
題　簽 掲載家名 題　簽 掲載家名 題　簽 　　　　　　掲 載 家 名

 衆臣家譜一  門馬  衆臣家譜四十五  大和田・西内・新谷  衆臣家譜八十五  岡・堀池・高橋・小柳津・菅野・佐藤・坂井・天野

 衆臣家譜二  門馬  衆臣家譜四十六  早川・青田・愛澤・小幡・今村  衆臣家譜八十六  中井・尾崎・神戸・岩本・志賀・池田・目迫・近藤

 衆臣家譜三  門馬・幾世橋  衆臣家譜四十七  田原口（俵口）・鈴木  衆臣家譜八十七  渡邉・河村・郡（桑折）・深谷・伏見・岩舘・岩田・半井・里見

 衆臣家譜四  門馬・富沢・河村（川村）  衆臣家譜四十八  佐藤  衆臣家譜八十八  立谷・佐藤・渡部・桑折

 衆臣家譜五  木幡  衆臣家譜八十九  木幡・末永・四栗・持舘・根本・山田・馬場

 衆臣家譜六  木幡  衆臣家譜九十  佐藤・松本・星・齋藤・鈴木・鎌田

 衆臣家譜七  木幡  衆臣家譜五十  太田・中野・堀越・櫻井  衆臣家譜九十一  鎌田・渡邉・渡部・山田・小野田・蝦原・佐藤

 衆臣家譜八  木幡  衆臣家譜五十一  猪狩・佐藤・志賀・馬場・高橋

 衆臣家譜九  須江・木幡  衆臣家譜五十二  半杭・門馬・半野

 衆臣家譜十  青田・佐伯  衆臣家譜五十三  大越

 衆臣家譜十一  西  衆臣家譜五十四  熊上・阿部・鹽

 衆臣家譜十二  西内・西・大久（大悲山）  衆臣家譜五十五  山口・大槻・大井・多々部

 衆臣家譜十三  藤崎・原

 衆臣家譜十四  北・午來・般若・荒

 衆臣家譜十五  草野・増尾  衆臣家譜五十七  佐藤・鹿山・阿曽沼

 衆臣家譜十六  大井  衆臣家譜五十八  富澤・栗崎・服部・氏家

 衆臣家譜十七  水谷  衆臣家譜五十九  日下・谷・坂地・石川

 衆臣家譜十八  紺野  衆臣家譜六十  山岡・志賀

 衆臣家譜十九  村田  衆臣家譜六十一  髙野・馬場  衆臣家譜伊呂波目録  ―

 衆臣家譜二十  富田・海東・齋藤  衆臣家譜序目録  ―

 衆臣家譜二十一  岡田・大甕

 衆臣家譜二十二  岡田・立野  衆臣家譜六十三  稲垣・新妻・四倉・杉・佐藤・古市

 衆臣家譜二十三  松岡・馬場  衆臣家譜六十四  富田・武野・田井

 衆臣家譜二十四  堀内・大内  衆臣家譜六十五  田村・関・岩城

 衆臣家譜二十五  杉・泉田・武岡

 衆臣家譜二十六  大浦・遠藤

 衆臣家譜二十七  金澤・阿部  衆臣家譜六十七  池田・笠井・野坂

 衆臣家譜二十八  中里・嶋・黒木  衆臣家譜六十八  脇本・岸

 衆臣家譜二十九  佐藤

 衆臣家譜三十  岡和田・和田・羽根田

 衆臣家譜三十一  熊川・川勝・室原  衆臣家譜七十  守屋･河窪･杉浦･金井･一条･柴山

 衆臣家譜七十一  二宮・佐々木・新谷

 衆臣家譜七十二  福嶋・木村・京極・大友・小倉

 衆臣家譜三十三  井戸川・永井・末永  衆臣家譜七十三  伊東・富田・岡・清水

 衆臣家譜三十四  牛渡・小野田  衆臣家譜七十四  池田・中津・齋藤・佐々木

 衆臣家譜三十五  錦織・大内  衆臣家譜七十五  久米・岡崎・都甲

 衆臣家譜七十六  本山・伊東・金谷

 衆臣家譜七十七  久田・渡邉（渡部）・遠藤

 衆臣家譜三十七  猪苗代・佐藤  衆臣家譜七十八  岡部・飯島・小田切・志賀

 衆臣家譜三十八  吉田・岩井沢・嶋・村津・加藤  衆臣家譜七十九  軍司・鵇田・飯塚

 衆臣家譜三十九  遠藤・中嶋・藤田

 衆臣家譜四十一  石橋・吉田・四本松・岩角

 衆臣家譜四十二  荒・鈴木・三浦  衆臣家譜八十二  生駒・谷田部・藤岡・小嶋・結城

 衆臣家譜四十三  佐々木・星  衆臣家譜八十三  池田・中妻・般若・鳶・植松・山中

 衆臣家譜四十四  渡邉（渡部）・齋藤  衆臣家譜八十四  打它・渡邉（渡部）・佐藤

 門馬・木幡・原・北・草野・西・西内・紺野・富田・村田・髙野・大内・寺内・岡田・
 立野・嶋・馬場・井戸川・末永・齋藤・半杭・志賀・佐藤・猪苅・大和田・小野

 衆臣家譜八十
 草野・宇佐美（宇佐見）・高力・
 中田・鈴木・高玉・佐藤・衣山

 衆臣家譜附録四  江井・武澤・古内・石井・遠藤・今野（紺野）・伹野・高野・太田 衆臣家譜八十一
 小河・井口・田中・山本・渡邉・
 安土・高城・鈴木・佐藤

 柚木・須江・蒔田・小丸・苅屋戸・鈴木・武石・髙田・中目・矢馳（矢橋）・佐藤・伊達・
 富澤・酒井・荒川・相良・幕内・四栗・長澤・山野・渡邉（渡部）・二本松・四条・志賀・
 鹿股

