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華岡鹿城末裔所蔵の「華岡門人録」について（3）

梶谷　光弘
島根県出雲市立斐川西中学校

播磨

 文化四卯年　揖西郡龍野正条 ○三輪敬節

 同六巳年　　明石松平左兵衛督藩 佐野元良

 同年　　　　室津 名村与三左衛門

 同号七午年　姫路置塩庄町村 滝川周平

 同号八未年　赤穂坂越浦 室井玄仙

 同年　　　　龍野大田村 広岡謙瑞

 同年　　　　加東郡木梨村 村上治郎八

 同号九申年　印南郡高畑村 横山隼之助

 同年　　　　赤穂郡尾崎村 ○松本　鼎

 同年　　　　姫路上宿村 神田主善

 同年　　　　 中井玄碩

 同年　　　　印南郡志方 木村璘庵

 同年　　　　加古郡年（手）末村 美田文策

 同十酉年　　加西郡芥田村 小牧玄亮

 同年　　　　神西郡新町駅 志水頼輔

 同年　　　　三木郡野瀬村 森　元寿

 同年　　　　姫路郷宿雅楽頭藩臣 神田少膳

 同年　　　　加東郡河高村 岡田寿伯

合 同十一戌年　赤穂藩 三木有門

同 同年　　　　赤穂藩 ○田淵文卿

 同年　　　　加古郡福富村 加古寿斎

 同年　　　　明石上大久保 ○永田太仲

 同年　　　　赤穂陸村 海老名礼治

 同十二亥年　姫路中呉服町 和田玄厚

合 同年　　　　加東郡樫村 井上顕碩

 同号十四丑年

神東郡仁豊（野カ）村 和辻敬蔵

 同年　　　　加東郡山国村 坂田早太

同 同年　　　　 村田俊平

 同年　　　　揖東郡東南村 園　弘達

 同年　　　　赤穂郡西有年村 西村玄順

合 文政元寅年　三木郡渡瀬村 ○石田孝節

 同号二卯年　龍野 勝原東琳

同 同年　　　　明石大蔵谷 ○薬師寺泰順

同 同年　　　　三木滑原町 岡村秀平

同 同年　　　　摂（揖カ）西郡養文（ママ）村

 ○松久泰治

同 同三辰年　　印南郡国包村 窪田敬寿

 同年　　　　三ケ月森芝次郎臣 井上待時

 同年　　　　赤穂家中 ○吉田太逸

 同年　　　　三木郡吉川馬場村 神崎元貞

 同四巳年　　小野一柳対馬守藩 萩野先介

合 同年　　　　姫路 ○村田冬蔵

同 同年　　　　加古郡野新村 厚見素平

同 同年　　　　赤穂 田淵文逸

同 同年　　　　高砂 梅谷左門

 同号五午年　 室井玄之

同 同年　　　　龍野 田寺潜庵

同 同年　　　　明石 正井掃部

同 同年　　　　加古郡二見浦 ○八木周祐

 同号六未年　龍野 松井順節

合 　　　　　　加東郡古瀬村 山田宗顕

同 同七申年　　明石西島村 ○長谷川玄淵

同 同号八酉年　同藩 藤田柳眠

同 同年　　　　赤穂郡野桑 小橋主膳

同 同号九戌年　明石北龍ケ岡 ○長谷川俊治

同 同年　　　　加古郡 藤田厚哉

同 文政九戌年　龍野藩 松井文節

同 同年　　　　赤穂尾崎 岡田隆平

 同号十二丑年

多賀（可）郡黒田村 ○大城東平

 天保元卯（ママ）年　明石 逸見諄造

 同二辰（ママ）年　揖西郡正条 三輪敬次

 同六申（ママ）（年）二月

加古郡荒井村 加藤万吉
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 同年　　　　大庭郡久世 杉山貫一

