門勝必

〔禄高 :5人扶持、給銀3枚〕               〔禄高 :5合 3人扶持、給金3両2歩〕

備考 1 時安※―                    備考 1 勝房※―勝政―勝必―
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備考 2 ※有馬玄蕃頭様御家臣二而享保十年九月俊     備考 1 某※一明素―某―明保一明房

交院様～御婚礼之節～御供仕 備考 2 ※享保元年利姫様御婚礼之節御供仕罷越

A288.2-576-3 吉田氏系図 〔藤原姓吉田氏〕

文化2.7./吉田源吾春良 570 吉成

〔禄高 :15.000 紋 :上 り藤〕

備考 1 重春※一春良― A288.2-577-1 吉成氏系譜 〔源姓吉成氏系図〕

備考2 ※江府二牢人シ享保十三年義堅公二～奉仕 文化6.5。 /吉成伊作助毘

備考 1 助吉―助成―助家一助住―助毘一

A288.2-576-4 家譜 〔藤原姓吉田氏〕 A288.2-579-1の 分流 (助延二男)

天保15。 10。 /吉 田源助平章 II-8-7

〔禄高 :5合 5人扶持、金3両〕

備考 1 平行※一平章― A288.2-577-2 系図 [吉成氏]〔源氏之由〕

備考 2 ※井上河内守安倍正春侯之世臣郡源太左衛          文化6.5。 /吉成市左衛門助明

門何某之長子同侯二勤仕、明和三年～流̀          塩谷右膳組下

浪シテ住千江戸、同四年～御当家二奉仕 〔禄高 :1.689〕

備考 1 助延―助春―助道一助明―

A288.2-576-5 系譜 〔系図 卜家大倉氏後吉田 卜改〕 A288.2-579-2の 分流 (助治養)

文化2.7./吉田五郎右衛門信興 H-8-6

備考 1 信虎※―某一信重―信治―信忠☆―信仁―

信英一信興 A288.2-577… 3-1 吉成氏系図 〔橘姓吉成氏系図〕

備考 2 ※万治三年御当家江狂言師二而御出入仕～          文化2.9.25/吉成掃部助並

御下国御供被仰付 向帯刀組下

☆初大倉後吉田 卜改 〔禄高 :77.214〕

備考 1 -助俊※―助康☆―助盈―助光一助舎―

A288.2-576-6 吉田氏二男分流系図 助品一助免―助敷一助並―

〔吉田源右衛門二男分流〕 備考 2 ※御遷封 ノ制御跡ヨリ来

天保9。 閏4./吉田貞蔵俊邁 ☆ (慶長八年)平鹿郡横手工来テ向清兵衛

〔紋 :疎縮兎〕 政次二憑

備考 1 俊邁― II-8-3

A288.2-576-7の 分流 (兄忠蔵 ノ養子 )

A288.2-577-3-2 家伝書 [吉成氏]

A288.2-576-7 源姓吉田氏系図 文化2.9.25/吉成掃部

天保8.4./吉田豊俊彦 向帯刀組下

〔紋 :疎縮兎〕 備考 3 由緒書。A288.2…577-3-1の 付随史料

備考 1 俊元※―俊光―俊宗―俊徳―俊π―俊顕―     II-8… 3

俊英一俊順―俊彦

備考 2 ※慶長七年御遷封ノ時御供ニヲクレテ其後    A288.2-577-4 系図 [吉成氏]〔源氏之由〕
二～常州ヨリ秋田工罷下 り仕フ～野代ニ 文化2.7./吉成九左衛門助衛

居住 塩谷右膳組下

備考 1 助晋―助昌―助種―助衛―

A288.2… 576-8 系図 [吉 田氏] A288,2-577-5の 分流 (助 久二男)

文化2.6./吉田兵助正孝 II-8-8

備考 1 正春※一正保―正孝

備考 2 ※享保六年浜町御屋敷江大小姓二被召抱相    A288.2-577-5 系図井二家伝書

勤慈雲院様御本家御相続之節御供二而罷                  [吉
成氏]〔源氏之由〕

越                 
“         文化2.7./吉 成慶助助廣

塩谷右膳組下

備考 1 助賓※―助久―助征―助延―助朋―助包―

A288.2-576-9 系図 〔藤原姓吉田氏 先祖不詳〕 助布―助廣

文化2.6./吉田安二郎明房 備考 2 ※ (慶長)九年罷下

〔禄高 :5合 8人扶持、給金8両3歩〕 II-8-8
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A288.2-579-3 源姓吉成氏系譜A288.2-578-1 藤原姓吉成氏系図

文化6。 正。/吉成重右衛門助愛文化2.11.晦/吉成源五左衛門助克

塩谷右膳組下向帯刀組下

備考 1 助永※―助廣一助高―助親―助賢一助勝―〔禄高 :64。 110 紋 :日 向〕
ユー           助秀―助民―助愛―備考 1 -助次※―助仁―助満―助武一助房

