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史 料 紹 介

「宗家判物写」所載文書編年目録稿（続）
渡　邉　正　男

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、『紀要』第20号に掲載
した「目録稿」の続編である。ただし、紙幅の都合上、前稿に続く長享 3 （1489）年から、宗
晴康の没する永禄 6 （1563）年まで（全8353件中2193件）を掲載するにとどめた。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
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。下から 1 桁目（十進法の一の位）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は順次 2・3 …として示し、
丁数は下から 2 桁目（十進法の十の位）以上で示した。
例　第135丁表 1350

第135丁裏　　　　　　　　　1351
第135丁に挟み込まれた文書　1352

※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
長享３年１月28日 宗盛貞（材盛）加冠・

仮名并一字書出
盛貞 宗房丸 51 301

長享３年２月25日 宗茂勝判物 伊与守「判茂勝判同
前」

惣宮司慶円御坊 13 470

長享３年９月11日 宗茂勝奉書 宗伊予守茂勝 豊田三郎 97 111
延徳１年10月10日 宗国満・俵職幸・徳家

勝俊連署判物
宗修理助国満・俵中
務助職幸・徳家縫助
勝俊

龍蔵寺等才御方 61 1480

延徳１年11月７日 宗貞国判物 貞国 井次郎三郎・井次郎 61 1241
延徳１年11月７日 宗貞国判物 貞国 井次郎太郎 27 150
長享３年11月16日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 白水米次郎丸 20 670

長享３年11月16日 宗茂勝判物 宗伊予守茂勝 普光寺寿蔵司禅師 19 780
（年未詳）６月５日 宗盛貞（材盛）書状 盛貞 宗伯耆守 52 321
（年未詳）６月５日 宗盛貞（材盛）書状 盛貞 宗伯耆守 91 131
（年未詳）６月８日 宗盛貞（材盛）書状 盛貞 宗伯耆守 91 140
（年未詳）６月８日 宗盛貞（材盛）判物 盛貞 宗伯耆守 52 301
（年未詳）６月９日 宗盛貞（材盛）書状 盛貞 宗伯耆守 52 311
（年未詳）６月28日 宗盛貞（材盛）書状 盛貞 宗石見守・宗伯耆守 52 310
（年未詳）11月４日 宗盛貞（材盛）加冠・

仮名并一字書出
盛貞 龍蔵寺十郎 19 310

（年未詳）11月13日 宗盛貞（材盛）加冠并
一字書出

盛貞 宗乙丸 14 520

（年未詳）11月13日 宗盛貞（材盛）加冠并
一字書出

盛貞 宗乙丸 50 910

（年未詳）11月15日 宗盛貞（材盛）加冠・
仮名并一字書出

盛貞 俵百房 61 4351

延徳２年２月26日 宗貞弘加冠・仮名并一
字書出

貞弘 武末彦松丸 37 120

延徳２年４月７日 宗貞国判物 貞国 平山彦五郎 20 230
延徳２年７月７日 宗貞国判物 貞国 俵大隅守 61 260
延徳２年閏８月21日 宗貞国判物 貞国 宗弥六 16 81
延徳２年閏８月21日 宗貞国判物 貞国 宗弥六 94 231
延徳２年９月11日 宗茂勝判物 茂勝 住吉　ミやうふかろいか所 61 540
延徳２年11月５日 宗貞国判物 貞国 龍蔵寺当住等安公 27 200
延徳２年11月15日 宗材盛官途状 材盛 俵中務少輔 61 261
延徳２年11月15日 宗貞国官途状 貞国 国分又二郎 19 670
延徳２年11月15日 宗貞国官途状 貞国 宗又八 34 290
延徳２年11月15日 宗貞国官途状 貞国 梅野新左衛門尉 105 321
延徳２年11月15日 宗貞国判物 貞国 龍蔵寺当住　等掌公 61 1440
延徳２年11月15日 宗茂勝一字書出 茂勝 宗隼人佐 29 161
延徳２年11月日 宗（仁位）職家判物 職家 日高左衛門五郎 60 810
延徳２年12月９日 宗貞国官途状 貞国 平山総次郎 59 4460
延徳２年12月19日 宗茂勝判物 茂勝 国分三郎左衛門尉・国分又

