
凡例

※本目録は､ 対馬府中 (厳原) 藩の数次にわたる対馬島内古文書調査 (｢判物改｣) によって作成

された古文書写本である ｢宗家判物写｣ のうち､ 長崎県立対馬歴史民俗資料館 ｢宗家文庫史料｣

中に所在するものについて､ 所載文書を編年順に整理したものである｡ ただし､ 紙幅の都合上､

掲載は長享２ (1488) 年まで (全8353件中1126件) にとどめた｡ 掲載を見合わせたデータにつ

いても､ いずれ何らかのかたちで公表するよう努めたい｡

※各項目の内容は以下の通りである｡

年月日 月の異名などは適宜改めた｡

文書名 発給者と様式によって文書名を付した｡ 島主家以外の宗氏や改名などについては ( )

によって示した｡

差 出 原則として史料の記述通りとした｡ ただし､ 人名＋｢御判｣ (例 ｢貞国御判｣) や人名

＋花押影の場合は､ 人名のみとし､ ｢御判｣・花押影を省略した｡ 花押影のみで､ 花押

形から推定できる場合は ｢(人名＋花押)｣ とし､ 推定できない場合は ｢(花押)｣ のみ

とした｡

宛 所 原則として史料の記述通りとした｡

番 『宗家文庫史料目録 (記録類Ⅱ)』 ｢御判物 Ａ 御判物｣ の史料番号｡

丁 原表紙を第１丁として数えた｡ ただし､ 下１桁は､ 丁の表裏を､ 表は 0､ 裏は 1､ 袋

綴の中に文書が挟み込まれている場合等を順次 2・3…として示した｡

例 第15丁表 150

第15丁裏 151

第15丁に挟み込まれた文書 152

※各項目の記述について､ 推定による場合は ( )､ 校訂による場合は [ ] によって示した｡

※排列は原則編年順とした｡ ただし､ 年未詳文書のうち､ 発給者が明らかで､ 発給文書が他にも

ある場合は､ 最も新しい文書の年の末尾に､ 発給文書が他にない場合は､ 発給者の没年の末尾

にまとめて排列した｡

※本目録は､ 科学研究費補助金 (萌芽研究) による研究 ｢｢宗家判物写｣ を素材とする古文書写

本高次利用のための歴史情報論的研究｣ (2005～2007年度､ 研究代表者渡邉正男､ 課題番号

17650070) の研究成果の一部である｡ データ入力は､ 渡邉の指示に基づいて研究協力者村上弘

子が行い､ さらに渡邉が校正・整理を行った｡ 史料の調査および目録の掲載を御許可いただい

た長崎県立対馬歴史民俗資料館に謝意を表したい｡
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
永暦２年５月13日 某袖判判物 ｢御判不知｣ むまの四郎 18 131
永暦２年５月13日 某袖判判物 ｢御判不知｣ むまの四郎 93 421
建暦２年12月日 留守所下文 目代右衛門少尉藤原

朝臣
在庁等 13 790

建長４年12月25日 対馬国宣 沙弥 対馬御目代右馬允 13 791
弘安９年２月12日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 宗馬太郎入道 13 190
正応５年５月25日 少弐盛経書状 盛経 宗馬大夫入道 13 191
正応５年11月22日 少弐盛経判物 盛経 宗馬太郎入道 13 200
永仁４年６月13日 少弐盛経判物 盛経 少弐 13 201
永仁４年８月27日 目代源長久判物 目代左衛門尉源長久 (宛所無) 13 210
永仁５年８月19日 少弐盛経判物 成経 [盛経カ] 宗馬弥次郎 61 3771
永仁６年８月18日 惟宗盛国寄進状 地頭惟宗盛国 (宛所無) 58 460
正安２年７月９日 某袖判判物 (花押) 地頭御代官惟宗 54 500
乾元２年９月21日 ふちわらさいめうあひ

るの千代判物
ふちわらさいめうあ
ひるの千代

藤原さ衛門入道 106 791

徳治３年３月８日 としいゑ入道判物 としいゑ (宛所無) 54 520
正和３年７月５日 宗盛国判物 も里りくに すものたゆ 13 30
文保２年５月４日 宗盛国判物 も里りくに そうミや志の御房 13 31
文保２年12月11日 宗盛国判物 もりくに 又二郎さへもん 52 391
元応１年11月29日 貞頼判物 貞頼 ｢此字よめず｣ 西郷入道・八田六郎 26 100
元応１年11月29日 貞頼判物 (花押､ 貞頼カ) 西郷入道・八田六郎 61 3190
元亨２年９月17日 少弐貞経判物 貞経 対馬嶋地頭代 13 211
元亨４年５月６日 経村判物 経村 刑部 61 3610
正中２年５月13日 宗宗慶 (経茂) 判物 (宗慶花押) ｢御名乗

無之｣
三郎兵衛 57 440

正中３年５月２日 ためとき判物 ためとき ｢宛所無之｣ 54 510
嘉暦２年５月９日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい ｢御判右同前｣ そうミや志の御房 13 80
嘉暦２年８月10日 経村書状 経村 宗馬弥次郎入道 61 3780
嘉暦２年８月22日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 介知兵衛太郎丞カ 13 860
嘉暦２年８月22日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 介知兵部太郎丞 61 3570
嘉暦２年11月27日 沙弥判物 沙弘 [沙弥カ] 大せう 61 3730
嘉暦２年12月28日 妙恵 (少弐貞経) 判物 妙ゑ 宗馬弥二郎入道 26 30
嘉暦３年１月10日 祐田判物 祐田 大山津田次郎 61 3200
嘉暦３年12月８日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい (宛所無) 13 41
嘉暦３年12月28日 妙恵 (少弐貞経) 判物 妙恵 宗馬弥次郎入道 61 3201
嘉暦４年３月６日 某袖判判物 ｢御判｣ さいくわうか所 25 201
嘉暦４年３月23日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい ｢御判右同前｣ そうミや志の御房 13 50
嘉暦４年□月４日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい ｢御半右同｣ きせいハう 13 60
元徳２年７月23日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい 又二郎さへもんの尉 91 30
元徳３年３月23日 妙恵 (少弐貞経) 判物 妙恵 ｢判貞経同前｣ 能登太郎 13 220
元徳３年４月７日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 末安法橋御房 61 3740
元徳４年４月９日 妙恵 (少弐貞経) 判物 妙恵 宗馬入道 13 221
元徳４年５月15日 宗宗慶 (経茂) 袖判重

貞判物
(宗慶花押)・重貞 ｢当テ所無シ｣ 57 450

元徳４年８月23日 宗宗慶 (経茂) 袖判某
奉書

｢そうけい御判｣・次
郎兵衛尉

沙汰人中 25 181

元徳４年９月８日 経紀判物 経紀 (宛所無) 61 3641
正慶２年４月16日 宗宗慶 (経茂) 袖判重

貞判物
(宗慶花押)・重貞 山上うね女亮 57 30

元弘３年８月16日 宗妙意 (盛国) 判物 沙弥 ｢御半右同前｣ 志ま中さいちやう并かう於
津人

13 81

建武１年10月27日 宗宗慶 (経茂) 判物 ｢そうけい様御判同
前､ 御名乗無之､｣

宮司所 25 190

建武２年７月16日 宗妙意 (盛国) 判物 めう意 ｢御判右同｣ (宛所無) 13 100
建武３年５月12日 末安永真判物 御代 ｢判右同前 (永

真)｣
志ま中さた人中 13 251
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
建武３年10月21日 宗妙意 (盛国) 袖判判

物
めうい ｢御判右同｣ かうつこほりのてらちのさ

く人等の中
13 101

建武４年７月２日 宗頼宣書状 頼宣 宗右馬入道 21 381
建武４年７月８日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい ｢御判右同｣ さこんの二らう・そう二郎 13 111
建武４年８月５日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい さこの守 91 31
建武５年３月日 少弐頼尚証判中原助豊

軍忠状
中原助豊・｢大宰少
弐御判頼尚同前｣

御奉行所 36 360

建武５年７月８日 宗妙意 (盛国) 袖判判
物

(妙意花押) 志けくにのこけ 13 120

暦応２年３月26日 少弐頼尚判物 頼尚 宗馬入道 20 200
暦応２年８月17日 末安永真判物 御代 そうミや志の御房 13 260
暦応２年８月23日 宗宗慶 (経茂) 袖判判

物
そうけい (花押) (宛所無) 58 250

暦応２年８月23日 宗宗慶 (経茂) 袖判判
物

｢そうけい御判｣ ｢名不読候｣ 25 191

暦応２年12月７日 祐信判物 祐信 わたつミのをとこせ 58 410
暦応３年10月４日 隆心判物 隆心 山上采女 57 40
暦応４年11月16日 次家判物 次家 山上三郎 57 50
康永２年１月23日 宗宗慶 (経茂) 袖判判

物
宗慶 (花押) 山上神三郎 57 60

康永２年５月２日 末安永真書状 法橋永奚 [永真] 惣宮司御房 13 271
康永３年４月17日 末安永真書状 惣御代永奚 [永真] ｢宛所無之｣ 13 280
康永３年７月18日 茂友判物 茂友 ｢宛所無之｣ 84 541
康永３年７月20日 少弐頼尚判物 頼尚 宗右馬入道 13 800
康永３年７月４[20カ]日 少弐頼尚判物 頼尚 宗右馬入道 61 2280
(年未詳) ２月11日 末安永真書状 永奚 [永真] そつ 13 270
(年未詳) ６月５日 末安永真書状 御代 ｢判永奚 [永真]

同前｣
そつ 13 250

貞徳(ママ)５年11月３日 末安永真判物 御代 (宛所無) 61 3650
康永４年２月１日 妙恵 (少弐貞経)・顕

景連署判物
妙恵 ｢此字よめず｣･
顕景 ｢此字よめず｣

大山宮内 26 110

康応[康永]４年２月１日 妙恵 (少弐貞経)・顕
景連署判物

妙恵・顕景 大山宮内允 61 3211

貞和１年２月初日 平馬之太郎家清由緒書 平馬之太郎家清 (宛所無) 55 551
康永４年８月24日 輔茂・顕景連署判物 輔茂 ｢此字よめず｣･

顕景 ｢此字よめず｣
大山宮内允 26 111

康応[康永]４年８月24日 妙恵 (少弐貞経)・顕
景連署判物

妙恵・顕景 大山宮内允 61 3220

康永４年９月６日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 ｢御半右同｣ 惣宮師律 (ママ) 13 121
康永４年９月10日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 ｢御半右同｣ 未安法橋御房 13 130
貞和２年２月 盛□判物 盛□ 齋藤 61 2800
貞和２年８月３日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 ｢御判右同｣ けちの六郎ひやうへ 13 131
貞和２年８月３日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 介知六郎兵衛尉 13 860
貞和２年８月３日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 介知六郎兵衛尉 61 3760
貞治[貞和カ]２年８月３
日

宗妙意 (盛国) 判物 妙意 けち乃六郎兵衛 61 3850

貞和２年８月13日 宗妙意 (盛国) 書状 妙意 宗香 61 3791
貞和４年２月29日 宗妙意 (盛国) 書状 妙意 ｢御半右同｣ 宗香御房 13 161
貞和４年２月29日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 ｢御半右同｣ (宛所無) 13 151
貞和４年10月８日 宗妙意 (盛国) 袖判判

物
(妙意花押) ミねのくんし・いなのくん

し・さこのくんし・志たら
のけこし

13 170

元平[正平カ]３年10月26
日

沙弥判物 沙弥 大浦法橋房・介知兵衛太郎 61 3670

貞和４年10月28日 某判物 ｢原本曰､ 御名乗無
之､｣

(宛所無) 95 561

貞和４年10月28日 某判物 ｢御名乗無之｣ ｢名不読｣ 15 271
貞和４年12月18日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい ｢御判右同｣ ミやしに時 (ママ) 13 171
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
(年未詳) ６月５日 宗妙意 (盛国) 書状 妙意 四郎兵衛 61 3831
(年未詳) ６月28日 宗妙意 (盛国) 判物 妙意 ｢御半右同｣ そうミや志の御房 13 70
(年未詳) ７月16日 宗妙意 (盛国) 袖判判

物
(妙意花押) (宛所無) 13 61

(年未詳) ９月２日 宗妙意 (盛国) 判物 めうい さこの二郎さへもん入道 91 41
貞和５年２月27日 中村宗香書状 崇 ｢宗｣ 香 ｢あて所字不見｣ 16 30
貞和５年２月27日 中村宗香書状 宗香 ｢原本曰､ あて所字不見､｣ 94 290
貞和５年閏６月20日 宗澄茂加冠并一字書出 澄茂 宗三郎 59 2910
観応２年10月19日 中村宗香書状 宗香 兵部法橋御房 13 300
観応２年12月１日 愉俊判物 愉俊 渡海宮師房 25 240
観応３年６月10日 某判物 うらかり すもの所心 109 191
観応３年８月30日 宗経茂判物 経茂 大掾介知六郎兵衛 61 3680
正平９年８月７日 中村宗香判物 宗香 ｢宛処無之｣ 13 291
正平10年５月２日 宗経茂判物 経茂 大せう 61 3640
正平12年２月13日 本乗判物 本乗 けち乃大せう 61 3750
延文５年９月６日 宗経茂判物 経茂 十郎兵衛 16 421
延文５年９月６日 宗経茂判物 経茂 十郎兵衛 94 970
(年未詳) ８月13日 宗経茂判物 経茂 (宛所無) 13 480
康安１年10月８日 中村宗香書状 宗香 さこの四郎ゑもん入道 13 321
康安１年12月13日 本通 (少弐頼尚) 判物 本通 宗刑部入道 13 231
康安２年４月11日 中村宗香判物 ｢判 (宗香) 同前｣ こほりこほりのうへのつか