備考 2 ※常州寺山二住ス～慶長八年御当国へ下ル助冨―助克

II-8-7備考 2 ※御国替之制御跡 ヨリ罷下 リ

II-8-5

A288.2-579-4 新調吉成氏二男系図

〔藤原姓吉成氏系図〕A288.2-578-2 新調吉成氏二男系図

文化3.3./吉成弟七郎房成〔藤原姓吉成氏二男系図〕

茂木幸楠組下・十二所給人/吉成源七郎働成文化2.8.ノ

備考 1 基成※―宗成―祐成―舜成―意成―意成―茂木幸楠組下 0十二処給人

信成―房成備考 1 忠成―胤成一成寛一成美―例成―

備考 2 ※寛永十八年～黒印ヲ賜子孫世々秋田郡十A288。 2-580-7の分流 (清成第二子 )

二所二住スII-8-9

A288。 2-580¨ 7の 分流 (守成第三子 )

II-8-9A288.2-578-3 吉成氏系図 〔源姓吉成氏〕

/吉成源兵衛助伯

                        〔源氏之由〕

文化6.4.′

A288.2-579-5 系図 [吉成氏]塩谷右膳組下

文化2.7。 /吉成博右衛門助伯〔禄高 :40。 916〕

塩谷右膳組下備考 1 助次―助忠※―助久―助則―助利―助道―

備考 1 助真―助英一助伯‐助門―助興―助伯一

A288。 2-577-5の 分流 (助征二男)備考 2 ※慶長八年常州ヨリ角館工下着

II-8-811-8-6

A288.2… 579‐6 新調吉成氏二男系図A288.2… 578-4 系図 [吉成氏]

〔藤原姓吉成氏二男系図〕文化6./吉成小隼人助施

文化2.8。 /吉成藤内成番塩谷右膳組下

茂木幸楠組下・十二処給人〔禄高 :66.595〕

備考 1 道成―正成一成房一成番―備考 1 助盛―助包―助品―助施

A288.2-580-7の 分流 (倫成第二子)A288.2-579-2の 分流 (助営三男)

II-8-911-8-6

〔源氏之由〕A288.2-580-1 系図 [吉成氏]A288.2-579-1 吉成氏系譜

文化6.4./吉成隼太助常/吉成四郎兵衛助邦文化6.5。

                       塩谷右膳組下〔禄高 :51.310〕

〔禄高 :10。 989〕備考 1 助延※―助直―助時―助福―助延―助朋―

備考 1 助清―助秋―助久一助伯―助常―助邦―

A288。 2-579-2の 分流 (助宗二男)八年罷下 リ備考 2 ※ (慶長 )

Ⅱ-8-6A288。 2-579-3の分流か (助永三男 )

Ⅱ-8-7                                      

〔源氏之由〕A288.2-580-2 系図 [吉成氏]

文化2.7./吉成半左衛門助久A288.2-579-2 系図 〔吉成氏〕

塩谷右膳組下/吉成新左衛門助布づこ化6.5。

備考 1 助重―助房―助清―助政―助久―塩谷右膳組下

A288.2-577-5の 分流 (右馬之スニ男)〔禄高 :115。 852〕

備考 1 助宗―助治―助営―助正一助護―助俊―      II-8-8
助布-                       2-580-3 

吉成掃部三男分流系図A288.A288。 2-578-3の分流 (助忠之第二子 )

〔橘姓吉成氏三男分流系図〕II-8-6
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文化2.8.17/吉 成半平助居           備考 1 助延―助春―助道―助朋―

〔禄高 :180.963〕                (助 勝養)

備考 1 助良―助光―助勝―助應―助友―助保―

助居

A288.2-577-3-1の 分流 (助信三男)          571 六郷
II-8…3

A288.2-582-1 六郷氏系譜 〔藤原姓六郷氏系譜〕
A288.2-580-4 吉成氏二男分流系図                  文化2.8./六郷喜左衛門道常

〔藤原姓吉成氏二男分流系図〕         梅津亀松組下・角間川給人
文化2.9。 22/吉成彦左衛門助福              〔紋 :二重亀甲之内二七星〕
向帯刀組下                  備考 1 -道家※―道行―道定―道清―道往―

〔禄高 :30。 150〕                    道包―道常―

備考 1 助國―助勝―助道―助更―助以―助福―      備考 2 ※慶長七年御国替以後御当家へ奉仕、角間
(助秀長子)                          川二居住ス

本名三階堂
A288.2-580-5 吉成掃部二男分流系図

〔橘姓吉成氏二男分流系図〕    A288.2-582-2 分流六郷典一左衛門断絶系譜
文化2.9。 25/吉成文右衛門助邦                      〔藤原姓六郷氏系譜〕
向帯刀組下                       文化2.8。 /六郷喜左衛門
〔禄高 :55.014〕                備考 1 道長―道正一倭道―某

備考 1 助高―助屋一助門―助孫―助満―助表―      備考 3 逐電家跡断絶
助邦―                     A288。 2-582-1の 分流 (道勝二男分流)