 同年　　　　津山藩 久原玄順

合 同号十二亥年　月田村 佐野隆蔵

同 同年　　　　津山 跡見仙龍

同 同号十三子年　福渡 石坂篤太

同 同年　　　　勝山藩 渡部三寿

同 文政元寅年　弓削宮地村 森　蔵太

合 同四巳年　英田郡福本村 山本　鼎

同 同六未年　大庭郡久世村 高原周平

 同七申年　英田郡上山村之内淵尾 高坂大造

 同年　　　　津山京町 植月斐造

 天保三辰年　勝山 渡辺三英

合 同十三寅（年）八月　西条（ママ）郡 水田敬道

同 弘化三年四月日（ママ）　津山二階町 久原宗哲

同 嘉永二酉年十一月五日　勝山 河野甫庵

同 同号四年亥六月十二日

吉野郡川上村 岩崎忠之助

同 同年十月念二日　真嶋郡美甘駅 横山廉造

同 同年十月十六日　津山藩 久原洪哉

同 同年同月日　久米南条郡種村 藤原柳恵

同 同年十一月九日　津山 方山修平

同 同号七年寅（ママ）五月念八日

西北条郡西一宮村 石原柏崖

同 安政三年四月八日　英田郡海田村 山田淳造

同 同号四年四月念五日

大庭郡上福田村 芳村杏斎

同 文久三年亥七月十三日　津山藩 井上元順

同 慶応二年寅二月三日　同藩 高畠立亭

備前

 寛政十一年　西大寺村 松崎良輔

 享和三亥年　岡山 久山自庵

 同年　　　　同 三好林庵

 　　　　　　香登本村 加門隆徳

 文化六巳年　上道郡中野村 矢以周蔵

 同年　　　　和気郡吉永北方村 赤石退蔵

 同号八未年　児島（郡）通生村 福井玄賀

 同号九申年　同郡大崎村 内田順道

合 同号十酉年　金川 中村玄瑞

 同号十一戌年　金川 難波立原

 同年　　　　揖東郡打越村 吉崎坦平

 同年　　　　完（宍）栗郡末黄村 渡辺寸堂

   寸俊ト改ム

 同年十月　明石金ケ崎村 佐藤正元

 同号十年亥三月　赤穂領有年駅 有年謙礼

合 天保十一庚子年二月　亀山 福山祐二

同 同年八月　　明石藩 逸見一東

同 同十二辛丑年九月

姫路印南郡志方村志方町 竹中尚奎

同 同十三壬寅年八月　加古郡西二見 八木周斎

同 同号十五年正月　加古郡安田村 梅谷順次

同 弘化三年四月六日　揖西郡正条 三輪丹治

 同年二月五日　神東郡御立村 中村杏平

同 同号四年正月念一日　赤穂藩 田淵弘太郎

同 同年五月二十三日　明石藩 宇野尚平

 嘉永元年四月十五日　揖東郡林田 大野祐平

同 同年申十月　加東郡木梨 村上宏太郎

同 同（号二）酉年十月二十日

姫路藩 本間厚斎

同 同号四亥年四月十一日　明石藩 藤田文郁

同 同号六丑年二月九日　龍野日山 勝原東斎

同 同年三月五日　綱干天満村 安積立達

同 同年九月二十七日　赤穂藩 田淵稚也

同 同号七寅年閏七月七日　姫路藩 岩崎玄真

同 安政二乙卯年二月五日　同藩 三木良元

同 同年同月晦日

印南□（欠）志方村 大内郁太郎

同 同年三月朔日　姫路坂元町 滝川道一

同 同年四月四日

揖東郡綱干奥ノ浜村 松原良作

同 同三（年）四月八日　龍野藩 斎藤元碩

同 同年四月十四日　赤穂塩屋 肥塚隆輔

同 同号五年十月四日　姫路藩 角田健次

合 文久三亥年十一月十七日

三ケ月藩 宮　芸圃

合 元治二年丑四月二十七日　龍野藩 満田省斎

同 慶応三年卯十月十四日　林田藩 長谷川巌

美作

 文化八未年　久米北条郡油木村 美土路元厚

 同十酉年　同郡打穴村 江角柳斎
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同 同号三年十月十六日