 下浦・榛谷（半谷）・上野・熊・
 山田

巻
十
四

巻
七 衆臣家譜三十六

 森・日下石・神谷・大曲・佐藤・
 牛渡

巻
十
五

巻
八

 衆臣家譜四十

 衆臣家譜附録三
 手戸（手土）・今村・河村・
 佐々木

 衆臣家譜三十二

 衆臣家譜九十五

 田中・渋川・松井・喜多・阿部・小河・白土・遠藤・脇屋・伊東・松下・森江・佐久間・
 鴻野・完戸・高塚・奥山・佐久間・勝山・大村・小貫・大住・木村・永澤・勝又・佐々木・
 浦部・衣笠・富澤・金井・関・中嶋・津田・薗部・高川・中泉・神澤・堀田・松本・土井・
 岡安・新谷・河野

巻
十
一巻

四

巻
五

 衆臣家譜六十六
 松本・杉本・太田・石田・大野・
 湯澤・首藤

巻
十
三

巻
十
八

 衆臣家譜六十二
 石川・大越・首藤・岡田・泉
 花井（華井）

巻
十
二  衆臣家譜附録一

 茅原・猿嶋・薩間・筒戸・岡部・伏見・江井・荒川・大甕・渋佐・高平・原田・大原・
 酒井・草野・金澤・伊賀・深野・泉・髙倉・堀川・渡邉（渡部）・戸邉・馬場・佐藤・午來・
 新田・東条（東條）・石町・武石・小嶋田・伊達・標葉･永江（長江）・田信・五十嵐・
 松本・堤谷・小谷・松崎・壹崎・永野（長野）・ 新市・本市・岡田・北・大内・飯崎・木幡・
 瀧迫・吉田・門馬（文間）・岩井沢・泉田・大堀・鎌田・赤石澤・小野田・山田・牛渡・
 羽鳥・飯淵・今田・杉目・片寄・青田・豊田・佐伯・藤崎・水谷・嶋・佐々木・荻迫・志賀・
 井桁・紺野（今野）・鈴木・原・横田

 樋口・信田・富倉・村松・大石・相原・杉・阿和・尾濱・八幡・齋藤・岩城・荒・荻野・
 富澤・末永・横山・井戸川・坂田・濱田・谷地・須江・立野・中野・岡和田・和田・星・
 大曲・日下石・岡本・石川・菊池・遠藤・岩崎・野川・桑折（桒折）・糖田・川股・清信・
 桃内・大加谷・芹澤・根本・北原・谷河原・橲原・宮下・瀧谷・花木内・小山田・清水川・
 伊賀・福田・山下・薮内・牛河内・大槻平・井原・熊川・栃本・新山・夫澤・石井・礒邉・
 八田野・北野目・柏崎・藤田・今村・柴野・塚邉・小豆畑・數間・岩子・高城（高木）・
 常盤・假宿・氏家・牛越・関内・大原・黒木・本田・關根・福富・新谷・榛谷（半谷）・
 錦織・ 四本松・石橋・大浦・大友・中村・櫻井・蓬田・大和田・ 宇佐美・髙橋・四倉・
 大須賀・加藤・羽根田（羽田）・木部屋・佐山・曳地・白石・曽根田・三原・ 宮田・後藤・
 伊藤・半杭・半野・一色・ 尾池・山路・戸田・日下・清水・大井・ 竹内・太田・髙野・
 淺井・矢川・成澤・波田・土肥・井上・武野・田原口・多田・新妻・大越・富田・杉本・
 諸橋・笠井・田村・新井（荒井）・猪狩・楢葉・内池・米山・長尾・小林・四宮・益田・
 二平・影山・丸山・原田・池田・般若・岡崎・中嶋・大槻・神谷・三宅・牧・山口・新村・
 伹野・曽谷・徳田・鵜殿・京極・西・丹羽・増嶋・堀田・中林・田中・中安・伴・村岡・
大橋・久保田・ 飯野・坂本・水野・成田・鵜澤・神尾・内田・片岡・大谷・岡村

 衆臣家譜六十九
 鈴木・岩堀・渡邉（渡部）・佃・
 佐藤・白戸（白土）・瀬川

 衆臣家譜附録五

 衆臣家譜附録二

 衆臣家譜九十三
 古小高・新里・嶋・桑折・山崎・東海林・泉田・大坪・藤橋・石上・矢川・樋渡・郡山・
 末永・渡部・楢葉・花和（花輪）・齋藤・星・佐藤・土橋

巻
三

 衆臣家譜九十四
 添田・大平・長野・赤澤・道明内・成田・榛谷（半谷）・武内・橋本・菊池・小濱・前田・
 坂本・中津川・今村・小泉・櫻岡・秩父・愛澤・井出・鈴木・渡邉・高城・田原・村上・
 幸田・薊 衆臣家譜五十六

 氏家（氏江）・大友（大供）・
 宇佐美（宇佐見）

巻
六

巻
十
六

巻
九

巻
一

 衆臣家譜四十九
 苅屋・木崎・玉木（玉置）・小林・
 山田

巻
二

巻
十
七

 衆臣家譜九十二
 岡田・泉・寺内・泉田・江井・門馬・木幡・柚木・高野・新舘・青田・西山・渋佐・草野・
 伹野・金澤・岡本・伏見・紺野

巻
十

衆臣家譜掲載家名一覧（巻別）

『衆臣家譜』 原本
翻刻本

『衆臣家譜』 原本
翻刻本

『衆臣家譜』 原本
翻刻本