A288.2-577-3-1の 分流 (助信二男)

II-8-3

572 若松
A288.2-580-6 新調吉成主水支流系図

〔藤原姓吉成氏二男系図〕   A288.2-583 若松氏系図 〔藤原姓若松氏〕
文化3.3./吉成平八成備                 文化2.8./若松長右衛門方幸
茂木幸楠組下・十二所給人           備考 1 方興※一方業一方道一方家一方合一方幸

備考 1 友成一成益一成英一成秘一成備          備考 2 ※寛永十五年御国江罷下 り～被召抱
A288.2-579-4の 分流 (基成第二子)

II-8-9

573  禾口F日

A288.2-580-7 新調吉成氏系図 〔藤原姓吉成氏系図〕

文化3.3。 /吉成主水大成           A288.2-588-1 和田氏系図 〔平姓和田氏〕
茂木幸楠組下・十弐所給人                文化2.8./和田新左衛門福盛
〔禄高 :55。 187〕                     大山十郎内

備考 1 守成※―清成―倫成―俊成―利成―昭成―          〔紋 :丸 二三ツ引〕
文成一本成一大成                備考 1 景久※―忠久―忠親―為親―盛親―門高―

備考2 ※慶長十一年常州ヨリ来ル～秋田郡十二処         福重―福盛
二住ス                    備考2 ※慶長年中羽州秋田御遷封之時～住仙乏郡

Ⅱ-8-9                              角館
II-29-10

AS288.3-216-11 覚 [吉成氏裁判請文]

文化5。 8。 28/吉成十右衛門、同四郎兵衛    A288.2-588-2 新調系図 〔平姓和田氏〕
備考 3 覚                            文化2.8.4/和 田半蔵為壽

茂木幸楠組下・十二所給人
吉成853 系図 [吉成氏]                 備考 1 為成※―為宗―為重―為尚―為脩―為重―

文化2.6。 /吉成市左衛門助朋              為雄―為壽
塩谷右膳組下                 備考2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時常州ヨリ来
〔禄高 :1.689〕                     ～秋田郡十二所住ス
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H-6-3 備考 1 拳綱

A288.2-588-3 新調系図 〔玉「 姓和田氏〕           
備考 2

文化2.8。 4/和 田茂兵衛為貞           (正
兵 

其先商家タノレ

:衛某六男)

備考 1 ズ

茂木幸楠組下 0十二所給人

も俊―為國―為光―為長―為メ         A288.2-584-3 
渡邊氏系譜

A288.2-588-2の 分流 (為宗第二子)

ミー

Ⅱ-6-3                               

文化4.12./渡 邊春庵基孝

〔禄高 :月 俸5口 、俸金5両〕

備考 1 某*―某―某―吉季―基為※―基直―

574 渡部                            

基哉―基孝

備考 2 *医 ヲ学テ業 トス、子孫世

A288.2-585-1                            

※天明二年  ́     
々沿フ

渡部氏系図                           

以`医術源通公二笠仕

文化2.8。 /渡部嘉園廣友           A288.2-584-4 
渡邊氏分流家伝系図

備考 1 某※―某―廣親―某―廣友―

備考 2 ※羽州庄内牢人                           

〔源姓渡邊氏分流家伝系図〕

Ⅱ-6-16        
～寛文年中～御奉公被召出          

文化2./渡邊半八秀友

湯沢給人

備考 1 秀教―秀房―一秀昌―秀賢―

A288.2-585-2 渡部氏分流系図               A288。
2-584-1の 分流       

秀友―

(秀安二男)

文化2.8./渡部園祝廣治            II~6-20
備考 1 某―某―廣治

A288。 2-585-1の分流 (廣親養弟)            A288.2-584-5 
渡追氏分流系図

II-6-16

文化2.5。 /渡追文七秀清

湯沢給人

備考 1

A288.2-585-3 渡部氏家伝系図 〔源姓渡部氏家伝系図〕        
秀雪―秀直―

□□。□。20/                          ~秀

次―秀方―

渡部主水秀重          A288.2-584-1の
分流       

秀清

湯沢給人                            (秀

昌二男)