邑久（郡）飯井村 額田文哉

同 同号七年（ママ）六月念五日

邑久郡虫明村 上森坦芥

同 万延二年二月十一日

盤（磐）梨郡本村 木梨玄龍

同 文久三年亥三月二十一日　岡山藩 海野健碩

同 同年同月日　天城池田出羽臣 宮崎卯太郎

備中

 寛政五年　　浅口郡西小坂村 三木見立

 　　　　　　笠岡 原田祐司

 　　　　　　賀陽郡宮内 鳥羽幸民

 文化六巳年　浅口郡勇崎村 井出泰純

 同年　　　　岡田 三宅良逸

 同年　　　　窪屋郡三軒屋 守安畏卿

 同年　　　　浅口郡鴨方村 西山尚賢

 同年　　　　倉敷 山川随也

 同年　　　　川上郡成羽 伊藤良達

合 同号十四丑年　四十瀬村 内藤修斎

 文政四巳歳　窪屋郡倉敷 小河良策

 同号五午年　富田郡（村カ） 大蔵貞造

 同年　　　　小田郡矢掛道 中西団蔵

 同年　　　　新見関 若原方卿

合 同年　　　　倉敷 馬木謙介

 同号六未年　下道郡妹村 高戸伯厳

同 同年　　　　都宇郡新庄下村 栗原隆卿

 同号七申年　浅口郡玉島 福武将曹

 同号八酉年　小田郡東三成村 片山文栄

 同年　　　　松山本町 竹井元俊

 同年　　　　浅口郡鴨方村 柚木近淑

 同年　　　　足守 藤田為景

 同号九戌年　新見関 岡山道伯

 同年　　　　浅口郡連嶋 村上春庵

 同年　　　　通（都宇）郡妹尾村 岸田元敬

 同年　　　　浅口郡玉島 黒田玄節

 同年　　　　同郡舟尾村 浅野弥太郎

 同号十亥歳　窪屋郡早（四十カ）瀬村

 内藤修蔵

   改称潜龍

 同年　　　　浅口郡鴨方村 西山彊蔵

合 同十二亥年

板（坂カ）根郡（村カ） 戸田玄庵

同 同年　　　　岡山 横山純蔵

同 同号十三子歳　児島 竹原恭蔵

同 同年　　　　南方 広瀬玄水

合 同年　　　　盤（磐）梨郡下村 土肥俊治

同 同号十三丙子（年）十月二十六日

児島郡味野村 山本耕三郎

同 同号十四丑年　邑久郡尻海浦 阿部元良

同 同年　　　　日生 高瀬三宜

同 同十五寅年　下村 田淵杏庵

同 同年　　　　沖新田一番 藤原泰元

同 文政元寅年　岡山 福井元東

同 同年　　　　富岡 石原平也

同 同年　　　　児島（郡）小浦村 田原繻僊

同 同年　　　　邑久郡下阿知村 塩見修也

同 同号（三）辰年　上道郡大田原村 山田興庵

同 同年　　　　 淡河友古

同 同号四巳年　上道郡西大寺村 矢吹慶民

同 同号五午年　児島（郡）下村 高田愛二

 同年　　　　牛窓 東条岐庵

 同号六未年　邑久郡尻海浦 河野丈平

同 同号七申年　和気郡片上駅 万代常輔

 同年　　　　同郡神根木村 浦上深平

同 文政八酉年　児島郡玉村 藤岡順介

同 同年　　　　上道郡六番 多賀責輔

 天保二卯年　金川 難波敬哉

 同年　　　　和気郡三石村 大饗忠益

 同号四年　　津高郡九谷村 赤木顕助

   改十蔵

 同年　　　　同郡西辛川村 三宅弥太郎

 同号九年　同郡富原村 蜂谷道一

合 同号十一年子四月

盤（磐）梨郡坂根村 戸田玄証

同 同号十三年八月　岳山東中山町 赤井元節

同 嘉永二年酉四月　津高郡宇甘 赤木俊三

春 同年七月二十九日　天城 原　養順

合 同号三年庚戌五月十一日

上道郡沖新田一番 北村宗輔

 同号六年丑正月念八日　岡山藩 蜂谷俊哉

同 安政二年九月十八日　同藩 江木尚賢
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同 同号三亥年三月九日