いさた人々の中
13 360

康安２年４月11日 中村宗香判物 宗香 惣宮司御房 13 330
康安２年４月11日 中村宗香判物 宗香 惣宮司御房 13 361
康安２年４月11日 本通 (少弐頼尚) 判物 本通 須毛三位御房 13 240
康安２年４月20日 中村宗香判物 ｢判宗香同前｣ にのこほりのさた人ならひ

にさをのひやくさうのなか
13 380

康安２年８月19日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 大せう 13 861
康安２年８月19日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 大せう 61 3720
康安２年８月27日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 惣宮司代 13 491
康安２年10月16日 某判物 (花押) (宛所無) 54 870
(年未詳) 10月11日 本通 (少弐頼尚) 判物 本通 須母藤次 13 230
貞治２年８月17日 慶阿書状 慶阿 宗公 61 3631
貞治２年11月14日 宗宗慶 (経茂) 書状 宗慶 日吉右馬三郎 61 3620
貞治３年２月21日 某判物 ｢所々｣ とうひやく入道 61 3690
正平19年３月14日 俊貞判物 俊貞 (宛所無) 59 4380
貞治３年11月12日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 中村 61 3790
貞治４年７月30日 宗宗慶 (経茂) 袖判判

物
(宗慶花押) さこのくんし・同ちやうつ

かい
61 3651

貞治４年９月３日 某袖判判物 ｢御判不知｣ 又次郎 21 390
貞治４年11月13日 宗宗慶 (経茂) 袖判判

物
(宗慶花押) うゑのつかいよさう・みね

のさた人等中
61 3661

貞治４年11月19日 某袖判判物 ｢御袖判右同｣ さこのくんし・同ちやうつ
かい

13 510

貞治４年11月19日 某袖判判物 (花押) ミねのくんし・ちやうつか
い・さかのくんし

13 500

貞治５年３月４日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 安治 61 3630
貞治５年10月11日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 大山宮内さへもん尉 61 3450
貞治６年２月23日 某袖判判物 ｢御袖判右同｣ さすのくんし・あれのくん

し・くねのくんし・さこの
くんし・同ちゃうつかい

13 511

貞治６年５月３日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 おとあい女所 102 260
貞治６年５月３日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 千代くまめ所 102 261
貞治６年12月６日 中村宗香判物 そうかう わたつミの宮司所 25 210
貞治６年12月６日 中村宗香判物 宗香 わたつミの宮司所 58 260
貞治７年２月７日 宗玄・国世連署判物 宗玄・国世 (宛所無) 54 1221
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応安１年８月12日 某書状 (差出無) けちのとのはら・さいちや

う御ふん・ひやくさうの中・
すものさいちやう・御ふく
ちやくさう・かうのとのは
ら・御ふくちやくさうの中

13 521

正平24年７月５日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 大山宮内さへもん 61 3191
正平24年７月５日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 ｢此字よめず｣ 大山宮内左衛門 26 91
応安２年10月５日 成重・尚廉連署書状 成重・尚廉 介知大極 [大掾] 61 3601
(年未詳) ３月20日 宗宗慶 (経茂) 書状 宗慶 大せう 61 3671
(年未詳) ６月23日 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 さしきの五郎ひやうへ・に

うちこ七郎
13 540

(年月日未詳) 宗宗慶 (経茂) 判物 宗慶 ｢御判右同｣ 大拯 13 540
建徳１年11月22日 もといへ判物 もといへ 山上いつも 57 70
建徳 (２年) 閏３月５日 中村宗香判物 宗香 惣宮司御房 13 391
文中 (年間) ８月19日 中村宗香書状 宗香 そうみやしの御房 13 400
文中 (年間) 12月27日 宗澄茂判物 澄茂 すもの惣宮司御房 13 531
(年未詳) ２月１日 中村宗香書状 宗香 すものそつ 13 301
(年未詳) ８月13日 中村宗香書状 宗香 ミやしの御房 13 381
(年未詳) 12月11日 中村宗香判物 ｢判宗香同前｣ いなのこほりのさた人々の

中
13 340

(年未詳) 12月11日 中村宗香判物 ｢判宗香同前｣ さこのこほりのさた人々の
中

13 341

(年未詳) 12月11日 中村宗香判物 宗香 さつのこほりのさた人々の
中

13 320

(年未詳) 12月11日 中村宗香判物 ｢判右 (宗香) 同前｣ つゝのこほりのさた人々の
中

13 350

(年未詳) 12月11日 中村宗香判物 ｢判右 (宗香) 同前｣ みねのこほりのさた人々の
中

13 351

[文中] ４年７月25日 證茂判物 證茂 にたのさゑもん太郎 16 121
文中４年７月25日 證茂判物 證茂 にたのさゑもん太郎 94 281
永和２年10月16日 宗澄茂判物 澄茂 ｢此字よめず｣ 大山さへもん五郎 26 101
永和２年10月16日 宗澄茂判物 澄茂 大山左衛門五郎 61 3221
永和２年12月５日 某袖判判物 ｢御判不知｣ あしミのひこ太郎 93 430
永和３年８月23日 宗澄茂判物 澄茂 あふミさへもん二郎 20 220
永和４年８月５日 某判物 ｢御判不知｣ むまの四二郎 18 130
永和４年８月25日 某判物 ｢原本曰､ 御判不知､｣ むまの四二郎 93 431
永和４年９月16日 宗澄茂判物 (澄茂花押) つなの源次 59 4390
永和 (年間) ４月10日 宗澄茂判物 澄茂 主計允・善三郎左衛門入道 61 3731
康暦１年８月１日 宗澄茂袖判判物 (澄茂花押) つなの源次 59 4400
康暦１年12月19日 宗澄茂袖判判物 ｢澄茂袖判｣ 八かいのしほやのかましの

中
13 801

永暦３[康暦１カ]年12月
19日

宗澄茂袖判判物 (澄茂花押) 八かいのしほやのかましの
中

61 2281

永徳２年10月13日 宗澄茂判物 澄茂 (宛所無) 59 440
康応１年９月17日 宗澄茂判物 澄茂 大山さ衛門五郎 26 130
康応１年９月27日 宗澄茂判物 澄茂 大山左衛門五郎 61 3210
明徳２年11月15日 宗貞茂判物？ 貞茂 津江三郎左衛門尉 ８ 41
明徳３年10月20日 宗澄茂判物 澄茂 宗鬼房 34 210
明徳３年10月20日 宗澄茂判物 澄茂 宗有馬鬼房 34 211
明徳３年12月23日 宗頼茂判物 頼茂 右馬五郎・彦八両人中 36 700
明徳４年５月13日 宗澄茂判物 ｢原本曰､ 名乗無之､

御判不知､｣
さすなのさんおうのいち 92 721

明徳４年５月13日 宗澄茂判物 ｢名乗無之､ 御判不
知､｣

さすなのさんわうのいち 17 350

明徳４年５月13日 宗澄茂判物 (澄茂花押) さすなのさんわうのよいち 54 130
明徳４年６月７日 宗茂親判物 茂親 宮師ふつけうの御□ [房] 10 30
明徳４年６月７日 宗茂親判物 茂親 宮師ふつけうの御房 109 20
明徳４年８月15日 宗茂親判物 茂親 こくふの彦七 59 1620
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
明徳４年12月29日 宗茂親判物 茂親 りうまつ 61 1140
(年未詳) 11月７日 宗澄茂書状 澄茂 大山のさへもん五郎 61 3230
(年未詳) 11月７日 宗澄茂判物 澄茂 ｢此字よめず｣ 大山のさへもん五郎 26 121
(年未詳) 11月７日 宗澄茂判物 澄茂 ｢此字よめず｣ 大山左衛門五郎 26 120
(年未詳) 11月７日 宗澄茂判物 澄茂 大山左衛門五郎 61 3231
明徳５年２月16日 宗茂親判物 茂親 (宛所無) 13 241
[応永２年１月５日] 某判物 (後欠) (欠) [｢名乗判無之

候｣]
(欠) 30 40

応永２年２月９日 宗貞盛判物 貞国 (貞盛花押) 中尾四郎兵衛 61 671
応永２年８月12日 宗茂親判物 茂親 八郎さへもん 59 2220
応永２年12月30日 宗頼茂加冠・仮名并一

字書出
頼茂 ｢宛所無之｣ 36 680

応永３年10月４日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや五郎 16 180
応永３年10月４日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや五郎 94 581
応永３年11月30日 宗貞盛判物 惟宗貞盛 津江兵衛四郎 ８ 50
応永３年12月24日 宗貞盛判物 貞盛 ｢原本宛所ナシ｣ 93 370
応永４年２月日 貞満判物 貞満 (宛所無) 61 10
応永４年４月９日 宗茂親判物 茂親 ミ木 ｢原本曰､ 当所よめす､｣ 94 590
応永４年４月９日 宗茂親判物 茂親 ミ木 ｢当所よめす｣ 16 181
応永４年９月10日 貞国判物 (前欠) ？ 貞国 ゑもん三郎・とう二郎 27 30
応永５年４月27日 宗頼茂判物 頼茂 宗孫二郎 34 220
応永５年12月30日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) ゑもん四郎 61 2541
応永５年12月30日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) 高尾ゑもん四郎 61 2491
応永６年１月11日 宗貞茂判物 貞茂 宗六郎 19 170
応永６年２月12日 宗貞茂判物 貞茂 石房 59 4410
応永６年３月５日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂御袖判｣ 大党備前守 106 710
応永６年３月５日 宗貞茂判物 貞茂 介知三吉 [郎]兵衛允 61 3830
応永６年３月５日 宗貞茂判物 貞茂 介知三郎兵衛允 13 871
応永６年４月29日 宗貞茂判物 貞茂 宗六 16 31
応永６年４月29日 宗貞茂判物 貞茂 宗六 94 190
応永６年５月３日 宗貞茂判物 貞茂 宗九郎 51 220
応永６年６月15日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂様御袖判｣ かちさ衛門四郎 30 150
応永６年７月25日 宗貞茂袖判判物 ｢御判貞茂様｣ とう四郎入道 21 280
応永６年８月22日 某袖判宗 (仁位) 茂信

判物
(花押)・茂信 渡海宮司 58 270

応永６年11月25日 宗 (仁位) 茂信加冠并
一字書出

茂信 山上新八郎 57 80

応永６年11月25日 宗 (仁位) 茂信判物 茂信 綱弥次郎 23 301
応永６年11月25日 宗 (仁位) 茂信判物 茂信 綱弥次郎 59 890
応永６年12月26日 宗貞茂判物 貞茂 平山徳兵衛入道 59 4420
応永６年12月27日 宗 (仁位) 茂信判物 茂信 烏八郎左衛門入道 59 2030
応永７年１月11日 宗貞茂判物 貞茂 宗六 16 41
応永７年１月11日 宗貞茂判物 貞茂 宗六 94 210
応永７年３月11日 宗澄国判物 宗澄国 嶋山次郎 101 470
応永７年３月22日 宗澄国判物 宗右馬澄国 嶋山次郎 101 471
応永７年６月３日 宗澄国判物 澄国 嶋山次郎 101 480
応永７年６月29日 宗澄国判物 宗澄国 嶋山次郎 101 481
応永７年８月28日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂様御判｣ 牛王丸所 16 670
応永７年８月28日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂様御判｣ 牛王丸所 94 1210
応永８年２月７日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃彦六 59 3750
応永８年６月５日 宗貞盛判物 貞盛 い藤せんほう 55 40
応永８年11月15日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃彦六 31 81
応永８年11月15日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃彦六 59 4020
応永８年12月13日 宗貞茂判物 貞茂 大山宮内左衛門尉 26 41
応永８年12月13日 宗貞茂判物 貞茂 大山宮内左衛門尉 61 3240
応永８年12月13日 宗霊鑑判物 霊監 [霊鑑] 大山小田宮内左衛門尉 61 3241
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応永９年４月21日 宗貞茂判物 貞茂 大山□□ [小田] 宮内左衛

門尉
26 40

応永９年４月21日 宗貞茂判物 貞茂 大山小田宮内左衛門尉 61 3250
応永９年６月25日 宗貞茂判物 貞茂 宗兵部丞 16 40
応永９年６月25日 宗貞茂判物 貞茂 宗兵部丞 94 200
応永９年７月２日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃彦六 59 3760
応永10年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃彦六 59 3780
□ [応] 永10年８月７日 宗貞茂袖判判物 ｢御半貞茂様｣ つくものゑもん二郎入道 26 480
応永10年８月７日 宗貞茂袖判判物 ｢御判貞茂様｣(朱書) つくものゑん二郎入道 26 481
応永10年８月22日 宗貞茂判物 貞茂 田原隼人佐 104 321
応永10年９月９日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃守 59 3770
応永10年10月１日 宗貞茂判物 貞茂 宗弾正忠 51 221
応永10年10月27日 宗貞茂加冠・仮名并一