II-6… 20

備考 1 フ

〔禄高 :20。 322〕 A288.2-584-6 渡邊氏系図 〔源姓渡邊氏系図〕

雲

長―□□―秀昌※―□□―秀久―秀保―

5爾―秀遊―秀重

天保15。 12./渡 邊典四郎勝昭

備考 2 ※有故テ岩城ヲ立除常陸江罷越御先祖様江          
〔禄高 :5合 2人扶持、給金2両〕

被召出～慶長

備考 1

七年御国替之節御跡従江秋         
某※―勝繁―

田江罷下～湯沢二住居仕            
備考 2      ~勝

昭

H-6-19                             

※宝暦九年本清院様御附被召抱

576 日理

575 渡邊 /渡邊 /渡追 A288.2-586-1 日理氏系図 〔平姓 日理氏系図〕

A288.2-584-1 渡追氏家伝系図

文化2.7./日 野九左工門宗喜

文化2.5。 /渡追外記秀後

〔禄高 :71。 331〕

湯沢給人

備考 1 忠久※―忠政―宗春―宗昌

〔禄高 :10。 497〕                               ~宗

邑―宗武一

備考 1 -                            

宗方―宗喜

―秀昌※―秀安

備考 2

-某―秀信―秀盈―秀歳―         
※常陸ヨリ来奉仕御国替後御当地工下

秀命―秀後―

II-6-4

備考 2 ※慶長七年羽州御遷封之節御跡 ヨリ罷下～

湯沢二罷有

A288.2-586-2 日理氏系図 〔平姓 日利氏系譜〕

II-6-20

文化2.7。 /日 理源七郎宗尊

〔禄高 :80。 581〕

A288.2-584-2 渡邊氏新調系図 〔源姓〕           
備考 1 忠平一宗辰――宗純―宗嗣―

A288.2-586-1の 分流       
宗尊―

天保12.閏正。/渡邊元悦奉綱

(忠 久次男)

〔本贅高 :15,000〕                II~6-4
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577 和知                        A288.2-587-6 和知氏家伝系図

文化2.8./和知孫右衛門休秀
A288.2-587-1 和知氏系譜 〔藤原姓和知氏系譜〕            湯沢給人

文化2.8。 晦/和知新蔵清風                〔紋 :蟹〕

佐竹河内組下・角館給人            備考 1 某※―休次―休里―休清一体朋一体秀

〔禄高 :26.269〕                備考2 ※御普代 卜申伝候、慶長七年御国替之御則

備考 1 -清永※―清定―清方―清秀―清忠―            罷下～湯沢二住居

清置―清風                   II-6-32
備考2 ※御国替ノ後罷下～角館二来り～芦名家断

絶～北義隣組下二被仰付

II-6-30

A288.2-587-2 和知氏系譜 〔藤原姓和知氏系図〕

文化2.8。 15/和知新蔵人清舒

向帯刀組下・横手給人

〔禄高 :93。 242 紋 :蟹〕

備考 1 -某※―某―勝賢一清方―清勝―清庸―

清寅一清孝一清舒

備考 2 ※慶長七年天英公羽州遷封ノ時雇従シテ秋

田二下向～横手城下二住セシメ～向右近

宣政 ノ隊下 トス

A288。 2-587-1の分流か

II-6-28

A288.2-587-3 和知氏由緒家系

文化2.5。 17/和知清蔵頼乙

湯沢給人

備考 1 -某※―某一某―頼久―頼直―匡頼―

頼留―頼乙―

備考 2 ※慶長年中羽州御遷封之制御跡 ヨリ罷下～

南家之手二附湯沢二住居ス

II-6-31

A288.2-587-4 和知氏系譜 〔藤原姓和知系譜〕

文化2.8./和知善右衛門秀包

佐竹河内組下・角館給人

〔紋 :蟹〕

備考 1 -秀勝※―秀國―秀利―秀房―秀民一

秀包―

備考2 ※御当家工奉仕、御国替之節御当国工下

II-6-29

A288。 2-587-5 和知氏分流系譜

〔藤原姓和知氏分流系図〕

文化2.8。 15/和知仁1兵衛清暁

向帯刀組下

〔禄高 :15.333 紋 :細輪二蟹〕

備考 1 勝盛―勝乗―勝道―勝清一清暁一

A288.2-587-2の 分流 (新蔵人某第二子 )

II-6-28
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『系図目録 I』 索引

(凡例 )

1。 本索引について

本索引は、秋田県公文書館所蔵古文書 目録第 4集『系図目録 I』 に登載 されている全名字を取 り上げ、検索の便を

図るために作成 したものである。

2. 酉己夕」ヤこ
Vつ い ~で

I部 、 H部、Ⅲ部を問わず五十音順に配列 した。なお、名字の読みについては「諸士系図」 (A288.2-590… 1～25)