後月郡揖江村 小田昌平

同 元治二年丑三月十一日

同郡木之子 馬越元昱

合 慶応二年十二月二日

上房郡津々村 荘　又玄

春 慶応元年五月晦日

窪屋郡山手宿村 渡辺量平

備後

 文政七午（ママ）年　蘆田郡福田村 野村文剛

 同号十酉（ママ）年

福山領安郡（ママ）道上村 横山音門

 同年　　　　尾道 伴川圭蔵

 同号十四丑（ママ）年　同所 小川専斎

 同号三辰年　尾道 山田文礼

 同年　　　　福山 谷本長察

 同八年　　　三上郡庄原 高橋厚叔

 天保七年　蘆田郡本山村 甲斐玄剛

 同年　　　　同郡木野山村 長谷川彦次

 同号十亥（年）三月　服部 小林玄岱

合 同十三寅（年）三月

新庄本郷村 神原四方司

同 嘉永七寅年三月十六日

品治郡近田村 信岡文碩

同 慶応三丁卯（年）五月十八日

三原家中 吉村金吾

同 同年同月二十三日　御調郡阪井原 伊藤柔策

安芸

 文化九申年　広嶋研屋町 平賀良斎

 同号十一戌年

佐伯郡能美嶋九十九村 加藤三省

 同号十二亥年　安芸郡倉橋島 松田隆澄

 同年　　　　広嶋竹屋町 石津与一

合 文政三辰年　安芸郡 堅田玄台

 同号六未年　加（賀）茂郡下野村 香川宗節

同 同号八酉年　安芸郡蒲苅島田戸浦 鎌田文台

同 同年　　　　山懸（ママ）郡岩戸村 日田道碩

同 同年　　　　広嶋 森　良庵

 同号九戌年　仁保島向灘 八島応輔

 同号十一子年　窪屋郡倉敷 小河貞蔵

 同年　　　　後月郡梶江村 小田新作

合 同年　　　　窪屋郡倉敷 河井謙蔵

 同年　　　　小田郡広浜村 渡辺純節

 　　　　　　川上郡高山市村 三宅謙蔵

合 同号十三寅年　浅口郡長尾村 小野周軒

 同号十五（ママ）辰年　八島 土屋長順

 同年　　　　川上郡成羽 伊藤元伯

 天保二卯年　新水 森下貞助

 同年　　　　後月郡江原村 片山良達

 同号三辰年　松山 福田良卿

 同年　　　　西方 石川正景

 同年　　　　窪屋郡山手三軒屋 守安孝平

   改昌平

合 同号八年　　川上郡成羽 渡辺養順

 同号九戌年　同所 丸橋養節

合 同号十己亥年九月　同所 高橋立碩

同 同号十一子年五月　玉島 藤野鉉伯

同 同号十二年十二月　浅口郡島尾村 西山孝哉

同 同号十三年三月

津（都）宇郡早嶋新田 金光敬斎

同 同号十五辰年八月　四十瀬 内藤謙叔

同 同年十月　後月郡梶江村 小田敬叔

同 弘化三年四月　小田郡大江村 宮原泰輔

同 同年十月　同郡走出村 山本初平

同 同号四丁未年六月　成羽藩 笹川周作

 嘉永元申年三月

浅口郡玉島新地町 森　謙仲

同 同年十一月　下道郡市場村 林　玄碩

春 同号二年四月　新見関但馬守臣 若原如山

合 同号五年子八月念九日

浅口郡西原村 守屋庸庵

同 同号七年寅八月十八日

阿知郡（ママ）倉敷前神町 和田健碩

同 安政（二）乙卯（年）三月十日

小田郡大戸村 大平栄作

同 同二年八月五日　小田郡走出村 山本拳仲

春 同号五年八月二十七日

浅口郡東二増村 岩井富士太郎

合 文久二戌年四月十一日

河賀（ママ）郡井尾村 山崎隆叔
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同 同号七年寅七月念三日