字書出
貞茂 ｢原本宛所ナシ｣ 92 520

応永10年10月27日 宗貞茂加冠状 貞茂 (宛所無､ 扇助六長吉カ) 54 691
応永10年10月27日 宗貞茂判物 貞茂 宗弾正忠 51 230
応永10年12月８日 宗貞茂書状 貞茂 佐奈豊二郎 104 770
応永10年12月13日 宗貞茂判物 貞茂 金若一所 92 280
応永10年12月21日 万福一猷寄進状 万福一猷 (宛所無) 54 860
応永10年12月25日 万福一猷判物 万福一猷 こひらしくのミやうふの所 54 851
ほうへ(応永カ)11年３月
２日

もり国判物 もり国 しやうし源三郎 15 490

ほうへ(応永カ)11年３月
２日

もり国判物 もり国 しやうし源三郎 95 790

応永11年４月29日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 嶋山次郎 101 490
応永11年６月１日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂御袖判｣・広民・

種次
大田右衛門尉 106 711

応永11年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 宗四郎入道 52 200
応永11年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 宗四郎入道 91 50
応永11年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 宗美濃介 59 3790
応永11年７月２日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 嶋山二郎 101 491
応永11年８月７日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 嶋山次郎 101 500
応永11年８月25日 宗正永 (貞茂) 判物 正永 宗美濃介 59 3800
応永11年９月11日 宗貞茂判物 貞茂 龍蔵寺方丈 27 190
応永11年９月11日 宗貞茂判物 貞茂 龍蔵寺方丈 61 1421
応永11年10月８日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) (宛所無) 61 2440
応永11年12月14日 宗貞茂袖判判物 ｢貞茂様御袖判｣ さすのかちさへもん四郎 30 151
応永11年12月15日 宗正永 (貞茂) 判物 正永 大山宮内入道 61 3251
応永11年12月15日 宗正永 (貞茂) 判物 正永 大乗 61 3800
応永11年12月20日 宗正永 (貞茂) 判物 正永 大山宮内入道 61 3260
応永11年12月20日 宗正永 (貞茂) 判物 正永 大山宮内入道 61 3270
(年未詳) 10月23日 少弐貞頼書状 貞頼 鹿代宗四郎入道 91 1570
(年未詳) 10月23日 少弐貞頼書状 貞頼 麻代宗四郎入道 52 330
応永12年４月27日 頼勝判物 頼勝 宗千法師 34 381
応永12年６月１日 真正判物 真正 柴山次郎 101 510
応永12年８月25日 宗貞茂判物 貞茂 伊土勢八郎兵衛尉 51 1600
応永12年９月23日 宗貞茂判物 貞茂 田原隼人佐 104 320
応永12年10月11日 宗貞茂判物 貞茂 ｢宛所無之｣ 84 451
応永12年10月13日 宗貞茂判物 貞茂 中尾四郎入道 ７ 100
応永12年11月６日 頼勝判物 頼勝 嶋山次郎 101 501
応永13年４月４日 満時判物 満時 志波山次郎 101 511
応永13年４月29日 宗貞茂袖判宗種茂判物 ｢貞茂様御袖判有之｣・

種茂
｢実名無｣ 27 60

応永13年６月14日 宗 (伊奈) 資茂判物 こわすね宗志かの介
資茂

志たるのこおりミやうふ所 54 860

応永13年７月18日 宗貞茂書状 貞茂 篠栗信兵衛尉 61 3861
応永13年８月５日 宗貞茂書状 貞茂 財部次郎五郎 92 100
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応永14年４月７日 宗貞茂書状 貞茂 宗掃部助 106 1280
応永14年６月18日 宗貞茂袖判宗種茂奉書 ｢貞茂御袖判｣・種茂 ｢宛所無之｣ 13 1070
応永14年６月18日 宗貞茂袖判宗種茂奉書 ｢貞茂御袖判｣・種茂 ｢宛所無之｣ 13 1071
応永14年８月日 某袖判判物 ｢御判不知｣ 五郎大所 95 200
応永15年４月16日 宗 (酘豆) 貞澄判物 貞澄 大山左衛門入道 61 3261
応永15年６月３日 宗種茂奉書 種茂 彦太郎所 21 221
応永15年６月３日 宗貞茂書状 貞茂 八尋隼人佐 21 61
応永15年８月15日 宗貞茂判物 貞茂 宗左馬助 105 530
(年未詳) ６月14日 宗 (酘豆) 貞澄書状 貞澄 たからへ二郎五郎 92 231
応永16年３月４日 宗貞茂判物 貞茂 御手洗八郎兵衛尉 21 30
応永16年３月18日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) たけのうら徳ゑもん所 61 2500
応永16年６月26日 宗法暁書状 長里入道法暁 財部殿御はん所 92 211
応永16年８月７日 宗貞茂寄進状 貞茂 普光寺侍者 32 60
応永16年８月７日 宗貞茂書状 貞茂 普光寺侍者 19 730
応永16年８月24日 宗貞茂寄進状 貞茂 普光寺方丈 19 740
応永16年８月24日 宗貞茂寄進状 貞茂 普光寺方丈 32 50
応永16年12月18日 宗貞茂加冠・官途并一

字書出
貞茂 (宛所無､ 宗弾正忠茂氏カ) 51 240

応永17年８月６日 宗貞茂寄進状 貞茂 大師堂方丈 11 70
応永17年８月６日 宗貞茂寄進状 貞茂 大師堂方丈 32 240
応永17年８月６日 宗貞茂寄進状 貞茂 大師堂方丈 99 70
応永17年11月15日 宗貞茂判物 貞茂 近江講房御房 56 1311
応永18年８月11日 宗貞盛判物 貞盛 豊田ひこ四郎 56 200
応永19年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 佐護近江講坊御房 56 1331
応永19年６月１日 宗貞茂判物 貞茂 佐護近江講房御房 56 1330
応永20年２月２日 宗頼茂加冠并一字書出 頼茂 宗惣太郎 59 2920
応永20年10月日 宗頼茂判物 薬師堂住持宗山城守

頼茂
吉田彦三郎ニ申候､ つしま
へ

59 3400

応永21年８月15日 宗貞茂加冠并一字書出 貞茂 ｢宛所なし｣ 104 330
応永21年11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 ｢宛なし｣ 51 241
応永21年11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 ｢宛所なし｣ 104 331
応永21年11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 宗三郎 52 201
応永21年11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 宗三郎 91 51
応永21年11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 宗孫三郎 34 221
応永21年12月29日 宗貞茂判物 貞茂 仲原修理亮 103 700
応永23年２月25日 宗貞茂袖判判物 ｢御判貞茂様｣ 久津江差衛門三郎所 20 121
応永23年２月25日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) 久津江兵衛門三郎所 55 490
応永23年３月６日 宗貞茂判物 貞茂 宗兵部丞 16 61
応永23年３月６日 宗貞茂判物 貞茂 宗兵部丞 94 210
応永23年３月29日 宗貞盛判物 貞盛 吉野掃部助 61 4220
応永23年４月23日 宗貞茂判物 讃岐守 (貞茂花押) 新霊宮司御房 84 450
応永23年11月14日 宗貞茂官途状 貞茂 宗弾正忠 51 250
(年未詳) ２月23日 宗貞茂書状 貞茂 宗六 16 111
(年未詳) ２月23日 宗貞茂書状 貞茂 宗六 94 191
(年未詳) ３月10日 宗貞茂書状 貞茂 大せうけち三郎兵衛 61 3721
(年未詳) ４月７日 宗貞茂書状 貞茂 いつの宮師御房 13 1110
(年未詳) ４月19日 宗貞茂書状 貞茂 宗四郎入道 52 231
(年未詳) ４月19日 宗貞茂書状 貞茂 宗四郎入道 91 70
(年未詳) ４月20日 宗貞茂書状 貞茂 いとせ二郎 54 1471
(年未詳) ４月28日 宗貞茂書状 貞茂 宗四郎入道 52 241
[(年未詳) ５月７日] 宗貞茂書状 (後欠) [貞茂] [あふミ二郎左衛門入道] 20 230
(年未詳) ６月24日 宗貞茂書状 貞茂 宗中務入道 61 3460
(年未詳) ６月25日 宗貞茂書状 貞茂 宗兵部丞 16 120
(年未詳) ６月25日 宗貞茂書状 貞茂 宗兵部丞 94 200
(年未詳) ８月10日 宗貞茂判物 貞茂 ｢あて処字不見｣ 17 90
(年未詳) ８月10日 宗貞茂判物 貞茂 ｢原本曰､ あて所字不見｣ 95 310
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
(年未詳) ９月８日 宗貞茂書状 貞茂 財部次郎五郎 92 101
(年未詳) ９月18日 宗貞茂書状 貞茂 そうひこ五郎・そう三郎 52 260
(年未詳) 11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 ｢あて処無之候､｣ 16 430
(年未詳) 11月28日 宗貞茂官途状 刑部少輔貞茂 ｢原本曰､ あて所無之候､｣ 94 970
(年未詳) 11月28日 宗貞茂判物 貞茂 大掾大和守 61 3820
(年未詳) 12月５日 宗貞茂袖判判物 (貞茂花押) 武尾三郎兵衛尉 61 2501
応永24年１月25日 某官途状 ｢名乗無之候､ 判計

有之候へ共､ 御判も
不知之､｣

宗兵部丞 16 50

応永24年１月25日 某官途状 ｢原本曰､ 名乗無之
候､ 判計有之候へ共､
御判も不知候､｣

宗兵部丞 94 291

応永25年２月１日 宗 (仁位) 満茂寄進状 惟宗信濃守満茂 塞拙和尚・清玄寺侍者 25 360
応永25年２月１日 宗 (仁位) 満茂寄進状 惟宗信濃守満茂 塞拙和尚・清玄寺侍者 58 50
応永25年３月23日 宗昌栄 (貞茂) 判物 讃岐入道昌栄 (宛所無) 58 140
応永25年３月23日 宗昌栄 (貞茂) 判物 ｢讃州ノ判｣ (宛所無) 58 140
応永25年３月23日 宗昌栄 (貞茂) 判物 沙弥讃岐入道昌栄 塞拙和尚・清玄寺方丈 25 430
応永25年３月23日 宗昌栄 (貞茂) 判物 沙弥讃岐入道昌栄 塞拙和尚・清玄寺方丈 32 181
応永25年３月23日 宗昌栄 (貞茂) 判物 讃岐入道昌栄 塞拙和尚・清玄寺方丈 58 60
応永25年４月６日 宗貞盛判物 貞職 [貞盛] 宗兵庫佐 52 211
応永25年４月６日 宗貞盛判物 貞職 [貞盛] 宗兵庫佐 91 60
応永26年12月13日 某袖判判物 ｢御判｣ 大ちろも次郎けこし 25 570
応永27年３月５日 宗貞盛判物 貞盛 たからへ又四郎 92 120
応永27年３月５日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 111
応永27年３月５日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 111
応永27年６月13日 そうしけよ書状 そうむまのあミのか