に したがった。また、「諸士系図」に登載 されていない名字の読なについては『系図・家譜・家伝 目録』 (秋田県立

秋田図書館・昭和57年)に したがった。

あ 愛沢 ………………116

相澤 ………………116

會田 …………… 114

青河 ………………118

青木 ………………118

青野 ………………117

青柳 ………………114,115,154,

157

青山 ……………・117

赤尾関 …・……114

赤垣 ……………・151

赤坂 …………… 112,157

赤澤 … ……… 118

赤須 …………… 112,113,157

赤津 ………………113,155

秋田 …………… 157

秋保 ・…………116

秋本 一・………115

秋元 ………………157

秋山 ………………116

阿久津 ………113

浅野 ・…………116

浅原 ・…………114

4明 日  ………………113

浅利 ………………117,157

芦田 …………… 117

芦名 ・………・・7

安嶋 ……………118,151

麻生 ………………152

安達 ………………114

安立 ………………158

厚木 ・…………116

我妻 ………………118

跡部 …………… 115

`nJ里

1  ……・………・118

`可

王  ………………118

「可音Б ………………116

安部 ………………116

雨谷 ・……………152

魚占り‖  ………・…・…117

荒井 ……………118

荒川 ・…………114

荒澤 …………… 118

新田目 …………116

荒巻 …………… 151

安東 …………… 113,158

安藤 …………… 113

安保 …………… 118,158

安間 ・…………117,158

い 飯嶋 …………… 158

飯塚 ………………41

飯村 ………………35

碇子 ………………43,158

生17畢  ………………41

井 口 ・…………41

池 田 …………・・42

池見 ・…………158

伊坂 ………………43

石井 …………・・31～35,158

石垣  ……………35

7≡り||  …・…・…・…・38, 39, 150,

159

石崎 ………………42

石澤 ………………43

石塚 …………… 11,41,155

石橋 ………………37,159

石火矢 …・…・・159

石巻 ……………159

石森 ………………43

;石 [11 ………………42, 159

泉 ・……………37,159

泉田 …………・39

伊勢 …………… 42

儀野 ………………43

儀部 ………………41

-部 ………………156

出 ………………35

所ヘチ|  ・…・…・…・…40, 41

伊藤 ………………35,36,159

稲河 ……………42

稲葉 ………………43

チ十」三  …・…・…・…・42, 160

今井 ……・……40

今泉 ……・…・・36,160

今官 ・…………13,24,145

今村 …………42,43

井山 ……………35

入江 ……・……160

岩城 ………………29

石倉 …………・40

岩崎 ………………43

岩橋 ………………34

岩堀 ・…………41,42

岩間 ……………41

岩村 …………・160

岩屋 ………………40,160

う 植木 …………… 150,161

植田 ………………92

上野  ………………161

上原 ・…………92

上平 ………………147

上松 ・…………91

宇垣 ………………91

宇佐美 ・……・・91

宇佐見 ………91

牛丸 …………・91

日井 ………………91,161

薄葉 ………………92

内海 ………………92

内田 …………92

内山 …………161



宇都宮 ‥……・91

打越 …… ………91

宇名 ・…………92

鵜沼 …………91

宇野 …………・92

梅澤 ・…………90

梅津 ……………26,

瓜生 ……………・92

宇留野 ・………145

運藤 … …………92

江尻 ………………111

江河 ……………・151

江田 ・…………111

越後 ………………161

越後屋 …………161

江橋 ……………。111

江畑 ……………111,

江賭 (幡) …153,

海老原 …………154

遠藤 … …………111

笈川 ・…………56

及部 ………………58

大井 ………………59,

大泉 ・…………63

大内/太内 …57,

大鐘 ………………63

大釜 ………………162

大河 ………………60

大久保 …………56,

大窪 ………………56,

大黒 ・…………60

大越 ………………27,

大沢/大澤 …60,

148

大島/大嶋 …62,

大瀬 …… ………61

大関 ……………57

太 田  … …… …・・55,

大 田  … …… …・・149

大谷 ………………63

大塚 ………………28,

大槻 ………………59,

大友 ・………・・62

大縄/太縄 …58,

162

大貫 …・………58

大野 ……………58

大畠 ……………163

ノて火田  ………・…・…163

大音

“

 ………………62

大渕 ……………163

大森 ………………60

大山 ・………・・11,

大山 一・………163

大和/大輪 …56,

大和田 ・………57

岡 ……………55,

岡崎 ……… … 58,

小笠原 ・………164

岡田 …………57,

小勝 …… …… 62

岡見 ―・………56,

岡本寸 …………・58

岡本 …………54

小河 ……………61

/Jヽ り|| ………………61,

荻津 ………………62

小倉 …………165

小栗 ………………57

長塚 ………………61

忍 ……………・・61

小篠 ………………59

小瀬 ………………62,

遅沢 ………………165

Jヽ 田 …………・・165

小田内 ………57

小高 …………62

小高根 ・………62

小足 …………… 165

Jヽ 田野 ………・146,

落合 ・………・・60,

御中屋 …………165

小貫 ………………54,

小貫山 ・……・・57

小野 ………………59,

小野岡 …………13

小野崎 …………21,