都濃郡富田村 四熊宗庵

同 安政二年乙卯四月朔日　徳山藩 増野松伯

春 同号四年三月念八日

大島郡久賀村 青木周哲

合 同年七月十七日　上ノ関平生 小河内良平

同 同年八月念三日

山口吉城（敷）郡黒川村 吉田宗民

同 万延二年二月八日

山口郡（ママ）吉城（敷） 小田仲甫

同 文久三年亥三月十一日

吉木（敷）郡小鯖村 ○清水玄順

長門

合 文化三寅年　長府 和田多沖

 同号六巳年　赤間関 樋口　鼎

 同号九申年　萩唐町 原田順省

 同号十四年丁丑　豊浦郡 若林玄剛

 文政元寅年　厚狭郡藤河内村 伊藤俊貞

 同号二卯年　岡枝毛利純七郎臣 黒河玄考

 同号四巳年　阿武郡徳佐村 天岸元随

 天保二年辛卯　美称（祢）郡秋吉 時沢文哉

 同号三年壬辰　豊浦郡神田 藤丘雄哉

合 弘化三年五月　厚狭郡船木 梅本謙明

同 同年閏五月　長府金屋町 田原養朔

同 嘉永七年寅四月五日

西豊浦（ママ）郡横野村 村田東作

同 安政三年十月十五日　豊浦郡清末 掛井林仙

春 同号四年十二月十九日　赤間関 田辺玄甫

合 同号五年三月七日

奥安（阿）武（ママ）郡江崎 阪井研哉

同 同年四月十七日　長府南ノ浜 安尾禎哉

同 同号六年三月二十日

厚狭郡本山苅屋敷 益富道琢

同 同年七月念五日　阿武郡徳佐村 片山泰庵

春 万延元（ママ）年申二月七日

厚狭郡船木才判棟原牧内 永富文哉

合 文久二年戌五月二十日　萩藩 吉浦順亮

同 同号三年亥三月十一日

前美根（ママ）郡赤村 宮原晋一

 同号十二丑歳　高田郡吉田駅 田中文礼

 同年　　　　広島堺町 ○三宅良範

 天保三辰年　高田郡吉田駅 田中東斎

合 嘉永元戊申（年）四月　佐伯郡 中元滝人

合 同号六年丑霜月念一日

佐伯郡能美島大原村 山野井元恵

同 同号七年寅八月二十日

豊田郡大□（嶋カ） 松本　達

同 同年九月十九日　佐伯郡大野村 池崎元修

同 安政四年十月三日　隠戸瀬戸呉浦 武藤周造

同 同号五年五月四日

加（賀）茂郡下野村 ○香川文雄

同 元治二年丑三月五日　大竹村 滝井元礼

周防

 文化六巳年　都濃郡下松 内山秀庵

 同十一戌年　湛野荘小郡 福田玄度

 同十二亥年　柳井沢（駅） 貞末　勇

 同十四丑年　玖珂郡由宇村 岡本元達

 同年　　　　同郡通津浦 田辺愿恭

 同年　　　　同郡由宇市 三戸左中

 同号十五寅年

徳山藩毛利大和守臣 増野松庵

 文政元寅年　岩国黒磯村 時藤元碩

 同号四巳年　大嶋郡平野村 青木泰淳

合 同号八酉年　岩国玖珂郡錦見村 岸　雲台

同 同年　　　　都濃郡徳山 神杉孝祐

同 同年　　　　日（口カ）湯野 八木養伯

同 同号（九）戌年　吉敷郡向山村 佐分利良哲

 同号十一子年　小野柏崎 岡村玄伯

 天保三辰年　岩国 岸　孝哉

 同号四巳年

長門之内下厚狭郡土生浦 佐々部文記

同 同号六年三月　玖珂郡 小野玄益

同 同年十一月　同郡由宇 土屋道碩

同 同号七年七月　岩国臣 桑田隆台

同 同年九月　　山口吉敷郡中村 田中修平

同 同十二年辛丑三月　熊毛郡大野村 岡村牧太

同 同十五年十二月　佐波郡宮市 上野良造

同 弘化三年十月　小郡秋穂村 藤村織江

同 嘉永二年酉四月　徳山上村 佐伯鼎蔵
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 同年　　　　有田郡箕嶋 成川玄信