次郎
55 200

延徳２年12月日 宗（仁位）職家仮名書
出

職家 秦彦二郎 60 1120

延徳２年12月日 宗（仁位）職家官途状 職家 佐伯小太郎 60 200
延徳２年12月日 宗（仁位）職家官途状 職家 秦彦八 60 90

（年未詳）６月11日 宗（仁位）職家加冠并
一字書出

職家 日高彦五郎 59 3590

（年未詳）10月８日 宗（仁位）職家判物 職家 大ちろもけこし所 60 780
延徳３年１月30日 貞職仮名并一字書出 貞職 あふきのつるまつ 25 510
延徳３年１月30日 貞職仮名并一字書出 貞職 あふきのつるまつ 54 710
延徳３年１月30日 貞職仮名并一字書出 貞職 あふきのつるまつ 92 541
延徳３年２月５日 宗材盛官途并一字書出 材盛 泰彦四郎 55 51
延徳３年２月11日 宗茂勝判物 宗伊予守茂勝 龍蔵寺侍者禅師 27 220
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
延徳３年２月11日 宗茂勝判物 宗伊予守茂勝 龍蔵寺侍者禅師 61 1450
延徳３年３月７日 国続判物 国続 扇彦右衛門 54 290
延徳３年３月28日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 神崎亀丸 51 690

延徳３年６月17日 国続判物 国つく かなとくミやうふ・宗用四
郎

59 2470

延徳３年８月５日 宗材盛官途状 材盛 小宮四郎 16 561
延徳３年８月５日 宗材盛官途状 材盛 小宮四郎 94 1170
延徳３年８月30日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 西郷大千丸 21 151

延徳３年９月２日 宗貞国判物 貞国 安藤長門守 19 521
延徳３年９月27日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 薗田才松 51 61

延徳３年11月15日 宗（佐須）貞秀奉書 宗出羽守貞秀 草壁平次郎 27 261
延徳３年11月15日 宗貞国官途状 貞国 澤田治部左衛門尉 61 1381
延徳３年11月19日 宗（佐須）貞秀奉書 宗出羽守貞秀 草鹿部平次郎 61 1300
延徳３年11月19日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 庄司法師丸 61 3040

（年未詳）11月７日 宗（佐須）貞秀書状 貞秀 宗肥前守 59 4010
（年月日未詳） 国続判物 国続 「原本曰、あて所ナシ、」 97 380
延徳４年１月22日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗又王丸 104 840

延徳４年２月10日 宗貞国一字書出 貞国 宗式部少輔 16 211
延徳４年２月10日 宗貞国一字書出 貞国 宗式部少輔 94 790
延徳４年２月15日 宗茂勝判物 宗伊予守茂勝 如意庵長老侍者禅師 19 800
延徳４年６月７日 宗盛順（義盛）一字書