155,

小野寺 …………30,

小場 (西家) 10
小原 ・…………167

面河 ………………63

小宅 ………………57
/1ヽ初「 ………………60

小山 …………167

折内 …………… 167

折笠 ………………63

隠明寺 ・………60

河會 …………… 148

貝塚 ………………70

柿岡 ……… … 69

掛札 ………………69

梶山 ・………・・154

柏 ……………・71,150

糟谷 ……………・68

片岡 …………67,68,167
片庭 ・…………69

片野 ・…・……・71

片山 …………72

勝山 ・…………70

加藤 ………………66,67,155,

156, 168

嘉藤 ………………167

加藤田 …………71

上遠野 …………168

門脇 … … … 69

蟹沢 …………・・70

金子 ・…………71

金沢/金澤 …68

金丸 ……………72

金光 ・…………70

狩野 …………… 168

鹿子畑 …………72

鎌田 … … … 70

上神谷 …………168

ネ申ず記  ………・…・…71

神藤 ・………・・168

神谷 …………70,168

神吉 ・…………70

亀田 …………… 168

軽部 …………70

河井 …………… 153,169

川井 …………… 168

り|IJ三   ……・…・……69

り|1口  ………………70

川崎 ………………69

り||,1  ……・…・……68

河田 …・……・・152,155

川野 ・…………69

7可又  ………………66

り||)乙   ……・・・・…・・170

り|1本寸 ………………71

川原田 ………72

り|1和 田 ………・70

菅 ・……………72

神原 …・……・・70

神部 ……・……72

き 木内 ……………124,125,170

菊田 ……………126

55

お

153

161

156

162

150, 162

55, 162

61, 147,

162

56

59

60

59, 154,

152

163

163

163

163

164

146

148, 165

155

165

166

59, 149,

166

55

161

か



菊地/菊池 …125,126,150,

170

岸 ・……………124

貴志 ・…………124

Jヒリ||  …・…・…・…・170

Jヒ本寸  …・…・…・…・124

吉川 ・…………125

木野 ・…………127

粛田 …………… 170

冽く本寸  …・…・…・…・125, 170

経徳 ………………103

吉良 ・………・・171

桐澤 ………………124

桐原 ………………126,171

久賀谷 ・………94

与■メ1  …・…・…・…・94

鯨岡 ……………94

工藤 ………………95,171

回ヨチ11  ・…・…・…・…94

國谷 …・………95

國安 ・…………94,150

窪谷 …………・155

熊谷 ・…………・94,95

熊澤 ………………95

倉光 …………。95

栗田 ………………94

栗林 ………………171

栗原 ・…………95

厨川 …………・・171

黒子 ………………94

黒沢/黒澤 …93,94,152

小池 ……………110

小泉 ・…………107,108

小儀 ………………109

古宇田 …………107

,可里予 ………………171

高増 ………………68

幸丸 ……………70

國分 ・………・・110

小笹 ・…………171

小澤 …………… 110

越山 …………… 171

ノ
Jヽ 菅 …………… 151

/Jヽ ′昔,工 …………110

小介 (助 )り |1 108, 171

/1ヽ「FI音
|∫  ……・……106, 171

)電 II(  …・…・…・…・110

後藤 ・…………106,173

小西 ・………・・110

/Jヽ 幡 …………・・109, 172

小林 ………………109,150,

172

小淵 ・………・・111

駒木根 …………105,106,

小松 …………… 109

小湊 …………… 109

小峯 ・………・・110,172

小味淵 …………111

小室 ・……・…。106,107,

篭谷 ・…………107

金 ……………107

根田 …………… 107

近藤 …………… 108,172

斎藤/齋藤 …120,121,

斎野 ………………121

佐伯 …………・120

佐賀 …………・173

境田 …………… 123

酒出 ……………145, 173

坂入 …………・173

柿申 …………………・123, 173

坂下 ……・…・・123

酒主 ………… 124

坂本 …………… 120

酒寄 ………… 173

佐川 …………… 121,122,

櫻田 …………… 122

左近男 ・……・・173

佐々木 …………122,174

佐瀬 …………… 123

佐藤 ………………26,119,

174

佐竹 (宗家)1
佐竹 (北家)7
佐竹 (東家)8
佐竹 (南家)9
佐貫 ………………123,175

佐野 …………・123,175

佐谷 …………・123

佐良上 ………123

猿田 …………… 175

澤尻 …………… 123

澤畑 ………………120

澤部 ………………123

椎名 ………………129,130

朧 ……………・130

塩谷 ………………21

志賀 ………………131,153

茂内 ……………133

宍倉 ……………175

完戸 ………………131

信太 …………・129

信田 …………・・175

七́里 ……………・133

篠島 …………122

篠原 ・…………133,150,

篠森 ………………123

柴 … … … …133

柴田 …………… 175

柴山 … … … 132

渋江 ………………28

山寺田 …………・・176

島森 ・…………133

清水 …………130
~ド

リ||  …・…・…・…・132

下河邊 ………132

下田 …………132

下遠 ………………176

下村 …………156

東海林 …………131,176

白石 ・…………133

白り|| ………………29

白坂 …・……・・132