 　　　　　伊東（都）郡橋本村 ○松岡梅樹

 同年　　　　伊都郡大野村 ○西山帰一

 同号四巳年　日高郡南部 ○久保修吉

 同年五月　　若山三浦氏臣 岡本主膳

合 　　　　　　田辺 松岡喜内

 同号五午年　有田郡栖原 垣内純篤

 同年　　　　伊都郡妙寺村 ○下村良泰

 同号六未年　日高郡藤井村 脇田秀卿

 同号七申年　伊藤（都）郡中道村 ○上田昌平

 同年　　　　田辺在朝来岩崎村 高垣慶隆

合 　　　　　　南部 森　見龍

 同年　　　　若山 朝山周助

 同号八酉年

有田郡宮原滝河原村 ○藤原氏橘

 同年　　　　熊野神楽村 滝川元瑞

 同年　　　　日方浦 平松昌言

 同号九戌年　熊野本宮 ○竹村一平

   改称隆平

 同年　　　　那賀郡麻生津 長束玄珪

 同号十亥歳　伊都（郡）学文路 大畑玄珉

 同年　　　　日高郡津井村 久保松左衛門

 同年　　　　日高郡印南原村 羽山大学

   後改称文策

 同号十一子年

伊東（都）郡橋本村 松岡梅軒

 同号十二丑年　那賀郡岩出組宮村 岩西元禎

 同年　　　　室郡熊野宇久井浦 宇佐川数馬

 同年　　　　南部 久保掃部

 同号十三寅年　尾鷲 榎本玄績

 同号（年カ）　名倉村 今城養賢

   山準事

 天保三辰年　田辺 目良量平

 同年　　　　尾鷲 榎本貞助

 同年　　　　若山三浦家臣 街　敬助

 同号四年　　熊野和深村 井沼太庵

 同号五年三月　南部 三浦観二

 同号八酉（年）八月　若山畑屋敷 久岡勝蔵

 同号九戌年六月二日　熊野本宮 竹村賛平

 同号十己亥年三月十七日

田辺本町 谷川敬造

紀伊

 安永九年　　伊都郡妙寺村 ○下村良庵

 天明四年　　上那賀（ママ）郡名手駅

 ○妹背米次郎

 寛政元年　　那賀郡粉川 ○楠　又一

 同号二年　　麻生津 ○湯浅養玄

   今改称奥田玄寿，住若府

 同号三年　　名手荘切畑 林　周蔵

 同年　　　　伊都郡待乳 ○毛利尚斎

 同号八年　　田辺 ○石田房吉

 　　　　　　同所 ○鈴木周慶

 　　　　　　東家 ○脇　文蔵

 同号十年　　学文路 ○大畑玄琳

 同号十一年　熊野三輪崎浦 松木養貞

 享和二年　　若山三浦臣 ○街　栄沢

 同号三年　　有田郡北湊 生駒尚敬

 文化元年　　日高郡南部 ○渋谷南強

 同年　　　　同所 鈴木玄朴

 　　　　　　伊都郡名倉 ○今城養賢

 　　　　　　日高郡南部 久保賢道

 　　　　　　熊野新宮 榎本類助

 　　　　　　名草郡鳥居浦小中 笠原元忠

 　　　　　　熊野本宮 ○和田志摩之助

 　　　　　　牟婁郡有馬 大石宗円

 文化五年　　熊野木本 喜多玄卓

 同号六年　　同北山組桃崎村 ○大森貞庵

 同号七年　　日高郡小松原 玉置養篤

 　　　　　　伊都郡天野村 杉本貞玄

 同号九年　　同郡友淵 ○門　太膳

 　　　　　　宝郡田辺富田 保富原道

 同号十二亥年　田辺 小川右門

 同年　　　　若山湊久保町 ○中島三順

 同号十三子年

 　　　　　　熊野流谷組神ノ上村 西村養碩

 同年　　　　同入鹿組平谷村 ○大威元資

 文政二卯年　同牟婁郡舟津 清川養慶

 同年　　　　同新宮船町 栗崎玄順

 同号三辰年　伊都郡妙寺 ○下村良策

 同年　　　　田辺片町 目良啓俊

 同年　　　　 成川玄之進

 同年　　　　若山安藤臣 ○藤田見益
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同 同年四月十四日　有田郡広村 嶋　良山