出
盛順 嶋山彦九郎 101 320

延徳４年８月21日 某判物 「御名乗不相知」（花
押）

にしやまとうさへもん 54 750

延徳４年８月21日 某判物 「原本曰、名乗り無
之、」

にしやまとうさへもん 93 191

延徳４年10月５日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 神崎若房丸 ５ 460

延徳４年10月５日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 神崎若房丸 107 680

延徳４年10月７日 宗（仁位）職家判物 職家 けいうんあん侍者中 59 2780
延徳４年11月26日 宗貞国官途状 貞国 塚和助左衛門尉 34 401

（年未詳）１月７日 宗貞国判物 平貞国 彦山梅本加賀公 33 30
（年未詳）１月19日 宗貞国書状 貞国 惣宮司坊 13 621
（年未詳）２月23日 宗貞国袖判判物 （貞国花押） 「宛所無之」 55 150
（年未詳）３月29日 宗貞国書状 貞国 扇加賀守 15 90
（年未詳）３月29日 宗貞国書状 貞国 扇加賀守 92 531
（年未詳）５月３日 宗貞国書状 貞国 宗はりまの守 31 181
（年未詳）５月７日 宗貞国書状 貞国 宗はりまの守 31 101
（年未詳）６月19日 宗貞国書状 貞国 宗筑前守 106 1301
（年未詳）６月24日 宗貞国判物 貞国 宗右衛門太夫 91 121
（年未詳）６月24日 宗貞国判物 貞国 宗右衛門大夫 52 380
（年未詳）６月24日 宗貞国判物 貞国 福嶋越前守 56 1070
（年未詳）６月25日 宗貞国判物 貞国 宗右衛門尉 56 531
（年未詳）７月21日 宗貞国書状 貞国 宗宮内左衛門尉 50 80
（年未詳）７月21日 宗貞国書状 貞国 宗宮内左衛門尉 105 1101
（年未詳）７月24日 宗貞国書状 貞国 宗伯耆守・宗石見守・宗左

馬助
52 381

（年未詳）７月24日 宗貞国書状 貞国 宗伯耆守・宗石見守・宗左
馬助

91 120

（年未詳）８月１日 宗貞国書状 貞国 惣宮司御坊 13 620
（年未詳）８月２日 宗貞国書状 貞国 宗筑前守 105 531
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）８月21日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 61 3340
（年未詳）８月22日 宗貞国判物 貞国 小田豊前守 61 3331
（年未詳）８月23日 宗貞国判物 貞国 薗田歳松丸 51 60
（年未詳）８月24日 宗貞国書状 貞国 中はらの志ゆりすけ 103 710
（年未詳）９月23日 宗貞国書状 貞国 宗大和守 51 401
（年未詳）10月23日 宗貞国書状 貞国 宗肥前守 31 110
（年未詳）11月13日 宗貞国書状 貞国 宗肥前守 31 120
（年未詳）11月15日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 安藤彦犬 19 570

（年未詳）11月15日 宗貞国加冠・仮名并一
字書出

貞国 赤木徳 106 950

（年未詳）11月15日 宗貞国官途状 貞国 安藤平次 19 571
（年未詳）11月15日 宗貞国官途状 貞国 庄司七郎左衛門尉 61 900
（年未詳）11月15日 宗貞国官途并一字書出 貞国 嶋山彦八 101 301
（年未詳）11月15日 宗貞国袖判仮名書出 （貞国花押） 兵衛太郎 55 520
（年未詳）11月15日 宗貞国袖判加冠并仮名

書出
「御判貞国様」 初坊か所 21 330

（年未詳）11月15日 宗貞国袖判官途状 「御判貞国様」 藤太郎 20 140
（年未詳）11月15日 宗貞国判物（前欠） 貞国 おたふせん・おたかうつけ

守・おたたいかく・おたさ
へもん大夫・おたうきやう
助・おたひせん守・おたと
のもの守・おた彦五郎・お
た中務丞・おたうねめ亮・
おた五郎左衛門尉・おたし
きふ丞

61 3421

（年未詳）11月24日 宗貞国加冠・仮名并一
字書出

貞国 国分十郎 19 680

（年未詳）11月24日 宗貞国官途状 貞国 国分彦太郎 55 270
（年未詳）11月25日 宗貞国書状 貞国 総宮司坊 13 630
（年未詳）11月30日 宗貞国加冠・仮名并一

字書出
貞国 平山乙次郎 20 261

（年月日未詳） 宗貞国奉加帳 「貞国様御判有之」 （宛所無） 12 18
（年月日未詳） 宗貞国奉加帳 「貞国様御判有之」 （宛所無） 98 660
明応２年２月19日 宗材盛官途状 材盛 庄司彦四郎 61 911
明応２年３月22日 宗（仁位）職家判物 職家 （宛所無） 60 960
明応２年６月16日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 宗福王丸 84 370

明応２年６月28日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 犬塚尉丸 50 2320

明応２年８月22日 宗（仁位）職家判物 職家 梅野左衛門佐 36 721
明応２年11月14日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 小田米房丸 26 80