ミしけよ
ねうゑんめい寺さうしゆ 106 790

応永27年12月６日 宗貞盛判物 貞盛 大山宮内左衛門尉 26 31
応永27年12月６日 宗貞盛判物 貞盛 大山宮内左衛門尉 61 3280
応永28年１月22日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 121
応永28年４月２日 宗貞盛判物 貞盛 宗石見守 103 420
応永28年９月14日 宗貞盛判物 貞盛 仲原修理亮 103 701
応永28年９月16日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 130
応永28年12月１日 宗貞盛判物 貞盛 小宮主計亮 94 470
応永29年６月８日 宗貞盛判物 貞盛 宗丹後入道 16 51
応永29年６月８日 宗貞盛判物 貞盛 宗丹後入道 94 211
応永29年８月22日 宗貞盛判物 貞盛 宗丹後入道 16 60
応永29年８月22日 宗貞盛判物 貞盛 宗丹後入道 94 220
応永29年閏10月20日 宗貞盛判物 貞盛 新宮四郎右衛門 56 1530
応永29年11月25日 宗貞盛判物 貞盛 福嶋大蔵丞 56 1060
応永30年２月９日 宗 (仁位) 満茂判物 満茂 唐所右近将監 59 1630
応永30年３月日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 宗たんこ入道 16 70
応永30年３月日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 宗たんこ入道 94 300
応永30年５月日 宗貞盛判物 貞盛 藤原大宮司 84 481
応永30年５月日 宗貞盛判物 貞職 [貞盛] 藤原大宮司 56 1480
応永30年12月７日 宗貞盛官途状 貞盛 ｢宛なし｣ 51 251
応永30年12月25日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや二郎 16 190
応永30年12月25日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや二郎□ 94 591
応永31年２月９日 宗貞盛判物 貞盛 中尾五郎 61 680
応永31年２月29日 宗貞盛書状 貞盛 應山和尚侍者中 50 2170
応永31年９月６日 宗貞盛書状 貞盛 そう与須 29 230
応永32年３月15日 左近将監某官途状 左近将監 宗将監 59 1640
応永32年６月14日 宗貞盛判物 貞盛 宗三郎 52 271
応永32年６月14日 宗貞盛判物 貞盛 宗三郎 91 61
応永32年６月18日 宗貞盛判物 貞盛 けちの大せう 61 3700
応永32年10月21日 宗貞盛書状 貞盛 宗美濃介 59 4030
応永32年10月21日 宗貞盛書状 貞盛 宗美濃四郎 31 100
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応永32年11月16日 宗貞盛判物 貞盛 (宛所無) 59 3810
応永33年６月14日 宗貞盛判物 貞盛 宗三郎 52 210
応永33年６月21日 宗貞盛判物 貞盛 小宮六郎 94 380
応永 (年間) ７月８日 某袖判判物 (花押) ぬた与二郎 54 1311
正長１年11月15日 宗貞盛判物 貞盛 佐護近江講坊御房 56 1351
正長１年11月28日 宗貞盛判物 貞盛 佐護三位房 56 1340
永享２年３月６日 宗貞盛判物 貞盛 波多野六郎右衛門尉 60 10
永享２年４月20日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 あふき八郎右衛門 54 481
永享２年６月日 宗貞盛判物 貞盛 佐奈豊宗弥六 104 771
永享２年８月５日 大せうためいゑ判物 大せうためいゑ おしかのよいち 17 351
永享２年８月５日 大せうためいゑ判物 大せうためいゑ おしかのよいち 92 730
永享２年10月27日 宗茂直判物 茂直 ｢あて所不相知｣ 53 181
永享３年３月20日 宗貞盛書状 貞盛 林さ衛門大夫 105 290
永享３年７月５日 宗貞盛袖判宗茂直判物 ｢御判貞盛様｣・茂直 辻与一 17 341
永享３年７月５日 宗貞盛袖判宗茂直判物 (貞盛花押)・茂直 辻与一 54 141
永享３年７月５日 宗貞盛袖判宗茂直判物 ｢御判貞盛様｣・茂直 辻与一 92 720
永享３年８月22日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 131
永享３年９月８日 宗貞盛判物 貞盛 梅野三郎 105 291
永享３年９月10日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 140
永享３年12月５日 宗貞盛判物 貞盛 部原彦八 93 80
永享４年２月29日 宗貞盛官途并一字書出 貞盛 ｢宛所無之｣ ５ 171
永享４年２月29日 宗貞盛官途并一字書出 貞盛 ｢宛所無之｣ 107 360
永享４年４月22日 宗貞盛判物 貞盛 ｢御判無之｣ 嶋山次郎 101 280
永享４年４月22日 宗貞盛判物 貞盛 俵隼人佐 104 340
永享４年４月23日 宗貞盛判物 貞盛 御手洗又三郎 21 40
永享４年６月１日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 16 570
永享４年６月１日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 94 1130
永享４年８月９日 宗貞盛判物 貞成 [貞盛] 俵都之吉 104 341
永享４年11月24日 宗貞盛判物 貞盛 平山乙房・平山兵衛三郎 59 4430
永享４年12月７日 宗貞盛判物 (前欠) 貞成 (貞盛花押カ) たいしやう宮内左衛門尉 61 3600
永享５年２月10日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや又左 16 200
永享５年２月10日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 小ミや又左 94 601
永享５年２月10日 宗 (伊奈) 資茂判物 次義 [資茂] 小宮左京 16 191
永享５年２月10日 宗 (伊奈) 資茂判物 次義 [資茂] 小宮左京 94 600
永享６年４月19日 宗貞盛判物 貞盛 宗ミの之介 31 171
永享６年４月19日 宗貞盛判物 貞盛 宗ミのゝ介 59 3820
永享６年６月３日 宗貞盛判物 貞盛 志ま山次郎 101 281
永享６年８月３日 宗貞盛判物 貞盛 吉野掃部助 61 4221
永享６年８月22日 宗貞盛判物 宗刑部少輔貞盛 宗信濃入道 105 531
永享６年10月７日 宗貞盛判物 貞盛 ミたらいの又三郎 21 31
永享６年10月23日 宗貞盛判物 貞盛 普光寺住持御所 32 61
永享６年10月23日 宗貞盛判物 貞盛 普光寺住持御所 19 750
永享６年11月１日 宗貞盛判物 貞盛 宗中務丞 51 260
永享６年12月19日 宗貞盛袖判宗茂直判物 ｢御判貞盛様｣・茂直 ｢原本曰､ 名無之､｣ 92 281
永享６年12月19日 宗茂直判物 茂直 米田藤右衛門 53 190
永享６年12月21日 宗貞盛判物 貞盛 宗太郎さ衛門入道 102 271
永享７年９月30日 宗貞盛判物 貞盛 惣宮司御房 13 541
永享７年12月19日 宗貞盛判物 貞盛 斉藤弥八 29 401
永享８年８月12日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 16 580
永享８年８月12日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 94 1130
永享８年９月24日 宗 (仁位) 盛家判物？ 盛家 梅野さへもん五郎 59 330
永享８年10月14日 宗貞盛判物 貞盛 墳本 34 400
永享８年11月８日 宗貞盛判物 貞盛 大唐左近大夫 106 730
永享８年12月13日 宗 (豆酘) 盛世判物 盛世 宗合坊 106 1281
永享９年８月27日 宗 (仁位) 盛家判物？ 盛家 (宛所無) 60 1110
永享９年８月27日 宗 (仁位) 盛家判物？ 盛家 松尾次郎左衛門尉 58 480
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
永享９年８月27日 宗 (仁位) 盛家判物？ 盛家 松尾次郎左衛門尉盛治 25 131
永享９年９月11日 宗 (豆酘) 盛世判物 盛世 齋藤越前守 61 2760
永享９年10月21日 宗 (豆酘) 盛世判物 盛世 金剛院 110 51
永享９年11月24日 宗貞盛加冠・仮名并一

字書出
惟宗貞盛 ｢宛所無之｣ 31 180

永享９年11月24日 宗貞盛加冠并一字書出 惟宗貞盛 (宛所無) 59 3830
永享９年12月13日 宗貞盛判物 貞盛 宗太郎左衛門尉 102 280
永享９年12月26日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 16 571
永享９年12月26日 宗貞盛判物 貞盛 小宮四郎 94 1131
(年未詳) 12月13日 宗 (豆酘) 盛世判物 盛世 宗合坊 106 1291
永享10年３月28日 宗貞盛袖判判物 (貞盛花押カ)・｢御

朱印無之｣
こきやうし所 56 1460

永享10年３月28日 宗貞盛判物 (貞盛花押) ｢御名乗
無之故相分不申｣

こきやうじ所 84 531

永享10年４月28日 宗貞盛判物 貞盛 西福寺方丈 32 91
永享10年４月28日 宗貞盛判物 貞盛 西福寺方丈 50 2171
永享10年５月15日 宗 (豊崎) 盛国判物 盛国 糸瀬弥太郎 51 1641
永享10年５月20日 宗貞盛判物 貞盛 酘豆住持円知御坊 98 590
永享10年５月20日 宗貞盛判物 貞盛 酘豆住持円知御房 12 110
永享10年５月20日 宗貞盛判物 貞盛 酘豆住持円知御房 110 91
永享10年９月３日 宗貞盛判物 貞盛 財部又次郎 92 141
永享11年２月24日 宗貞盛判物 貞盛 部原彦八 93 80
永享11年４月10日 宗貞盛判物 貞盛 宗壱郎 51 261
永享11年６月18日 宗貞盛判物 貞盛 修行太郎左衛門 50 2570
永享12年４月19日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 ゑも三郎 25 551
永享12年４月28日 宗貞盛判物 貞盛 城八まん宮司御□ [坊] 10 31
永享12年４月28日 宗貞盛判物 貞盛 城八まん宮司御坊 109 21
永享12年８月４日 宗貞盛判物 貞盛 宗修理亮 29 90
永享12年10月10日 宗貞盛判物 貞盛 宗太郎左衛門尉 102 281
永享12年11月27日 宗貞盛判物 貞盛 大掾大和守 61 3560
永享12年11月27日 宗貞盛判物 貞盛 大拯大和守 13 880
永享 (年間) ６月18日 宗貞盛判物 貞盛 安心院三郎左衛門 50 2461
永享 (年間) 11月15日 茂久判物 茂久 三位坊所 84 431
嘉吉１年６月１日 宗貞盛判物 貞盛 宗左衛門尉 104 781
嘉吉１年９月26日 宗貞盛判物 貞盛 平左衛門尉所 13 730
嘉吉１年９月26日 宗貞盛判物 (貞盛花押カ) 平左衛門尉所 61 2291
嘉吉１年閏９月５日 宗貞盛判物 貞盛 宗壱郎 51 270
嘉吉１年11月15日 宗貞盛加冠・仮名并一

字書出
貞盛 (宛所無､ 扇助五郎貞長カ) 54 700

嘉吉１年11月 宗貞盛加冠・仮名并一
字書出

貞盛 ｢原本宛所ナシ｣ 92 520

嘉吉１年11月日 宗貞盛官途状 貞盛 ｢原本曰､ あて所無之､｣ 94 381
嘉吉１年12月13日 宗貞盛判物 貞盛 宗右京進 34 230
嘉吉２年３月21日 宗貞盛判物 貞盛 宗中務丞 103 421
嘉吉２年４月16日 宗貞盛加冠・仮名并一

字書出
貞盛 ｢宛所無之｣ ５ 180

嘉吉２年４月16日 宗貞盛加冠・仮名并一
字書出

貞盛 ｢宛所無之｣ 107 360

嘉吉元二年４月20日 宗貞盛書状 貞盛 宗宮司所 13 550
嘉吉２年５月２日 しゆしやう書状 しゆしやう たからへ又次郎 92 221
嘉吉２年９月12日 経時判物 経時 大せう阿比留 61 3761
嘉吉３年４月７日 宗貞盛判物 貞盛 ことうけんさいもん 51 1450
嘉吉３年５月４日 宗貞盛判物 貞盛 梯源左衛門尉 ５ 581
嘉吉３年５月４日 宗貞盛判物 貞盛 梯源左衛門尉 107 830
嘉吉３年11月１日 盛弘判物 盛弘 宗七郎 16 381
嘉吉３年11月１日 盛弘判物 盛弘 宗七郎 94 930
嘉吉３年11月11日 宗貞盛官途状 貞盛 古藤源左衛門尉 51 1461
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
嘉吉３年11月11日 宗貞盛判物 貞盛 ｢宛なし｣ 51 1451
嘉吉３年11月15日 宗 (仁位) 盛家加冠・

仮名并一字書出
盛家 (宛所無) 25 250

嘉吉３年11月15日 宗 (仁位) 盛家加冠・
仮名并一字書出

盛家 (宛所無) 57 110

嘉吉３年11月15日 宗貞盛加冠・仮名并一
字書出

貞盛 (宛所無､ 宗茂実カ) 52 300

嘉吉３年11月15日 宗貞盛加冠・仮名并一
字書出

貞盛 ｢宛所なし｣ 105 300

嘉吉３年11月15日 宗貞盛加冠状 貞盛 (宛所無､ 故藤源次資永カ) 51 1460
嘉吉３年11月15日 宗貞盛加冠并一字書出 貞盛 ｢宛所なし｣ 91 71
嘉吉３年11月15日 宗貞盛官途状 (貞盛) ｢原本曰､ 名無之､｣ 94 1050
嘉吉３年11月21日 宗貞盛袖判宗祐覚・宗

将秀連署判物
(貞盛花押)・祐覚・
将秀

きんさきみやうふ 53 120

嘉吉３年11月21日 宗貞盛袖判宗祐覚・宗
将秀連署判物

｢御判貞盛様｣・祐覚・
将秀

｢原本曰､ 宛所なし､｣ 92 420

嘉吉３年11月24日 宗祐覚・宗将秀連署判
物

祐覚・将秀 ひるか浦けこしの所 61 3430

嘉吉３年12月24日 宗貞盛判物 貞盛 佐護つ内他地こせ 84 410
嘉吉４年３月４日 宗 (豊崎) 盛国判物 盛国 宗あいはう 59 3840
嘉吉４年４月19日 宗貞盛判物 貞盛 宗熊王 59 3850
嘉吉４年６月１日 宗 (豊崎) 盛国袖判書

状
(宗盛国花押) す川八郎三郎 50 1540

文安１年11月12日 宗貞盛判物 貞盛 御手洗四郎 21 41
文安２年２月22日 宗貞盛官途状 貞盛 (宛所無､ 扇四郎左衛門尉

カ)
54 300

文安２年２月22日 宗貞盛官途状 貞盛 ｢原本曰､ あて所無之､｣ 97 300
文安２年８月17日 宗貞盛判物 貞盛 宗掃部助 50 41
文安２年８月17日 貞職判物 貞職 宗掃部助 14 51
文安２年８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 俵左京二郎 61 220
文安２年11月16日 宗貞盛官途状 貞盛 早田河内守 61 1371
文安２年12月12日 宗貞盛袖判官途并一字