同 同号六年丑三月十五日　妙寺村 下村達造

同 同号七年寅四月二日　熊野新宮 宮本一圭

合 安政二年八月十六日　熊野太地浦 森　謙作

同 同号三年四月朔日

那賀郡安楽川上野村 奥　峻平

春 同号四年三月念九日

伊都郡麻生津村 土屋秀吉

同 同号五年戊午三月八日　熊野鵜殿 田代玄達

同 同年六月八日　同所和深浦 井沼紋亮

同 万延元年申九月六日　若山藩 井上修徳

合 同号二（ママ）年酉二月晦日

名（那）賀郡中島村 望月寛造

春 文久元年酉四月二十五日

荒川市場村 竹中文友

合 同年八月八日　那賀郡安楽川 ○奥　亮斎

春 文久二年戌二月二十五日

丁之町組下風村 藤岡敬哉

同 同号三年亥正月五日　若山藩 西田十朔

同 同年二月八日　日高郡印南原村 続田俊造

合 元治元年甲子七月十七日

那賀郡根来 豊田俊二

合 文久四年子正月二十九日

海士（部）郡日方浦 小野田泰造

春 元治元甲子（年）三月二十四日

那賀郡勢井田村 日下完石

合 同二年乙丑二月十六日

若山久賀町 井田恭安

春 慶応元年四月九日　日高郡比井浦 湯川玄碩

同 同年五月十六日　新宮 大石宗碩

春 元治二年九月二十一日

海士（部）郡日方浦 小野田秀実

合 慶応三年十月十三日　牟婁郡新宮 山口俊道

同 同年十一月十六日　新宮 和田俊哲

淡路

 文化八未年　三原郡七川浦 小川輖庵

 　　　　　　同郡福井村 加集官平

 同号九申年　志知川浦 小川元碩

 同号十二子（ママ）年

三原郡大久保村 　小松修平

 同年十一月　同所 小川周輔

 同十一年二月　若山三浦家臣 街　修斎

 同年十一月　若山北休賀町 木村健造

 同十二年丑二月

海士（部）郡内原村 稲葉良節

 同年同月　　妙寺村 下村良造

   甚平改称

合 同年十月　　粉川組上田井村 宮脇健造

同 同号十四年二月

牟婁郡奥熊野須賀浦 加藤謙二

同 同年九月　　室郡熊野本宮 玉置亮輔

 同年同月　　若山 伊藤宜平

同 弘化二年正月　田辺 清水晋之丞

同 同年三月　　牟婁郡高芝村 伊達　百

   改称俊庵

春 同年　　　　若山本町 藤田敬道

同 同年　　　　熊野 榎本衛守

 同年四月　　宮組和田村 辻本左近

合 同年十一月　 久保右内

 同号四年十月　田辺秋津 玉置八郎

 同号二年八月十日　若山 高城貞斎

 嘉永元申（年）四月

牟婁郡高芝村 伊達省吾

 同年七月　　伊都郡新在家 佐田文平

 同二年酉二月　牟婁郡松根村 前田冏輔

 同年同月　　日高郡切目 沢井孝太郎

 同年同月　　牟婁郡一屋 塩崎潮平

 同年三月　　新宮 宮本周道

 同年八月六日

若山湊柑（紺カ）屋町 馬淵安粛

春 同号三年戌正月十一日

伊都郡橋本町 松岡見吉

同 同年九月八日　若山 中谷修庵

同 同号四年亥八月十五日

那賀郡西坂本村 豊田俊平

同 同年九月念五日　日高郡藤井村 脇田岱蔵

同 同年十月念三日

口熊野牟婁郡古座浦 上野青海

同 同号五年子五月十一日

牟婁郡真砂村 松岡宗平

同 同年二月九日　湯浅村 松原雄蔵
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 同号四辛巳年　同所佐古町七丁目 林　俊龍