明応２年11月14日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 小田米房丸 61 3341

明応２年12月21日 宗材盛官途状 材盛 赤木又次郎 35 101
明応３年４月11日 宗材盛袖判貞職判物 （材盛花押カ）・貞職 五郎さへもん 54 51
明応３年４月11日 宗材盛袖判貞職判物 「御判材盛様」・貞職 五郎さへもん 97 390
明応３年８月７日 宗（仁位）職家判物 職家 大ちろもけこしの所 25 561
明応３年11月15日 宗（仁位）盛家官途状？ 盛家 山上太郎右衛門 25 261
明応３年11月15日 宗（仁位）盛家官途状？ 盛家 山上太郎右衛門 57 140
明応３年11月15日 宗（豊崎）盛俊加冠・

官途并一字書出
盛俊 宗二 51 311

明応３年11月15日 宗材盛仮名書出 材盛 初村又四郎・盛清 29 261
明応３年11月15日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 犬塚初房 19 700

明応３年11月15日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 犬塚初房 59 1080
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
明応３年11月15日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 俵登々熊丸 104 431

明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 井掃部助 61 1730
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 財部七郎 16 331
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 財部七郎 94 880
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗右衛門尉盛家・宗九郎次

郎
96 110

明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗宮内さ衛門尉 14 80
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗宮内左衛門尉 50 81
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗次郎 29 300
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗次郎左衛門尉 61 1620
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗大学助 51 310
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗彦四郎 14 580
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 宗彦四郎 50 1740
明応３年11月15日 宗材盛官途状 材盛 内山左衛門助 106 1100
明応３年11月15日 宗材盛判物 材盛 草壁土佐守 61 810
明応３年12月11日 宗材盛官途状 材盛 小宮三郎 94 470
明応３年12月11日 宗茂勝判物 茂勝 扇彦右衛門尉 97 320
明応３年12月11日 宗茂勝判物 茂勝 扇彦右衛門尉所 54 240
明応３年12月13日 宗材盛官途状 材盛 龍蔵寺三郎次郎 19 250
明応３年12月15日 宗材盛加冠并一字書出 材盛 神崎亀徳丸 51 691
明応３年12月29日 宗材盛判物 材盛 宗安房守 104 841
明応４年１月17日 宗材盛官途并一字書出 材盛 扇彦次郎 50 2431
明応４年２月１日 宗材盛官途状 材盛 藤小次郎 61 1040
明応４年２月１日 宗材盛官途状 材盛 藤小次郎 109 50
明応４年３月16日 宗材盛官途状 材盛 小藤源次 51 1500
明応４年３月16日 宗盛貞（材盛）判物？ 盛貞 古藤源次 51 1501
明応４年６月15日 宗貞弘官途并一字書出 貞弘 網代宮内太郎 51 151
明応４年９月29日 某袖判判物 （花押） 九郎さへもん 54 1081
明応４年11月27日 宗材盛官途状 材盛 小藤三郎四郎 51 1930
明応４年12月７日 宗茂勝判物 宗伊与守茂勝 藤徳鬼丸 109 200
明応４年12月17日 宗茂勝判物 宗伊予守茂勝 藤徳鬼丸 61 1161

（年未詳）６月17日 宗茂勝書状 茂勝 小田ふせん守（豊前守） 61 3420
（年未詳）７月30日 宗茂勝書状 茂勝 惣宮司坊御同宿中 13 471
明応５年２月25日 宗材盛官途状 材盛 扇七郎次郎 16 631
明応５年２月25日 宗材盛官途状 材盛 扇七郎次郎 94 1180
明応５年３月17日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗靏房丸 19 40

明応５年10月晦日 宗（仁位）職家判物 職家 きやうむ二郎所 60 820
明応５年11月13日 宗材盛官途并一字書出 材盛 宗又六 29 101
明応６年２月５日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 そうひこ 94 651
明応６年４月１日 宗材盛加冠・仮名并一