書出
(貞盛花押) (宛所無) 61 2241

文安３年６月29日 宗貞盛判物 貞盛 ｢宛所無之｣ ５ 590
文安３年６月29日 宗貞盛判物 貞盛 ｢宛所無之｣ 107 831
文安３年８月18日 宗貞盛判物 貞盛 宗六郎太郎 59 3860
□[文カ]安３年11月15日 某判物 ｢名乗無之､ 判不知､｣ 庄司さへもん五郎 17 150
□[文カ]安３年11月15日 某判物 ｢原本曰､ 名乗無之､

判不知､｣
庄司さへもん五郎 95 390

文安４年３月日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 こミやさきやう佐 16 201
文安４年３月日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 こミやさきやう佐 94 610
文安４年４月15日 貞盛判物 貞成 [貞盛カ] 俵ひこ三郎 104 350
文安４年６月21日 貞国書状？ 貞国 ｢宛所無之｣ 103 430
文安４年８月３日 宗貞盛判物 貞盛 安心院七郎次郎 50 2470
文安４年８月28日 宗貞盛一字書出 貞盛 篠栗彦太郎 20 581
文安４年８月28日 宗貞盛一字書出 貞盛 庄司八郎左衛門丞 27 130
文安４年８月28日 宗貞盛一字書出 貞盛 部原大籠左衛門丞 93 81
文安４年８月28日 宗貞盛仮名書出 貞成 [貞盛カ] (宛所無) 104 360
文安４年８月28日 宗貞盛仮名書出 貞盛 ｢宛所なし｣ 105 301
文安４年８月28日 宗貞盛加冠・仮名并一

字書出
貞盛 宗九郎次郎 103 440

文安４年８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 宗左近将監 59 3870
文安４年８月28日 宗貞盛官途状 貞成 [貞盛カ] 俵隼人佐 104 351
文安４年８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 平山備前守 ５ 181
文安４年８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 平山備前守 107 361
文安４年９月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗熊徳 14 650
文安４年９月28日 宗貞盛判物 貞盛 宗掃部助 50 50
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
文ホ[文安カ]４年９月28
日

宗貞盛判物 貞盛 宗掃部助 105 1100

文安４年12月３日 宗貞盛加冠・仮名并一
字書出

貞盛 宗次 102 290

文安４年12月３日 宗貞盛官途状 貞盛 嶋山左馬助 101 290
文安４年12月３日 宗貞盛官途状 貞盛 嶋山掃部助 101 290
文安４年12月14日 宗貞盛判物 貞盛 はたの藤二郎 60 30
文安４年12月18日 宗貞盛官途状 貞盛 宗左京亮 98 170
文安５年８月22日 宗貞盛判物 貞盛 にしとまりめうしやうの御

かた
50 2520

文安５年９月22日 宗貞盛判物 貞盛 惣宮司御房 13 560
文安５年９月吉日 盛弘袖判判物 盛弘 (花押) 志たるやとせんしやうのと

ころ
54 901

文安５年10月７日 宗貞盛判物 貞盛 財部掃部助 92 150
文安５年10月11日 盛弘判物 盛弘 あふきの太郎三郎 54 441
文安５年11月20日 宗貞盛判物 貞盛 古藤源左衛門尉 51 1470
文安５年11月28日 宗貞盛官途状 貞盛 犬塚助三郎 50 2280
文安５年12月８日 宗貞盛判物 貞盛 大党備前守 106 721
文安５年12月11日 某袖判判物 ｢判不知｣ おしかのよ一・辻四郎次郎 17 360
文安５年12月11日 某袖判判物 ｢判不知｣ おしかのよいち・辻四郎次

郎
92 730

文安５年12月吉 某袖判判物 (花押) おしかのよ一・辻四郎二郎
所

54 131

文安 (年間) ６月18日 宗 (仁位) 盛家判物？ 盛家 藤さへもん入道 59 2420
文安□年６月29日 宗貞盛一字書出 貞盛 梯七郎左衛門尉 ５ 591
文安 (年間) ６月29日 宗貞盛一字書出 貞盛 梯七郎左衛門尉 107 840
文安 (年間) ８月６日 宗貞盛判物 貞盛 俵孫二郎 61 221
文安６年３月29日 宗貞盛袖判宗祐覚判物 (貞盛花押)・祐覚 高麗こまかい・ふさん浦・

うるしやう日本人の中
59 2520

文安６年４月14日 宗貞盛判物 貞盛 平山助三郎 36 490
文安６年６月２日 宗貞盛判物 貞盛 ことう源左衛門尉 51 1760
文安６年６月２日 宗貞盛判物 貞盛 宗五郎さ衛門 21 50
文安６年６月24日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 52 281
文安６年６月24日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 91 80
文安６年６月24日 宗貞盛判物 貞盛 大拯大和守 13 881
文安６年６月24日 宗貞盛判物 貞盛 大掾大和守 61 3711
文安６年６月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 52 280
文安６年６月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 52 291
文安６年６月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 91 81
文安６年６月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗伯耆守 91 90
文安６年７月10日 宗貞盛判物 貞盛 伊土志かもんの助 51 1610
嘉吉９(ママ)年８月24日 宗貞盛判物 貞盛 山田周防入道 84 540
宝徳１年閏10月28日 宗貞盛判物 貞盛 城宮司兵部 10 40
宝徳１年閏10月28日 宗貞盛判物 貞盛 城宮司兵部 109 30
文安６年11月２日 宗貞盛判物 貞盛 古藤源左衛門尉 51 1481
宝徳２年２月23日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 11 71
宝徳２年２月23日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 32 241
宝徳２年２月23日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 99 71
宝徳２年４月11日 宗貞盛判物 貞盛 齋藤新三郎 61 2770
文安７年11月21日 宗貞盛判物 貞盛 古藤源左衛門尉 51 1471
宝徳２年12月日 宗貞盛官途状 貞盛 梯七郎左衛門 107 841
宝徳２年12月日 宗貞盛官途状 貞盛 梯七郎左衛門 ５ 600
宝徳３年１月15日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 あふ木五郎右衛門 54 490
宝徳３年２月２日 宗成職判物 成職 津江三郎次郎 ８ 60
宝徳３年10月17日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 11 80
宝徳３年10月17日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 32 250
宝徳３年10月17日 宗貞盛判物 貞盛 金剛院 99 80
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 25 151
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 25 161
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 32 201
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 32 211
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 58 10
宝徳３年12月８日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 (宛所無) 58 20
宝徳３年12月18日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 北嶋左衛門九郎 55 640

(年未詳) ８月10日 宗 (伊奈) 資茂判物 資茂 (宛所無) 54 1230
宝徳４年３月24日 宗貞盛判物 貞盛 惣宮司御房 13 561
宝徳４年８月17日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 薗田彦九郎 51 40

宝徳４年８月17日 宗成職官途状 成職 薗田帯刀左衛門 51 41
宝徳４年８月17日 宗成職官途状 成職 扇加賀守 54 701
宝徳４年８月17日 宗成職官途状 成職 扇加賀守 92 521
宝徳４年12月11日 宗成職判物 成職 平山備前入道 36 491
宝徳４年12月11日 宗成職判物 成職 平山備前入道 36 500
宝徳４年12月11日 宗成職判物 成職 平山備前入道 36 510
宝徳４年12月13日 宗成職判物 成職 平山備前入道 36 511
(年未詳) ２月17日 宗貞盛書状 貞盛 介知さいちやう中・介知国

殿原中
61 3881

(年未詳) ２月27日 宗貞盛判物 貞盛 宗小一わう 50 40
(年未詳) ２月28日 宗貞盛判物 貞盛 宗小くわう 14 60
(年未詳) ２月29日 宗貞盛書状 貞盛 宗太郎さへもん入道 102 300
(年未詳) ７月７日 宗貞盛判物 (貞盛花押) (宛所無) 61 2411
(年未詳) ８月１日 宗貞盛書状 貞盛 宗太郎左衛門入道 102 291
(年未詳) ８月28日 宗貞盛一字書出 貞盛 左近丞 106 720
(年未詳) ８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 小嶋主計亮 12 41
(年未詳) ８月28日 宗貞盛官途状 貞盛 小嶋主計亮 98 240
(年未詳) ９月15日 宗貞盛判物 貞盛 豊田左近将監入道 97 70
(年未詳) ９月18日 宗貞盛書状 貞盛 大掾大和守 61 3891
(年未詳) 10月１日 宗貞盛書状 貞盛 扇左京亮 54 690
(年未詳) 10月７日 宗貞盛袖判祐定奉書 ｢貞盛御袖判｣・祐定 (宛所無) 13 751
(年未詳) 11月３日 宗貞盛書状 貞盛 惣宮司御房・大拯大和守 13 570
(年未詳) 11月14日 宗貞盛官途状 貞盛 ｢原本宛所ナシ｣ 93 370
(年未詳) 11月15日 宗貞盛一字書出 貞盛 ｢宛なし｣ 50 1800
(年月日未詳) 宗貞盛奉加帳 ｢貞盛様御判有之｣ (宛所無) 12 18
(年月日未詳) 宗貞盛奉加帳 ｢貞盛様御判有之｣ (宛所無) 98 660
享徳２年４月５日 宗成職判物 成職 普光寺坊主 19 751
享徳２年４月日 宗成職判物 成職 波多藤二郎 60 40
享徳２年４月吉日 某袖判某判物 ｢御判不知｣・｢御名

乗無之｣
こしたか九郎さへもん 15 291

享徳２年４月吉日 某袖判某判物 ｢御判不知｣・｢御名
乗不読｣

こしたか九郎さへもん 95 611

享徳２年８月６日 宗成職袖判判物 (成職花押) くろせの平右衛門尉所 61 2300
享徳２年８月６日 宗成職袖判判物 (成職花押) ｢成職様

御判｣
くろせの平左衛門尉所 13 731

享徳２年８月６日 宗成職判物 成職 惣宮司慶円房 13 571
享徳２年８月６日 宗盛直判物 盛直 惣宮司慶円坊 13 450
享徳２年８月30日 宗成職判物 成職 津井城右京亮 29 91
享徳２年８月30日 宗成職判物 成職 梯大蔵さへもん尉 ５ 601
享徳２年８月30日 宗成職判物 成職 梯大蔵さへもん尉 107 850
享徳２年10月21日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 岩沙彦四郎 ７ 70

享徳２年12月８日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門 61 3290
享徳２年12月８日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門尉 26 50
享徳２年12月８日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 大山宮内左衛門尉 61 3281
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
享徳３年２月１日 宗成職判物 成職 伊藤源四郎 55 41
享徳３年２月５日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門尉 26 51
享徳３年□ [２] 月５日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門尉 26 60
享徳３年２月５日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門尉 61 3291
享徳３年２月５日 宗成職判物 成職 大山宮内左衛門尉 61 3301
享徳３年２月29日 盛貞判物？ 盛貞 吉野日向入道 61 4211
享徳３年８月11日 宗成職判物 成職 阿比留平四郎 19 420
享徳３年８月11日 宗盛直判物 盛直 ｢名無之｣ 19 470
享徳３年10月23日 宗盛直判物 盛直 波多藤二郎 60 20
享徳 (年間) ８月20日 宗成職判物 盛職 [成職] 安心院三郎左衛門尉 50 2471
享徳４年３月29日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 平山彦四郎 ５ 190

享徳４年３月29日 宗成職加冠・仮名并一
字書出

成職 平山彦四郎 107 370

享徳４年閏４月５日 宗成職判物 成職 伊津宮司房 13 1111
享徳４年閏４月５日 宗成職判物 成職 惣宮司 13 580
享徳４年閏４月５日 宗成職判物 成職 平山備前 36 520
享徳４年６月６日 宗成職判物 成職 大党左近大夫 106 731
享徳４年７月26日 宗成職判物 成職 大掾宮内左衛門尉 61 3561
享徳４年７月26日 宗成職判物 成職 大拯宮内左衛門尉 13 890
享徳４年７月26日 宗盛直判物 盛直 大拯宮内左衛門尉 13 960
享徳４年７月26日 宗盛直判物 盛直 大掾宮内左衛門尉 61 3811
享徳４年８月23日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 25 401
享徳４年８月23日 宗 (仁位) 盛家寄進状 宗信濃守盛家 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 58 100
享徳４年８月23日 宗 (仁位) 盛家判物 宗信濃守盛家 (宛所無) 25 400
享徳４年８月23日 宗 (仁位) 盛家判物 宗信濃守盛家 (宛所無) 58 110
享徳４年８月23日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 宗一松丸 57 470
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 (宛所無) 25 380
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 (宛所無) 32 170
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 (宛所無) 58 70
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 (宛所無) 58 140
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚 58 130
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 25 361
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 25 371
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 32 171
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 32 171
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 58 80
享徳４年８月23日 宗成職判物 成職 清玄寺雲梯和尚侍者禅師 58 90
享徳４年８月25日 宗成職判物 成職 修行太郎さへもん丞 50 2571
享徳４年８月28日 宗成職判物 成職 惣宮司御房 13 581
享徳４年10月16日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 わた海大彦坊 58 310
康正２年２月６日 宗盛直判物 盛直 へいさへもん 13 810
康正２年２月６日 宗盛直判物 盛直 へいさへもん 61 2311
康正２年２月９日 宗成職判物 成職 宗左衛門尉 104 790
康正２年５月日 某判物 (花押) 平右衛門 61 2310
康正２年８月７日 宗成職判物 成職 惣宮司 13 590
康正２年８月７日 宗盛直判物 盛直 惣宮司所 13 440
康正２年12月18日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 みのはうの所 13 1090
康正３年２月24日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 かいふな八郎さへもん所 24 101
康正３年２月24日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 かいふな八郎さへもん所 59 2580
康正３年４月20日 宗成職袖判宗盛直奉書 ｢成職御袖判｣・盛直 大和坊所 13 1091
康正３年６月６日 宗盛直判物 右馬助盛直 宗像宮司治部 110 200
康正３年６月８日 宗成職判物 成職 宗宮内少輔 34 140
康正３年７月10日 少弐教頼判物 教頼 平山備前入道 36 551
康正３年９月３日 宗成職判物 成職 宗孫二郎 34 231
康正３年９月３日 宗成職判物 成職 宗孫二郎 34 251
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長禄２年２月７日 茂職判物 茂職 宗右馬助 34 240
長禄２年６月１日 宗成職判物 成職 宗新左衛門尉 104 800
京正[康正]４年８月６日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)