同 同年　　　　日和佐浦 遠藤雄策

同 同号五午年　勝浦郡田野々村 新明民徳

 同号六未年　名西郡井内 佐父理純平

 同年　　　　板野郡矢武村 井上虎源太

 同号七申年

勝浦郡板（坂カ）本村 山河省三

合 同年　　　　板野郡備前島村 平賀玄岱

同 同号八酉年　徳島 岡本貫道

同 　　　　　　同所 勝間尚助

 同年　　　　撫養四軒家町 森　令徳

 同号九戌年　勝浦郡坂本村 山河春瑞

 同号十亥年　徳島通町 岡　玄造

 同年　　　　勝浦郡福原村 山崎劉庵

 同十三寅年　徳島東新町 清水宗義

 同年　　　　名西郡高畑村 長江舜良

 天保三辰年　徳島新シ町 高瀬三折

 同年　　　　板野郡大代村 松尾恭安

 同年　　　　美馬郡黒石村 三川見良

 同号四年　　 三浦章介

 同年　　　　美馬郡半田 結城玄恵

 同年　　　　勝浦郡坂本村 山河文得

 同号六年六月　徳嶋助任町 香山英輔

 同号七年四月　同所 秦　春龍

 嘉永三年戌四月念七日

麻植郡学村 阿部常太郎

   良助改

合 同号四年亥四月二十一日

徳嶋御免許町 林　俊岱

同 同号五年子六月二十日

板野郡鍛冶屋浦 岸　栄立

同 同年十一月六日　名西郡東覚円村 若林春民

同 同号六年丑三月十五日

徳嶋古物町 浅野良亭

春 同年七月　　名西郡高原村 服部周徳

合 同年十一月五日

那賀郡仁宇谷延野村 田中良達

同 安政三年五月十日　徳嶋富田 尾沢隆伯

同 同年九月六日　板野郡矢武村 井上儀藤太

春 同号四年九月二十二日　養立岩村 西条左門

合 同年十一月朔日　阿波郡香美村 伊藤繁輔

合 同号十五寅年　須本 服部春達

 文政二卯年　三原郡地頭方村 沼田角蔵

   今改隆平

同 同号五午年　津名郡来馬村 青木他仁平

 同号六未年

三原村（郡）阿万西村 藤本民僡

同 同年　　　　津名郡都志本 小出　伝

同 同号八酉年　津名郡 砂川杏庵

 同号九戌年　三原郡市村 喜田仁資

 　　　　　　三原郡福永村 喜田賢蔵

 同号十三寅年　同郡志知川村 小川恒雄

合 天保十二年辛丑六月

同郡広田宮村 藤井快達

同 同号十四年卯閏九月　津名郡 内田章平

春 弘化二年十月 林　鉄蔵

   後改藤江来介

合 同号三年八月　鳥飼上村 大浜哲庵

 同年四月念一日　三原郡地頭方村 沼田存庵

 同号四年未六月　同郡鍛冶屋村 高岡純平

同 嘉永三年戌六月十三日　須本 服部文亭

春 同号六年丑二月　三原郡沼島浦 伊藤平庵

合 同年八月二十九日　津名郡机南村 砂川杏軒

同 文久二年戌四月七日

須本稲田九郎兵衛臣 山本尚璞

同 同年九月十六日　津名郡志筑浦 吉田秀徳

合 慶応三年十月十四日　津名郡室津 山口勇吉

阿波

 　　　　　　名西郡高原村 多田礼蔵

 文化五辰年　徳嶋富田大道 山本健造

 同号六巳年　板野郡宮嶋浦 藤田祥珉

 同号九申年　那賀郡中嶋 岸　俊碩

 同十一戌年　勝浦郡宮井村 清久斎二郎

 同十二年　　徳島 新　令篤

 同号十三子年　那賀郡 中井俊義

 同号十四丑年　郡里 美馬晋三

 同年　　　　阿波郡勝命村 多川一蔵

合 同年　　　　交野（ママ）郡 藤野多門

同 文政二卯年　岩脇村 西　岱介

同 同年　　　　名西郡高川原村 松原昌英

同 同年　　　　徳島出来嶋 坂東廉平
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同 同年　　　　三野郡岡市村 筒井精斎

同 同年　　　　丸亀領豊田村 横山　茂

 同号九戌年　寒川郡志度浦 三谷文輔

 同年　　　　小豆島内海上村 中桐文平

 同号十一子歳　丸亀藩 三田随雄

 天保三辰年　豊田郡上田村 安藤順二

 同号六年十一月　大内郡引田村 藤岡洞斎

 同号九戌年　多度郡善通寺 吉川　伝

 同十年亥二月　小豆島内之海 江田貞朔

合 同十一年子八月　高松仏生山 司馬良平

同 同年十一月　多度津鴨村 塩山左門

合 同十三年八月　鵜足郡岡田 楠原良助

同 同十四年四月　山田郡前田村 前田三衛

 弘化二（年）六月朔日

香川郡御厩村 那須為助

   今改太田義斎

同 同号四年丁未九月

丸亀善通寺内 寺主豊太郎

同 同号五年申二月　鵜足郡真時村 河野才二郎

同 嘉永六丑年五月二十九日

三野郡託間村 富山謙良

春 同号七年寅五月念八日

高松本古馬場町 渡辺下庵

合 安政二年乙卯五月二十五日

高松藩 香川謙斎

同 嘉永四亥年六月二十一日

多度郡中村 亀野定一

同 安政五年正月十七日

鵜足郡真時村 河野寿仙

同 同号七年閏三月五日

高松領山田郡新田村 飯間謙蔵

同 文久元年酉九月十二日　丸亀藩 三田元沢

春 同号二年戌十一月十四日

高松田町 杉原養立

合 同号三年亥六月八日

阿野郡阪出浦 ○児島専祐

同 慶応三年十一月七日　多度津藩 坂本良仙

春 万延元（ママ）年申二月二十三日

麻植郡瀬詰村 富本幸平

同 同年八月九日

板野郡撫養小幸鳥（ママ）村 天羽一学

同 文久二年戌二月三日

麻植郡三島村 水野雲平

讃岐

 文化七午年　寒川郡 岡田亮朔

 同号八未年　高松 木村直蔵

 同年　　　　高松藩 六車謙山

 同年　　　　寒川郡志度 半田周庵

 同年　　　　金毘羅七ケ村 三井文友

 同年　　　　香川郡円座村 品治忠軒

 同号九申年　丸亀藩 三田玄升

合 同年　　　　上木（ママ）郡 真部三駠

 同号十酉年　多度郡山階村 亀山文泰

 同年　　　　小豆嶋肥土山 佐伯泰朝

 同年　　　　高松藩 杉原道斎

 同年　　　　同所田町 堀　右膳

 同年　　　　三本松 堤　有隣

 同号十一戌年　丸亀領櫛梨村 前川同助

 同年　　　　鵜足郡西二村 大組良増

 同年　　　　高松領阿野郡南陶村 平井綾生

 同号十二亥年

大日（内）郡引田村 島田修造

合 同年　　　　高松 岡内来蔵

同 同号十三子年　同所 神保貫通

合 同年　　　　高松 阿部主計

 同年　　　　豊田郡観音寺村 三野立軒

同 同号十四丑年　香川郡御厩村 那須政輔

同 文政二卯年　高松 河田敬斎

同 同年　　　　大内郡引田浦 工藤周平

 同号四巳年　河原村 近藤玄朔

合 同号七申年　高松領山田郡前田村 前田玄禎

同 同号八酉年　丸亀 松田順二

同 同年　　　　同所 山 誹一