字書出
材盛 扇千代法師丸 54 300

明応６年12月９日 宗（佐須）国親判物 宗兵部少輔国親 如意庵侍者禅師 19 810
（年未詳）３月20日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 （宛所無） 54 711
（年未詳）３月20日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 あふきのよ二郎 17 30
（年未詳）３月20日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 あふきのよ二郎 92 551
（年未詳）６月23日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 あきの太かうく 54 740
（年未詳）６月23日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 あきの太かと 17 31
（年未詳）６月23日 宗（伊奈）茂次判物 茂次 あきの太かと 92 560
明応７年４月15日 宗（佐須）国親判物 国親 扇彦右衛門 97 301
明応７年４月15日 宗（佐須）国親判物 国親 扇彦右衛門尉 54 241
明応７年４月26日 宗（仁位）職家官途并

一字書出
平朝臣職家 平郷彦太郎 23 30

明応７年４月26日 宗（仁位）職家官途并
一字書出

平朝臣職家 平郷彦太郎 59 3510
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
明応７年５月21日 某袖判某判物 「原本曰、判不知」・

「原本曰、名無之候、」
こミやのはうきの守 94 610

明応７年６月23日 宗（佐須）国親奉書 宗兵部少輔国親 早田四郎左衛門 61 1391
明応７年11月４日 宗（佐須）国親判物 宗兵部少輔国親 東月寺侍者禅師 32 90
明応７年11月15日 宗材盛官途状 材盛 豊田彦太郎 27 40
明応７年11月15日 宗材盛官途状 （材盛花押） 豊田彦太郎 61 200
明応８年１月23日 宗（佐須）国親判物 国親 阿比留新右衛門尉 21 241
明応８年９月７日 貞職判物 貞職 いいのたいせんのすけ 96 210
明応９年２月30日 宗盛永（盛長）判物 宗安房守盛永 とよむら洲河掃部助 50 1541
明応９年４月23日 宗（佐須）国親奉書 国親 大党左近大夫 106 801
明応９年４月23日 宗（佐須）国親奉書 国親 大党彦次郎 106 811
明応９年４月日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 多々十郎 20 30

明応９年６月14日 宗（佐須）国親奉書 国親 早田太郎左衛門尉 36 291
明応９年８月24日 宗（佐須）国親判物 宗兵部少輔国親 宗彦右衛門尉 30 20
明応９年12月13日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 豊田犬徳丸 97 80

明応９年12月28日 宗材盛官途状 材盛 小田彦五郎 26 71
明応９年12月28日 宗材盛官途状 材盛 小田彦五郎 61 3350
明応10年４月11日 宗（伊奈）茂次加冠・

仮名并一字書出
茂次 扇代松丸 97 310

明応10年４月11日 宗（伊奈）茂次加冠・
仮名并一字書出

茂次 扇代松丸 54 301

文亀１年閏６月12日 宗（佐須）国親加冠并
官途状

国親 平山彦四郎 61 2331

文亀１年閏６月日 宗（仁位）職家判物 職家 （宛所無） 31 30
文亀１年閏６月日 宗（仁位）職家判物 職家 阿比留六郎 31 31
文亀１年８月13日 宗（佐須）国親判物 国親 かし大ミやう神　ミやうふ

の所
13 1051

文亀１年８月13日 宗（佐須）国親判物 国親 かし大ミやう神　ミやうふ
の所

61 1880

文亀１年８月14日 宗（佐須）国親判物 国親 かれう預民部房所 13 1000
文亀１年８月14日 宗（佐須）国親奉書 国親 □□〔かれう預〕民部房所 20 190
文亀１年11月15日 宗盛順（義盛）官途并

一字書出
盛順 藤彦九郎 10 150

文亀１年11月15日 宗盛順（義盛）官途并
一字書出

盛順 藤彦九郎 61 1220

文亀１年11月15日 宗盛順（義盛）官途并
一字書出

盛順 藤彦九郎 109 250

明応10年11月16日 宗材盛加冠・仮名并一
字書出

材盛 塩津留熊丞丸 20 350

文亀１年12月30日 宗盛順（義盛）仮名并
一字書出

盛順 国分又次郎 19 621

文亀２年１月４日 宗（仁位）職家寄進状 職家 （宛所無） 25 171
文亀２年１月日 宗（仁位）職家寄進状 職家 （宛所無） 32 200
文亀２年１月日 宗（仁位）職家寄進状 職家 （宛所無） 58 240
文亀２年２月28日 宗（佐須）国親奉書 宗兵部少輔国親 佐護三位房所 56 1300
文亀２年４月15日 宗貞弘官途状 貞弘 生司彦三郎 51 991
文亀２年８月日 宗（仁位）職家名乗状 宗民部少輔職家 平井三郎右衛門 59 4170