判物
玄心 松尾次郎左衛門 25 150

享正[康正]４年８月６日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)
判物

玄心 松尾治部左衛門 58 490

長禄２年８月17日 少弐教頼判物 教頼 平山備前入道 36 560
長禄２年11月７日 宗成職判物 成職 酘豆住持円知御房 32 291
長禄２年12月24日 宗成職判物 成職 豊田彦九郎 56 210
長禄２年12月24日 盛真判物 盛真 四郎兵衛所 61 2441
長禄３年２月12日 宗成職判物 成職 財部掃部助 92 151
長禄３年２月12日 宗成職判物 成職 財部掃部助 92 160
長禄３年２月12日 宗成職判物 成職 財部掃部助 92 161
長禄３年６月１日 宗成職判物 成職 薗田帯刀 51 50
長禄３年６月１日 宗成職判物 成職 宗さへもんせう 104 801
長禄３年６月14日 宗成職判物 成職 普光寺住持御所 32 61
長禄３年６月14日 宗成職判物 成職 普光寺住持御所 19 760
長禄３年８月15日 宗成職判物 成職 宗左近将監 59 3890
長禄３年８月16日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 宗左近将監 59 3900
長禄３年９月６日 宗成職判物 成職 ミたらいの又三郎 21 51
長禄３年９月８日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 ミねむまの四郎所 21 391
長禄３年11月15日 宗盛直官途并一字書出 宗右馬助盛直 ｢名無之｣ 19 311
長禄４年２月22日 宗成職判物 成職 宗左衛門尉 102 310
長禄４年２月22日 宗成職判物 成職 宗豊前守 102 311
長禄４年２月22日 宗成職判物 成職 宗豊前守 102 320
長禄４年２月22日 宗成職判物 成職 宗豊前守 102 321
長禄４年３月15日 宗成職判物 成職 財部掃部助 92 161
長禄４年３月22日 宗成職判物 成職 嶋山左馬助 101 291
長禄４年８月28日 宗 (仁位) 盛家判物 宗信濃守盛家 容顔寺 59 3100
(年未詳) ２月７日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 はたの平次 59 920
(年未詳) ５月２日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 そけんさへもん所 59 200
(年未詳) ５月６日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 かいふな八郎さへもん所 59 2590
(年未詳) ７月26日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 長郷二郎さへもん 59 3040
(年未詳) ８月12日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 けん八所 59 190
(年未詳) 11月14日 宗 (仁位) 盛家書状 盛家 こちろも九郎さへもん所 60 720
(年未詳) 12月14日 宗 (仁位) 盛家判物 盛家 はたの平次 59 940
寛正２年２月７日 宗 (豆酘) 茂世判物 茂世 齋藤蔵助 61 2810
寛正２年12月７日 宗成職判物 成職 俵隼人佐 104 361
寛正２年12月７日 宗成職判物 成職 俵隼人佐 104 370
寛正２年12月７日 宗成職判物 成職 俵隼人佐 104 371
寛正３年２月６日 宗 (豆酘) 茂世判物 茂世 酘豆大師堂金剛院 11 81
寛正３年２月６日 宗 (豆酘) 茂世判物 茂世 酘豆大師堂金剛院 99 141
寛正３年６月29日 宗成職判物 成職 金剛院 11 90
寛正３年６月29日 宗成職判物 成職 金剛院 99 80
寛正３年６月29日 宗成職判物 成職 齋藤兵部太夫 61 2820
寛正３年10月８日 宗成職判物 成職 宗宮内左衛門尉 14 61
寛正３年10月８日 宗成職判物 成職 宗宮内左衛門尉 50 51
寛正３年10月８日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 宗宮内左衛門尉 50 60
寛正３年10月８日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 宗宮内左衛門尉 14 30
寛正３年10月８日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 宗宮内左衛門尉 14 40
寛正３年10月８日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 宗宮内左衛門尉 50 61
寛正３年11月15日 宗成職判物 成職 梅野三郎 105 301
寛正３年11月25日 宗成職一字書出 成職 宗弥六 104 810
寛正３年12月21日 宗成職官途并一字書出 成職 (宛所無) 61 910
寛正３年12月21日 宗成職判物 成職 阿比留三郎 36 770
寛正３年12月24日 宗成職判物 成職 宗丹後守 16 71
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
寛正３年12月24日 宗成職判物 成職 宗丹後守 94 221
寛正３年12月29日 宗成職判物 成職 大党左近丞 106 740
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 52 340
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 52 350
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 52 351
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 52 360
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 91 90
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 91 91
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 91 101
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗彦八 91 101
寛正４年３月６日 宗成職判物 成職 宗又七 14 660
寛正４年３月６日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 宗彦八 52 500
寛正４年３月６日 宗盛直判物 宗右馬助盛直 宗彦八 52 501
寛正４年３月６日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 宗彦八 52 511
寛正４年３月６日 宗盛直奉書 盛直 宗彦八 52 520
寛正４年３月６日 宗盛直奉書 宗右馬助盛直 宗又七 14 651
寛正４年３月17日 宗成職判物 成職 金剛院 11 91
寛正４年３月17日 宗成職判物 成職 金剛院 99 81
寛正４年７月７日 宗盛直奉書 宗右馬之助盛直 城八幡宮命婦之所 10 61
寛正４年７月７日 宗盛直奉書 宗右馬之助盛直 城八幡宮命部之所 109 71
寛正４年12月27日 もちはる判物 もちはる そううきやう 96 181
寛正４年12月晦日 宗成職官途状 成職 宗中務少輔 51 271
寛正５年２月５日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 ｢あて処不見｣ 25 491
寛正５年２月５日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 ｢原本曰､ あて所不見､｣ 95 280
寛正６年２月６日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 (宛所無) 50 2281

寛正６年６月19日 宗盛直奉書 宗右馬之助盛直 竹の浦助四郎所 61 2551
寛正６年９月10日 宗成職判物 成職 小嶋よりあい中 27 131
寛正６年９月10日 宗成職判物 成職 小嶋よりあい中 61 640
寛正６年11月４日 茂清判物 茂清 はうミはうおやニて 84 470
寛正６年12月５日 宗成職判物 成職 西通夜阿比留よりあいの中 14 870
寛正６年12月５日 宗成職判物 成職 西通夜阿比留よりあいの中 52 90
[(年未詳) ８月18日] 宗盛直書状 (後欠) [盛直] [さいとう下野守・さいと

うゑちせん守]
29 221

文正１年８月10日 宗成職判物 成職 野瀬 ｢名ハ不見江｣ ８ 231
文正１年11月12日 少弐教頼判物 教頼 宗弥六 104 1111
文正１年11月15日 宗成職加冠・仮名并一

字書出
成職 北嶋徳一 55 641

文正１年11月15日 宗成職判物 成職 犬塚六郎次郎 50 2290
文正１年12月４日 宗成職加冠并仮名書出 成職 赤木鬼次郎 35 90
文正２年２月５日 宗成職判物 成職 扇加賀守 54 700
文正２年２月 宗成職判物 成職 扇加賀守 92 521
応仁１年９月29日 宗貞国判物 貞国 草鹿部平次郎 61 800
応仁１年９月29日 宗貞国判物 貞国 草鹿部平次郎 61 1290
応仁１年９月29日 宗貞国判物 貞国 草鹿部平次郎 61 1310
応仁１年９月29日 宗貞国判物 貞国 草壁平次郎 27 251
応仁１年９月29日 宗貞国判物 貞国 草壁平次郎 27 260
応仁１年10月26日 宗貞国判物 貞国 ｢宛所なし｣ 105 310
応仁１年10月28日 少弐教頼判物 教頼 宗孫次郎 34 380
応仁１年11月９日 宗貞国官途状 貞国 五郎さへもん 61 2490
応仁１年11月９日 宗貞国官途状 貞国 梅野大蔵丞 105 320
応仁１年11月９日 宗貞国官途状 貞国 俵右衛門大夫 61 230
応仁１年11月19日 宗貞国判物 貞国 宗宮内左衛門尉 14 70
応仁１年11月19日 宗貞国判物 貞国 宗宮内左衛門尉 50 71
応仁１年11月19日 宗貞国判物 貞国 大党左近尉 106 751
応仁１年11月19日 宗貞国判物 貞国 豊田彦七郎 97 70

Ⓒ2010 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



〈 〉 ｢宗家判物写｣ 所載文書編年目録稿 (渡邉)18

年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応仁１年12月３日 宗貞国判物 貞国 阿比留右衛門三郎 61 4271
(年未詳) ５月６日 宗成職書状 成職 宗右馬亮 96 100
(年未詳) ７月17日 宗成職袖判宗盛直判物 ｢御判成職様｣・宗右

馬助盛直
九郎三郎所 21 220

(年未詳) ７月19日 宗成職書状 成職 扇加賀守 15 91
(年未詳) ７月19日 宗成職書状 成職 扇加賀守 92 530
(年未詳) ７月27日 宗成職袖判判物 ｢御判成職様｣ 衛門三郎・三郎衛門所 20 131
(年未詳) ７月 宗成職袖判判物 (成職花押) 衛門三郎・三郎衛門所 55 511
(年未詳) ８月５日 宗成職袖判判物 ｢御判成職様｣ もきのかま□のところ 92 171
(年未詳) ８月22日 少弐教頼判物 教頼 宗熊王 59 3930
(年未詳) ９月16日 宗成職書状 成職 あひる大せう 61 3871
(年未詳) 11月９日 宗成職書状 成職 惣宮司 13 600
(年未詳) 11月12日 宗成職判物 成職 惣宮司 13 591
(年未詳) 11月15日 宗成職判物 成職 小田宮内さへもん 61 3311
応仁２年１月７日 宗貞国官途状 貞国 宗右衛門大夫 91 110
応仁２年１月７日 宗貞国判物 貞国 宗右衛門大夫 52 361
応仁２年２月９日 宗貞国官途状 貞国 財部掃部助 92 180
応仁２年２月14日 宗貞国判物 貞国 阿比留新右衛門尉 61 4281
応仁２年２月29日 宗貞国判物 貞国 平山備前入道 ５ 191
応仁２年２月29日 宗貞国判物 貞国 平山備前入道 36 521
応仁２年２月29日 宗貞国判物 貞国 平山備前入道 107 371
応仁２年２月日 宗貞国判物 貞国 清玄寺侍者禅師 25 381
応仁２年２月日 宗貞国判物 貞国 清玄寺侍者禅師 32 190
応仁２年２月日 宗貞国判物 貞国 清玄寺侍者禅師 58 120
応仁２年２月日 宗貞国判物 貞国 清玄寺侍者禅師 58 130
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 11 30
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 11 31
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 11 40
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 99 31
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 99 40
応仁２年４月13日 宗茂与寄進状 茂与 永泉寺 99 50
応仁２年４月26日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 ｢宛所無之｣ [嶋山彦八国茂] 101 300

応仁２年４月26日 宗貞国判物 貞国 宗大和守 51 280
応仁２年４月26日 宗貞国判物 貞国 嶋山左馬助 101 301
応仁２年４月26日 宗貞国判物 貞国 嶋山左馬助 101 310
応仁２年６月１日 宗貞国判物 貞国 長留助右衛門 21 81
応仁２年８月15日 宗貞国袖判判物 ｢御判貞国様｣ 新三郎所 21 200
応仁２年10月23日 宗貞国袖判判物 (貞国花押) (宛所無) 61 2450
応仁２年閏10月22日 宗貞国判物 貞国 豊田彦九郎 56 220
応仁２年閏10月晦日 宗貞国判物 貞国 惣宮司慶円房 13 610
応仁２年11月１日 宗貞国判物 貞国 部原彦四郎 93 81
応仁２年11月１日 宗貞国判物 貞国 部原彦四郎 93 90
応仁２年11月６日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)