白J■  ……………・130, 131,

自根 …………… 155

秦 ……………132,133

新国 …………… 176

進藤 …………… 176

ネ申f2‐
  …・…・…・…・176

陶 …………………145

菅波 ・…………144

菅沼 ・…………177

菅又 ・…………144

菅谷 ・…………141

須川 …………… 144

菅原 ・…………144,177

杉沢 ………………144

杉田 ……………144

杉野 ……………144

杉村 ・…………143

杉山 ……………143,144

介川/介河 …143,177

菅生 ………………144

鈴木 ……………141,142,

177

須田 ……………24,140

須藤 ………………142,143,

清野 ………………138

瀬尾 ……・…・・138

妹尾 ……………138

152,

172

153

172

173

173

120,

す

176

156,

せ

177



関 ・……………138,139

関口 ・…………139

瀬谷 ………………137,138

芹田 …………… 138

相 `馬  …………177

添田 ………………82

高柿 …………・147,149,

178

高木 …………・79,178

高久 …………147,148,

高倉 …………・30

局階 … …………78,178

高杉 ………………80

高瀬 ……………77

高田 …………81

高根 …………・77

高根沢 ・………81

高橋 ………………78,178

高畠 …………79

高幡 …………・179

高部 …………・150

高官 …………・80,81

高村 …………150

高屋 ……・……81

多賀谷 ・………14,155

高山 ・…………79

瀧 …… …… …77

瀧沢 ………………80

滝田/瀧田 …82,179

田口 …・・…………80

武石 …・………76,77

4な 内 ………………77, 149,

竹田 …'… ……79

武 田  … …… …・・79, 179

竹貫 ………………77

武村  ……・…・……81

円崎 ………………76,179

1調 fヽ  ………………25, 75

舘 …………………78

食官  …・…・…・…・…・78, 153

立原 ―・……。・80,154

伊達 ……………・19

舘岡 ………………79

田所 ………………78

田中 ・………・・75,76,

田名部 ………79,80

棚谷 ・…………77

谷川原 ………81

田畑 ……………80

田伏 ・…………81,180

玉生  ……………75

田村  …………・・81

デl  …・….…・…・…,79

丹内 ………………80

茅根 ………………53

筑和 ………………53

千代 ……………53

塚本 …………180

津河 ………………180

築地 ………………82

辻 …………………82

J二層塾  ‥…・…・…・・82, 180

綱木 ………………82

角田 …………82

椿田 ………………82

園谷 ・………・・82

津村 ………………82

手賀 ―・……・・112

寺崎 ………………112

寺山 …………… 112

天神林 ・……・・147,148

J二月巴  …'…・―・…・50

東條 ………………52

遠山 … … … 50

鴇田 ………………52

常代 ………………52

戸崎 ……………52

戸澤 ……………52

戸嶋 ……

上野塚

飛田

富岡/冨岡

冨 澤

宮田/冨 田 …153,180

冨長 ……………52

戸村 ―・………12,24

冨山 ……………53

豊嶋 ………………51

豊田 …………… 51

豊間 ……………50,51

な 内藤 ………………88

那珂 ……………88,151,

永井 ・………・・88

長岡 …………・89

可1り || ……………85

長岐 ……………181

長倉 ……………181

長崎 ……………88

長澤 …・………89

中島//中山鳥 …89, 180

長嶋 ………………90

長瀬 ………………88

中田 …………85,86,181

歩譲Й3  ……・…・……89, 182

中野 ……・……90

長峯 ・………・・89

中本寸  …・…・…・…・86, 87, 151,

154, 181

中谷 ……・……88

中安 ………………89

中山 …………154,181

長山 ……・……87

那小屋 …………88

鍋倉 ・…………88

生田目 ………・86, 182

滑川 ………… 86,182

奈良 ……………89

奈良岡 ………90

成田 …………・・89

難波 ………… 182

南部倉 …………88

三階堂 ………182

西島 …………49

西野 …・………48,182

西宮 ・…………48

西村 ……………48

丹生 …………・・48

仁い「  ………………48

布川 ……・…・・53

沼井 …………・・53

沼倉 ……・…・・182

沼田 …………53

根岸 ……・……85

根本 ……………83～ 85,151,

183

根元 ………………83

野上 ………………93

野尻 ………………93,152

野中 …………… 183

延生 ………………93,150

登坂

芳賀 ・………・・44,

萩生田 …………155

萩庭

萩屋 ………………48

有脅本 ………………46,183

蓮沼 … … … 183

長谷川 …・…・・184

長谷部 …………47

火ll  …・…・…・…・…・47

ち

た 150,

178

179

ヤこ

180

52

180 45は

180



幡江 ・…………47

畠山 …………184

波多野 ・……・・47

八文字 ・………48

蜂屋 ………………184

塙 ・……………46

可1/■_  ……・…・……46, 185

羽石 。………・・44

馬場 目 ………・185

濱田 …………・・47

濱野 ・…………47,156

編許り‖  ……・…・……23

早坂 ………………185

本本  ……・…。…・……46, 47, 185

原 ・……………47

原田 …………44

原野 …………・185

針生 ……………47

場更  ……・…・…・……46

半田 ……………45