（年未詳）５月４日 宗貞弘判物 貞弘 阿比留七郎さへもん・阿比
留兵部丞・阿比留佐衛門尉

52 110

（年未詳）６月17日 宗（仁位）職家書状 職家 宗伯耆守 91 1560
文亀３年８月16日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗宮房丸 98 170

文亀３年11月15日 宗盛順（義盛）仮名書
出

盛順 大嶋弥次郎 106 660

文亀３年11月15日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 因犬房丸 34 141
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
文亀４年４月22日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 神崎徳太郎 51 741

文亀４年６月16日 宗（佐須）国親奉書 宗兵部少輔国親 小田宮内大輔・同御宿老中 61 3351
文亀４年６月25日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 藤相房丸 10 100

文亀４年６月25日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 藤相房丸 61 1091

文亀４年６月25日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 藤相房丸 109 110

永正１年11月４日 宗（佐須）国親判物 国親 黒瀬平山彦次郎 13 820
永正１年11月４日 宗（佐須）国親判物 国親 黒瀬平山彦次郎 61 2340
文亀４年11月15日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 龍蔵寺十郎丸 19 331

文亀４年12月26日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 庄司諸丸 61 931

永正２年２月３日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 吉野千代得丸 ８ 280

正永〔永正〕２年２月３日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 吉野千代得丸 33 100

永正２年２月17日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 多田鬼とく九〔丸カ〕 20 31

永正２年３月20日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 扇五郎 54 310

永正２年10月22日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 豊田松丸 54 920

永正２年10月22日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 豊田松丸 95 491

永正２年11月15日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 立造寺徳房丸 ７ 31

永正２年12月11日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 小嶋小房丸 98 240

永正３年２月30日 唐坊盛廉判物 唐坊治部少輔盛廉 宗右馬允 57 550
永正３年４月８日 職永判物 職永 宗弥次郎 104 971
永正３年６月10日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 小田徳亀丸 34 100

永正３年６月12日 宗材盛官途并一字書出 材盛 草壁彦九郎 61 830
永正３年６月27日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗八郎 84 560
永正３年６月28日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 庄司孫二郎 61 3051
永正３年６月28日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 嶋山彦九郎 101 321
永正３年７月１日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗房丸 25 30

永正３年７月１日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 宗房丸 57 540

永正３年８月14日 宗（佐須）国親加冠・
仮名并一字書出

国親 長留千代松丸 21 60

永正３年８月14日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 因塚次郎丸 20 431

永正３年８月14日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 因塚二郎丸 55 60

永正３年８月14日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 辺原房丸 93 100

永正３年８月16日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 北嶋太郎丸 55 650

永正３年８月28日 盛弘加冠・仮名并一字
書出

盛弘 庄司千代桑丸 51 1000

永正３年９月23日 宗盛順（義盛）判物 盛順 宗安房守 104 850
永正３年９月29日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 懸橋新次郎 ５ 611
永正３年９月29日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 懸橋新次郎 107 860
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正３年10月９日 宗（佐須）国親加冠・

仮名并一字書出
国親 平山太郎法師 61 2350

永正３年10月24日 宗（仁位）貞信仮名并
一字書出

貞信 まつ一丸 59 2360

永正３年11月20日 宗（佐須）国親判物 国親 新宮孫四郎 56 1520
永正３年閏11月９日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 小宮彦三郎 94 381
永正３年12月27日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗房丸 29 231

（年未詳）４月７日 宗材盛書状 材盛 宗播磨守・宗石見守 84 170
（年未詳）４月29日 宗材盛書状 材盛 神崎甚六 51 700
（年未詳）11月12日 宗材盛書状 材盛 宗左衛門太夫 91 141
（年未詳）11月15日 宗材盛官途状 材盛 国分又次郎 19 681
永正４年６月２日 宗（仁位）貞信判物 貞信 渡海宮司宝善坊 58 290
永正４年６月２日 宗（仁位）貞信判物 貞信 渡海宮司宝善房 25 221
永正４年８月13日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗左馬助 84 180
永正４年８月14日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 北嶋乙房丸 55 651