判物
玄心 梅野彦四郎 59 450

応仁２年11月20日 宗貞国判物 貞国 阿比留平四郎 19 421
応仁２年11月20日 宗貞国判物 貞国 立蔵寺源左衛門 19 240
応仁２年11月22日 盛□判物 盛□ ｢原本曰､ 下ノ

字不読､｣
ふけ三郎さへもん 95 201

応仁２年11月22日 某袖判判物 ｢御判不知｣ 三郎たゆふ 95 210
応仁２年12月11日 宗貞国判物 貞国 宗次 102 331
応仁３年１月11日 宗貞国官途并一字書出 貞国 ｢宛なし｣ 51 1601
応仁３年１月29日 宗貞国判物 貞国 宗与四郎 21 111
応仁３年２月９日 宗貞国判物 貞国 犬塚六郎次郎 50 2300
応仁３年２月９日 少弐頼忠判物 太宰少弐 普光寺 19 761
応仁３年４月11日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 はんねん寺 15 131
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
応仁３年４月11日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 はんねん寺 95 440
応仁３年４月29日 宗貞国判物 貞国 普光寺住持 19 770
応仁３年４月29日 宗貞国判物 貞国 普光寺住持 32 70
応仁３年５月３日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)

判物
玄心 さをの天神姫市命所 59 3130

応仁３年５月３日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)
判物

玄心 佐保ノ天神姫市命所 23 231

応仁３年５月15日 宗貞国判物 貞国 白水彦八郎 20 471
応仁３年５月18日 宗貞国袖判判物 ｢御判貞国様｣ 次郎五郎所 20 560
応仁３年６月11日 宗貞国判物 貞国 西通夜阿比留よりあい・同

ちけちう
52 81

応仁３年６月13日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)
判物

玄心 太郎四郎・兵衛五郎所 59 10

応仁３年６月24日 宗貞国袖判判物 ｢御判貞国様｣ 右馬四郎所 21 341
応仁３年６月吉日 茂広判物 茂広 ｢宛所相分不申｣ 84 190
文明１年８月９日 宗茂与判物 茂与 山下左衛門助 98 141
文明１年９月３日 宗貞国判物 貞国 宗大和守 51 281
文明１年９月３日 宗貞国判物 貞国 俵右衛門大輔 61 231
元明[文明カ]１年９月３
日

宗貞国判物 貞国 白水彦八郎 20 480

文明１年９月７日 宗貞国判物 貞国 宗肥前守 59 3880
文明１年10月18日 森貞判物 森貞 大師堂金剛院 110 30
文明１年11月15日 宗成職判物？ 成職 犬塚六郎次郎 32 111
元明[文明カ]１年11月15
日

宗貞国仮名并一字書出 宗彦七貞国 宗千代鶴丸 59 3910

文明１年12月20日 盛勝判物 盛勝 こもた六郎さへもん 55 300
(年未詳) ３月20日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)

判物
玄心 河野藤七 59 1280

(年未詳) ６月12日 宗 (仁位) 玄心 (盛家)
判物

玄心 すさへかけい 59 3220

文明２年４月２日 宗貞国袖判判物 ｢貞国御袖判｣ ひこ三郎 35 91
文明２年４月５日 宗貞国判物 貞国 宗又六 29 100
文明２年４月７日 宗貞国官途状 貞国 ｢名之字切不相見之｣ 20 481
文明２年４月７日 宗貞国官途状 貞国 宗孫次郎 34 270
文明２年４月８日 宗貞国官途状 貞国 平田彦三郎 101 530
文明２年４月13日 宗貞国官途状 貞国 宗右衛門大夫 52 371
文明２年４月13日 宗貞国官途状 貞国 宗右衛門大夫 91 111
文明２年６月25日 宗貞国判物 貞国 井掃部助 61 1720
文明２年８月20日 宗 (仁位) 職家判物 職家 (宛所無) 25 251
文明２年８月20日 宗 (仁位) 職家判物 職家 (宛所無) 57 120
文明２年８月22日 宗貞国判物 貞国 津江三郎次郎 ８ 71
文明２年８月28日 宗貞国判物 貞国 宗宮内左衛門尉 14 71
文明２年８月日 盛政判物 盛政 宗肥前守知行分 59 4080
文明２年９月５日 宗貞国判物 貞国 昌春侍者 110 180
文明２年10月３日 国茂判物 国茂 赤坂主計允 103 440
文明２年10月13日 宗重宗判物 宗伊予守重宗 竹浦五郎さへもん 61 2610
文明２年11月15日 宗貞国官途状 貞国 白水彦八郎 20 490
文明２年11月22日 宗貞国書状 貞国 宗熊松丸 34 260
文明２年11月22日 宗貞国判物 貞国 円通寺住持 32 40
(年未詳) 10月10日 国茂書状 国茂 宗肥前守 59 4000
文明３年１月11日 宗貞国判物 貞国 周綉監寺 21 70
文明３年３月６日 某判物 (差出無) きんさき大くうしの所 92 310
文明３年３月７日 宗 (仁位) 職家判物 職家 日高彦五郎 59 3600
文明３年３月16日 宗 (仁位) 職家判物 職家 松尾弾正忠 25 140
文明３年３月20日 宗 (仁位) 職家判物 宗四郎職家 森戸兵庫助 34 531
文明３年４月５日 宗職盛判物 職盛 森戸兵庫助 34 530
文明３年４月８日 宗貞国官途状 貞国 草壁助七 61 801
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
文明３年６月17日 宗職盛判物 職盛 宗中務丞 29 151
文明３年６月24日 宗貞国判物 貞国 宗右京助 14 670
文明３年７月２日 宗貞国官途状 貞国 犬塚六郎次郎 50 2310
文明３年７月15日 宗貞国一字書出 貞国 (宛所無) 50 2311
文明３年８月６日 宗 (仁位) 職家判物 職家 松尾弾正忠 58 500
文明３年８月23日 宗 (仁位) 職家判物 職家 波多野右京助 23 291
文明３年８月28日 宗貞国判物 貞国 宗宮内左衛門尉 50 70
文明３年閏８月９日 宗 (仁位) 職家官途状 職家 佐伯小太郎 60 190
文明３年閏８月15日 宗貞国判物 貞国 宗中務少輔 104 811
文明３年閏８月24日 宗 (仁位) 職家判物 職家 梅野左衛門三郎 59 20
文明３年９月10日 宗貞国判物 貞国 早田彦四郎 36 290
文明３年９月23日 宗 (仁位) 職家加冠并

一字書出
職家 宗新左衛門尉 59 2930

文明３年９月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 さをの天神姫一直所 59 3140
文明３年９月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 佐保ノ天神姫一直所 23 221
文明３年11月15日 宗貞国一字書出 貞国 阿比留新右衛門尉 61 4280
文明３年11月15日 宗貞国一字書出 貞国 大党彦次郎 106 741
文明３年11月15日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 梅野鬼房 105 320

文明３年11月15日 宗貞国加冠・仮名并一
字書出

貞国 俵熊徳 104 381

文明３年11月15日 宗貞国官途状 貞国 大党左近丞 106 750
文明３年11月15日 宗貞国官途并一字書出 貞国 龍蔵寺左衛門次郎 19 241
文明３年11月15日 宗貞国判物 貞国 宗中務少輔 104 830
文明３年11月15日 宗貞国判物 貞国 大党彦次郎 106 741
文明３年11月吉日 宗茂与加冠并仮名書出 惟宗朝臣茂与 (宛所無) 28 301
文明３年12月25日 宗 (仁位) 職家判物 職家 日高彦五郎 59 3620
文明３年12月29日 宗 (仁位) 職家判物 職家 日高彦五郎 59 3630
文明４年１月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿ひる彦三郎 59 2230
文明４年９月２日 宗貞国袖判判物 ｢貞国御袖判｣ あさうのさた人 104 410
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 宗助次郎 19 80
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 宗孫太郎 19 30
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 381
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 391
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 400
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 420
文明４年９月２日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 421
文明４年９月29日 宗貞国判物 貞国 宗右馬助 56 150
文明４年10月18日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿比留彦三郎 59 3190
文明４年11月15日 宗貞国袖判判物 ｢御判貞国様｣ 右馬四郎所 21 350
文明４年11月16日 宗 (仁位) 職家寄進状 職家 清玄寺玄松侍者 25 440
文明４年11月16日 宗 (仁位) 職家寄進状 職家 清玄寺玄松侍者 58 150
文明４年12月13日 総上総介某官途状 宗上総介 嶋井藤左衛門尉 36 801
文明５年２月９日 宗貞国判物 貞国 俵長門守 104 430
文明５年３月７日 宗貞国判物 貞国 大掾宮内左衛門尉 61 3701
文明５年３月17日 宗貞国判物 貞国 大拯宮内左衛門尉 13 891
文明５年３月17日 某袖判判物 (花押) 藤ゑもん 61 2240
文明５年６月13日 宗茂勝奉書 茂勝 高尾助右衛門 61 2550
文明５年６月19日 宗貞国判物 貞国 宗右馬太夫 34 271
文明５年６月19日 宗貞国判物 貞国 宗右馬大夫 34 261
文明５年６月29日 宗貞国判物 貞国 宗之次 102 340
文明５年６月29日 宗貞国判物 貞国 嶋山彦八 101 311
文明５年９月14日 宗国清・平山国吉連署

判物
宗九郎右衛門尉国清・
平山主計亮国吉

ほうてつ坊 55 310

文明５年９月16日 宗貞国判物 貞国 国分又次郎 19 130
文明５年９月21日 宗貞国判物 貞国 波多野六郎太郎 60 60
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文明５年11月２日 宗貞国判物 貞国 梯雅楽助 ５ 610
文明５年11月２日 宗貞国判物 貞国 梯雅楽助 107 851
文明５年11月15日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 むろのひやう五恵竹所 54 891
文明５年11月15日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 宗舩党 91 120

文明５年11月15日 宗貞国加冠・仮名并一
字書出

貞国 宗舩之兼 (ママ) 52 370

文明５年11月15日 宗貞国官途状 貞国 宗太郎左衛門尉 102 341
文明５年11月15日 宗貞国官途状 貞国 平山兵衛三郎 59 4440
文明５年11月15日 宗貞国官途并一字書出 貞国 辺原彦四郎 93 91
文明６年２月４日 宗貞国官途状 貞国 宗与三 29 280
文明６年２月４日 宗貞国官途并一字書出 貞国 龍蔵寺弥八 19 330
文明６年２月５日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 26 61
文明６年２月５日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 61 3320
文明６年３月６日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 永泉寺 11 41
文明６年３月６日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 永泉寺 99 30
文明６年閏５月９日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 26 70
文明６年閏５月９日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 61 3330
文明６年７月28日 宗貞国判物 貞国 宗六郎左衛門 51 290
文明６年８月６日 宗 (仁位) 職家判物 職家 (宛所無) 58 230
文明６年８月９日 宗貞国判物 貞国 塩津留主殿助 20 340
文明６年９月13日 宗貞国袖判判物 ｢御半貞国様｣ ふき崎ノ中間 26 431
文明６年９月29日 宗貞国判物 貞国 阿比留左衛門五郎 55 140
文明６年10月５日 宗貞国判物 貞国 宗又八 34 280
文明６年 (月日未詳) 宗貞国袖判判物 ｢御半貞国様｣ ｢月日みゑず､ あて所同断｣ 26 440
文明７年９月２日 宗 (佐須) 貞秀官途并

一字書出
宗出羽守貞秀 宗又八 29 160

文明７年10月７日 宗貞国判物 貞国 伊藤治部丞 55 50
文明７年12月８日 宗貞国判物 貞国 如意庵香梅老禅師 19 790
文明７年12月８日 宗貞国判物 貞国 如意庵香梅老禅師 32 71
文明８年３月28日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 金剛院 11 100
文明８年３月28日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 金剛院 99 90
文明８年４月７日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 金剛院智蔵御中 11 101
文明８年４月７日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 金剛院智蔵御中 99 91
文明８年４月11日 宗盛貞 (材盛) 判物 盛貞 齋藤蔵人 61 2790
文明８年４月28日 宗貞国袖判判物 ｢貞国御袖判｣ 彦三郎 35 100
文明８年８月２日 宗貞国判物 貞国 いとせ若さの守 51 1621
文明８年８月２日 宗貞国判物 貞国 伊土瀬若狭守 51 1611
文明８年８月２日 宗貞国判物 貞国 伊土瀬若狭守 51 1620
文明８年９月２日 職続判物 職続 高尾助右衛門尉 61 2601
文明８年11月15日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 庄司彦松 61 901

文明８年12月15日 宗貞国判物 貞国 宗左京亮 16 80
文明８年12月15日 宗貞国判物 貞国 宗左京亮 94 230
文明８年12月21日 宗貞国袖判判物 ｢貞国御袖判｣ くろせ左衛門三郎所 13 741
文明８年12月21日 宗貞国袖判判物 (貞国花押) くろせ左衛門三郎所 61 2320
文明８年12月21日 宗貞国判物 貞国 新宮孫次郎 56 1540
文明９年３月13日 宗貞国判物 貞国 古河山城守 103 1220
文明９年４月15日 宗 (仁位) 職家判物 職家 慶雲庵 59 2760
文明９年６月21日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 ｢宛所無｣ 102 341