匹田/引 田 …134,151

樋 口 ………………134

人見  …・… ……135

日野  ………………135

桧山 ……‥……・154

平井 ……………135

平川 ・…………185

平沢/平澤 …135,153,154,

185

平塚 ………………134

平野 …・………134

平元 ………………135

月2日日  …・…・…・…・135, 186

蛭 田 …………・・135, 186

廣瀬 …… ………134

広 田  … …… …・・186

深堀 ……………105

深見 ・…………105

深谷 ・…………103,104

福田 …… …… 103

福地 ………………104,186

福原 …・………103

藤井 ……………104,153

藤崎 …・………104

藤田 …………105

布施 ・…………186

二方 ………――・186

船尾/舟尾 …103,187

船木/舟木/松木
・…・…・…・…104, 156, 187

松坂 …………… 105

松田/舟田 …105,187

松山 …・………104

古内 ………………14,24

古尾谷 ・………103

古澤 ………………105

古田 ……………105

逸見 ……………50

北條 ……………49

5三   ・…・…・…・…・…50

星野 ……………49

細井 … … … 49

細越 … … … 50

細 田  … …… …・・50

糸田望予  …・…・…・…・49

細谷 ……………49

堀田 ・……………50

堀江 ……・……50

堀尾 ―・………49

堀 口 ………………50

本間 ・…………50

前小屋 …………25

前澤 …………… 100

曲木 ………………102

真壁 ………………14,188

槙尾 ………………102

幕内 …・………102

真崎 ……………146,148

正木 …・………188

益子 ……………101

益戸 ……………102

増淵 …………… 102

斑 目  ‥……………102

町 田 …………・・100

松浦 …………… 101

松岡 ………… 101

松塚 …………… 100

れ姜里予  ・…・…・…・…22, 188

松本 …………… 100,101,

松山 ・…………102

員宮 …………… 100

御厩 … … … 127

三浦 …………… 128,188

三木 ……………189

三栗谷 ・………128

水谷 ・…………127

水野 ‥………… 128

水平 …………189

溝 口 …………… 128

三村 ・…………127

三森 ‥……………127,189

水戸部 ………・128,189

皆川 ・…………127,128,155,

189

滲毒  ・…・…・…・…・…128, 189

箕輪 ………………128

宮木 ………………129

三宅 ………………190

宮崎 …………… 129

官澤 …………… 128

宮田 …………… 190

官原 ……………129

宮村 ………………127

宮本 ……………・128,190

御代 ……………128,190

向 ………………24

え1  ……・…・…・……90

武藤 ………………90

武茂 ……・……21,27

本寸り+  …・…・…・…・90

村上 ・…………90,190

村野 ………………90

村山 …………・90

最上 ・…………30

持地 ……… … 136

望月 ………………136

茂木 ………………15,155,190

本橋 ………………137

本宮 ・…………137

本山 …………137,190

茂又 …………・136

森川 …………… 136

森田 … … … 136

森戸 ……………・137

茂呂 ……・……136

諸岡 ………………137

諸越 … … … 137

諸沢 ・…………190

諸橋 ………………137,190

矢尾 ……………190

矢尾知 …………191

谷貝 ・…………99

八木 ……………96

八木下 …・…・・99

谷 口 ・………・・100

八島 ・…………96

八代 ………………98

安士 ・…………99,100

安野 ………………99

箭田野 …………95

へ

ほ

む

ひ

ふ

188

み



矢田野 …………96

谷田部 ………98

八柳 ・…………99

多ミ  ……・…・…・……96, 191

野内 …………97,191

柳沢 Ⅲ…………191

柳橋 … ……… 99

矢野 ………………149

矢部 ………………192

山内 ・………・・100

山方 …・………27,96,149,

152, 192

山縣 ・…………96

山口 ………………97, 192

山崎 ・…………97,98
山下 …………・192

山田 …………99,

山中 …………192

山邊 …・………99

山本 …………98

山谷 …………192

雪 …………………127

湯野澤 …………127

由禾J …………・・192

横倉 ………………74

横田 …・………72

横塚 ……………‥75

横山 ・…………74,

吉□ ………………193

吉澤 ………………75

吉田 ………………74

吉成 …………・72,

吉場 ……………75

吉原 ・…………72,193

吉村 ……・…・・74

淀川 ………………73

フヽ奴5 ………………44

若木 ………………65

若林 ………………65

和久 …………・63

鷲尾 ・…………193

和田 …………・・63, 154

渡部 ・…………64,65,

渡辺/渡邊 …65,193

糸吊弓|  ………………65

日チ里 ………………63

不ロタ涸  …,…・…・…・65, 66,

和束 …………… 193

ろ

わゆ

152, 153

192

73, 193

193

193

『系図目録 I』 訂正

ペー ジ 項 目 訂正前 訂正後

(巻頭)参考 諸士系図所収名字一覧

P78

P79

3

5

6

14

オ

ワ

ヤ

17  コ

41(名 字 )

(姓名 )

萩尾

小室

亘理

谷見

安土

籠谷

舘

舘左助秀政

萩屋

小宅

日理

谷貝

安士

篭谷

館

館左助秀政
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