永正４年８月16日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 阿比留彦尉丸 19 430

永正４年９月25日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 早田二郎五郎 54 60
永正４年９月25日 宗貞顕判物 貞顕 早田二郎五郎 97 391
永正４年11月15日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 阿比留又犬丸 59 2560

永正４年11月24日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 扇せう「原本、下虫喰不見、」 92 770

永正４年11月24日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 扇せう□□□ 17 401

永正５年２月６日 宗盛順（義盛）加冠并
一字書出

盛順 宗神松丸 84 570

永正５年２月20日 盛弘判物 盛弘 宗房丸 50 911
永正５年３月５日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 草壁松二郎丸 27 80

永正５年３月29日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 宗渡之房丸 84 511

永正５年６月３日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 ひやうへ四郎 30 140
永正５年６月６日 盛弘加冠・仮名并一字

書出
盛弘 「宛なし」 51 160

永正５年８月９日 宗（仁位）貞信一字書
出

貞信 森屋五右衛門 59 210

永正５年８月15日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 小藤永楽丸 51 1931

永正５年９月16日 宗盛順（義盛）判物 盛順 俵主殿助 104 440
永正５年９月22日 宗（佐須）国親奉書 国親 宗右衛門尉 96 121
永正５年11月２日 宗盛門仮名并一字書出 盛門 日高三郎右衛門 60 840
永正５年11月２日 宗盛門仮名并一字書出 盛門 日高三郎左衛門 23 81
永正５年11月20日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宮〔宗カ〕太郎丸 14 81

永正５年11月20日 宗盛順（義盛）加冠并
一字書出

盛順 宗太郎丸 50 130

永正５年11月20日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗六郎太郎 50 121
永正５年11月 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗六郎太郎 14 90
永正５年12月２日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 宗菟三郎丸 96 110

永正６年２月12日 宗（仁位）貞信判物 貞信 日高三郎右衛門尉 60 850
永正６年６月21日 宗盛順（義盛）加冠・

仮名并一字書出
盛順 白水彦犬丸 20 671

永正６年８月２日 宗国通加冠・仮名并一
字書出

国通 河野八郎房丸 23 410
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正６年８月２日 宗国通加冠・仮名并一

字書出
国通 宗宮徳丸 60 280

永正６年８月２日 宗国通加冠并官途状 国通 河野二郎兵衛 23 401
永正６年８月３日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 しやうしのけんはの允 17 80
永正６年８月３日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 志やうしのけんはの亮 95 281
永正６年８月10日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗助三郎 51 320
永正６年８月10日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 宗孫六 103 450
永禄〔永正カ〕６年８
月11日

宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 吉野千代徳丸 61 4210

永正６年８月14日 宗盛順（義盛）官途状 盛順 中尾治部左衛門尉 ７ 101
永正６年８月18日 盛弘官途状 盛弘 武末助七 ９ 41
永正６年８月18日 盛弘官途状 盛弘 武末助七 37 121
永正６年８月22日 宗（佐須）国親奉書 国親 小田左馬助 61 3360
永正６年閏８月28日 宗（佐須）国親判物 国親 阿比留左衛門尉 52 120
永正６年10月12日 盛弘加冠・仮名并一字

書出
盛弘 「宛なし」 50 1550

（年未詳）６月21日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 俵亀若丸 27 20

（年未詳）６月21日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 俵亀若丸 61 330

（年未詳）８月14日 宗盛順（義盛）加冠・
仮名并一字書出

盛順 齋藤丞松丸 29 381

（年月日未詳） 宗盛順（義盛）奉加帳 「盛順様御判有之」 （宛所無） 12 18
（年月日未詳） 宗盛順（義盛）奉加帳 「盛順様御判有之」 （宛所無） 98 660
永正７年１月９日 盛弘加冠・仮名并一字