文明９年10月26日 宗貞国判物 貞国 酘豆円喜御坊 12 120
文明９年10月26日 宗貞国判物 貞国 酘豆円喜御坊 98 591
文明９年10月26日 宗貞国判物 貞国 酘豆住持円喜御坊 12 111
文明９年10月26日 宗貞国判物 貞国 酘豆住持円喜御坊 32 300
文明９年10月26日 宗貞国判物 貞国 酘豆住持円喜御坊 98 590
文明９年11月１日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 あふきの五郎二郎 54 490
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
文明９年11月１日 宗 (伊奈) 盛弘判物 盛弘 あふきの三郎左衛門せう 54 460
文明９年11月６日 宗義調判物 義調 神宮孫次郎 56 1531
文明９年11月13日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 塩津留虎安 20 420

文明９年11月13日 宗貞国官途状 貞国 塩津留主殿助 20 341
文明９年12月21日 宗貞国袖判判物 (貞国花押) たけのうら五郎さへもんか

所
61 2480

文明10年２月25日 宗貞国判物 貞国 宗兵部大輔 106 1300
文明10年３月９日 宗 (仁位) 職家判物 職家 波多野三郎五郎 59 1990
文明10年３月９日 宗 (仁位) 職家判物 職家 波多野三郎五郎 59 2000
文明10年７月10日 宗 (佐須) 貞秀奉書 宗出羽守貞秀 糸瀬若狭守 51 1631
文明10年７月10日 宗貞国判物 貞国 糸瀬若狭守 51 1630
文明10年８月３日 宗貞国判物 貞国 安心院三郎左衛門尉 50 2480
文明10年８月３日 宗貞国判物 貞国 修行太郎右衛門尉 50 2550
文明10年９月２日 宗貞国判物 貞国 阿比留六郎太郎 110 210
文明10年10月22日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿比留七郎右衛門 24 100
文明10年10月22日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿比留七郎衛門 59 2570
文明10年12月９日 宗新次郎尚盛判物 宗新次郎尚盛 宗治部少輔 106 1371
文明10年12月12日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 部原虎房 93 91

文明10年12月17日 宗 (仁位) 職家判物 職家 すさいついた地 59 3200
文明10年12月18日 宗材盛袖判加冠并仮名

書出
(材盛花押) 千代徳か所 61 2481

文明11年３月９日 宗 (佐須) 貞秀判物 宗出羽守貞秀 白水大炊助 20 510
文明11年３月29日 宗貞国袖判加冠并仮名

書出
｢御判貞国様｣ 田口彦次郎 21 321

文明11年４月11日 やすむら房家・のかミ
景郷連署書状

やすむらかわち守ふ
さいゑ・のかミひせ
ん守かけさと

たいしうたけのうら五郎さ
へもん

61 2570

文明11年４月12日 やすむら房家・野かミ
景郷連署書状

やすむら河内守友家
[房家カ]・野かミ備
前守景郷

たいしう竹のうら五郎左衛
門

61 2580

文明11年４月12日 やすむら房家・野かミ
景郷連署書状

やすむら河内守友家
[房家カ]・野かミ備
前守景郷

対州竹浦五郎左衛門 61 2590

文明11年５月10日 宗貞国判物 貞国 白水彦太 20 491
文明11年９月日 宗 (伊奈) 茂次判物 茂次 (宛所無) 54 641
(文明11年) 閏９月20日 宗貞国判物 貞国 香梅院当住持 110 170
文明11年11月15日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 宗朔 104 831

文明11年11月25日 野かミ景郷書状 野かミ備前守景郷 対馬船頭高尾五郎左衛門尉 61 2600
文明11年11月日 宗盛貞 (材盛) 官途并

一字書出
盛貞 安心院源六 50 2591

文明11年12月８日 宗貞国判物 貞国 宗彦九郎 51 291
天明[文明]12年２月６日 宗 (佐須) 貞秀判物 貞秀 佐護三位坊所 84 411
文明12年８月22日 宗貞国判物 貞国 薦田修理亮 55 330
文明12年８月22日 道久判物 道久 (宛所無) 60 70
文明12年８月24日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 平山福三郎 59 4450

文明12年10月17日 宗 (仁位) 職家判物 職家 河野左馬助 59 1460
文明12年11月６日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿飛留八郎左衛門 59 2240
文明12年11月15日 宗国政判物 宗しやうげん国政 こもたしゆり之助 55 320
文明12年11月27日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 豊田徳三郎 97 71

文明13年２月５日 宗貞国官途并一字書出 貞国 湯浅彦四郎 ７ 71
文明13年２月23日 宗 (佐須) 貞秀判物 貞秀 小嶋太郎左衛門尉 12 71
文明13年２月23日 宗 (佐須) 貞秀判物 貞秀 小嶋太郎左衛門尉 98 460
文明13年６月12日 宗貞国判物 貞国 古河治部少輔 103 1231
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
文明13年６月12日 宗貞国判物 貞国 古河治部少輔 103 1241
文明13年８月10日 宗 (佐須) 貞秀判物 宗出羽守貞秀 酘豆住持御坊 98 550
文明13年８月10日 宗 (佐須) 貞秀奉書 宗出羽守貞秀 酘豆郡住持之坊 12 90
文明13年８月22日 宗 (佐須) 貞秀奉書 貞秀 かれうの民部房 13 981
文明13年８月22日 宗 (佐須) 貞秀奉書 貞秀 かれうの民部房 20 181
文明13年８月22日 宗 (佐須) 貞秀奉書 貞秀 新五郎所 21 231
文明13年10月15日 宗 (豊崎) 盛俊判物 盛俊 ｢名字切不見之｣ 彦八郎 20 531
文明13年10月21日 宗 (佐須) 貞秀奉書 宗出羽守貞秀 阿比留出雲守 19 471
文明13年11月10日 宗貞国判物 貞国 古河治部少輔 103 1221
文明13年11月10日 宗貞国判物 貞国 古河治部少輔 103 1230
文明13年11月10日 宗貞国判物 貞国 古河治部少輔 103 1250
文明13年11月15日 宗 (仁位) 職家判物 職家 はたの主計允 60 80
文明13年11月日 宗 (佐須) 貞秀判物 宗出羽守貞秀 草壁助七 61 820
文明13年11月日 宗 (佐須) 貞秀判物 宗出羽守貞秀 草壁助七 61 821
文明13年11月日 宗貞国判物 貞国 草壁助七 61 811
文明14年２月22日 宗茂春判物 宗上野守茂春 室ひやうこ 54 871
文明14年２月22日 宗茂春判物 茂春 室ひやうこ 54 890
文明14年２月日 宗貞国判物 貞国 荒木四郎左衛門尉 55 570
文明14年11月15日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 宗初房 29 290

文明15年１月８日 宗盛貞 (材盛) 加冠并
一字書出

盛貞 故藤万次郎 51 1510

文明15年３月８日 宗貞国判物 貞国 赤木次郎左衛門尉 106 950
文明15年３月12日 宗 (仁位) 職家判物 職家 まわりさへもん七郎所 59 2450
文明15年３月17日 宗貞国判物 貞国 大掾宮内左衛門尉 61 3710
文明15年６月10日 宗 (仁位) 職家判物 職家 慶雲庵 59 2770
文明15年６月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿比留彦七郎 59 3210
文明15年６月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 梅野百徳 24 40
文明15年６月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 梅野百徳 59 460
文明15年７月10日 宗 (仁位) 職家判物 職家 (宛所無) 25 220
文明15年７月10日 宗 (仁位) 職家判物 職家 (宛所無) 58 280
文明15年７月23日 宗茂勝奉書 茂勝 新宮孫次郎 56 1541
文明15年７月26日 宗貞国判物 貞国 宗房 51 300
文明15年８月11日 宗貞国判物 貞国 津江右京亮 ８ 61
文明15年10月20日 宗 (仁位) 職家判物 職家 阿飛留八郎左衛門 59 2250
文明16年７月５日 宗貞国判物 貞国 惣宮司坊 13 611
文明16年７月５日 宗茂勝奉書 宗兵部少輔茂勝 惣宮司御坊 13 451
文明16年８月22日 宗 (仁位) 職家判物 職家 にのこほり之内さをの天神

宮ミやうふかた
59 3160

文明16年８月22日 宗 (仁位) 職家判物 職家 にのこほり之内さをの天神
宮ミやうふのかたへ

23 230

文明16年10月１日 貞俊判物 貞俊 すかのゑもん四郎所 37 60
文明16年10月１日 貞俊判物 貞俊 すかのゑもん四郎所 51 821
文明16年10月４日 宗盛秀・桟敷原茂家連

署判物
宗右馬亮盛秀・桟敷
原兵庫助茂家

宗大学・宗中務 51 541

文明16年11月８日 宗盛貞 (材盛) 仮名并
一字書出

盛貞 財部初房 16 340

文明16年11月８日 宗盛貞 (材盛) 仮名并
一字書出

盛貞 財部初房 94 880

文明17年９月20日 宗 (仁位) 職家判物 職家 大ちろもけこし所 60 770
文明18年２月18日 宗 (伊奈) 茂次判物 茂次 ぬたしんさへもん 54 1340
文明18年２月18日 宗成職袖判？宗 (伊奈)

茂次判物
｢御判成職様御判｣・
茂次

ぬた志んさへもん 94 740

文明18年６月１日 宗彦判物 宗彦 ｢原本闕｣ こミやのひこ三郎・宗ゑつ
中入道

94 450

文明18年６月20日 宗盛貞 (材盛) 加冠・
仮名并一字書出

盛貞 宗岩松 14 671
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年 月 日 文 書 名 差 出 宛 所 番 丁
文明18年８月７日 宗茂勝奉書 茂勝 大掾宮内左衛門尉 61 3801
文明18年８月11日 宗 (仁位) 職家仮名書

出
職家 山上太郎右衛門 57 130

文明18年８月11日 宗 (仁位) 職家仮名書
出

職家 山上太郎衛門 25 260

文明18年８月15日 宗貞国官途状 貞国 宗六郎 59 3920
文明18年８月22日 宗茂勝奉書 茂勝 阿比留新右衛門 61 4270
文明18年８月日 宗盛貞 (材盛) 官途并

一字書出
盛貞 宗次郎 29 291

文明18年９月27日 宗 (豊崎) 盛俊加冠・
官途并一字書出

盛俊 須合小太郎 60 790

文明18年９月27日 宗 (豊崎) 盛俊加冠・
官途并一字書出

盛俊 須合小五郎 25 560

文明18年９月日 宗 (伊奈) 茂次判物 茂次 実名次吉ふけの四郎二郎 95 170
文明18年10月12日 宗茂勝奉書 茂勝 惣宮司慶円御坊 13 460
文明18年10月日 宗貞国官途并一字書出 貞国 平山彦四郎 13 751
文明18年10月日 宗貞国官途并一字書出 貞国 平山彦四郎 61 2330
文明19年３月14日 宗貞国判物 貞国 吉野修理亮 61 4191
長享１年５月20日 宗貞国判物 貞国 古藤源左衛門尉 32 141
長享１年５月20日 宗貞国判物 貞国 古藤源左衛門尉 51 1491
長享１年６月３日 宗貞国判物 貞国 ｢宛なし｣ 51 1490
文明19年６月26日 宗 (仁位) 職家判物 職家 ふくれ所 59 30
文明19年６月27日 宗 (仁位) 職家判物 職家 梅野太郎衛門 59 40
長享１年閏11月19日 宗貞国判物 貞国 豊田主計允 56 240
長享１年閏11月29日 宗盛貞 (材盛) 加冠并

官途状
盛貞 磯部左近四郎 16 480

長享１年閏11月29日 宗盛貞 (材盛) 加冠并
官途状

盛貞 磯部左近四郎 94 1050

長享２年１月25日 宗材盛袖判加冠并仮名
書出

｢材盛御袖御判｣ 鬼房丸 101 530

長享２年２月15日 宗貞国袖判茂勝判物 ｢御判貞国様｣・茂勝 琴大宮司所 92 290
長享２年２月15日 宗茂勝判物 茂勝 琴大宮司所 53 60
長享２年２月28日 宗 (仁位) 職家判物 職家 梅野太郎衛門 59 50
長享２年３月６日 宗茂勝判物 茂勝 早田治部左衛門 61 1390
長享２年４月17日 宗国次判物 国次 小田七郎さへもん 61 3411
長享２年５月24日 宗茂勝奉書 茂勝 新五郎所 21 240
長享２年９月19日 宗盛貞 (材盛) 加冠・

仮名并一字書出
盛貞 宗太郎 14 571

長享２年９月19日 宗盛貞 (材盛) 加冠・
仮名并一字書出

盛貞 宗太郎 50 1731

長享２年11月15日 宗貞国袖判判物 ｢御判貞国様｣ 彦三郎所 21 351
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