書出
盛弘 安心院三郎丸 50 2600

永正７年５月８日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 早田おと方丸 54 61

永正７年５月８日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞顕 早田おと方丸 97 400

永正７年６月25日 宗盛門加冠・仮名并一
字書出

盛門 阿比留太郎丸 23 181

永正７年６月25日 宗盛門加冠・仮名并一
字書出

盛門 阿比留太郎丸 59 3320

永正７年７月１日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 扇五郎左衛門尉 54 250
永正７年８月14日 宗義盛官途并一字書出 義盛 平山彦四郎 ５ 200
永正７年８月14日 宗義盛官途并一字書出 義盛 平山彦四郎 107 380
永正７年９月２日 宗（佐須）国親判物 国親 清玄寺玄勝蔵司侍者 58 160
永正７年９月２日 宗義盛判物 義盛 清玄寺玄勝蔵司侍者禅師 25 390
永正７年９月２日 宗義盛判物 義盛 清玄寺玄勝蔵司侍者禅師 32 181
永正７年９月２日 宗義盛判物 義盛 清玄寺玄勝蔵司侍者禅師 58 170
永正７年９月２日 某判物 「□□ノ判」 （欠） 58 140
永正７年９月27日 宗盛郷官途并一字書出 盛郷 神宮又太郎 61 1510
永正７年11月３日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 宗彦七郎 84 191
永正７年11月12日 宗義盛加冠・仮名并一

字書出
義盛 宗釈迦房丸 19 90

永正７年11月14日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 小宮ミやほうし丸 16 591

永正７年11月14日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 小宮ミやほうし丸 94 1160

永正７年11月14日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 小宮六郎 16 590
永正７年11月14日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 小宮六郎 94 1151
永正８年５月20日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 しやうし四郎さへもん 92 361
永正８年５月20日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 志やうし四郎さへもん 15 61
永正８年８月14日 宗（佐須）国親奉書 国親 犬塚平左衛門尉 50 2321
永正８年８月14日 宗義盛加冠・仮名并一

字書出
義盛 犬塚熊徳丸 50 2330

永正８年８月14日 宗義盛官途状 義盛 犬塚新六 50 2321
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正８年10月11日 宗盛長判物 盛長 惣宮司坊 13 640
永正８年10月28日 宗（佐須）国親判物 国親 井左馬助 61 1931
永正８年10月28日 宗（佐須）国親判物 国親 井彦八 61 2021
永正８年11月４日 宗盛永（盛長）判物 盛永 ミね長留彦三郎 21 420
永正８年11月27日 宗盛永（盛長）判物 安房守盛永 ミね長留彦三郎 21 421
永正９年３月15日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 草壁松二郎 61 941

永正９年３月27日 某袖判某判物 「花押」・「御半御名
乗不相知」

扇まこ二郎 54 471

永正９年４月19日 宗盛永（盛長）判物 安房守盛永 井手之宿人中 21 430
永正９年７月18日 宗彦三郎判物 宗ひこ三郎 さいとうちふのしよ 28 70
永正９年７月18日 宗彦三郎判物 宗彦三郎 齋藤治部之正 61 2830
永正９年11月15日 宗義盛加冠・仮名并一

字書出
義盛 宗亀松丸 102 351

永正９年12月17日 宗義盛加冠・仮名并一
字書出

義盛 宗新三郎 23 471

永正９年12月17日 宗義盛加冠・仮名并一
字書出

義盛 宗新三郎 60 290

永正10年４月12日 宗貞顕官途并一字書出 貞頭〔貞顕〕 いわた三郎兵衛尉 16 351
永正10年４月12日 宗貞顕官途并一字書出 貞頭〔貞顕〕 いわた三郎兵衛尉 94 900
永昌〔永正〕10年６月
８日

宗盛門判物 盛門 梅野太郎四郎 59 60

永正10年７月１日 宗貞顕判物 貞顕 扇五郎左衛門尉 97 311
永正10年７月30日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 扇五郎左衛門尉 54 491
永正10年８月３日 宗義盛加冠・仮名并一

字書出
義盛 宗朔丸 106 380

永正10年８月14日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 国分ついたち丸 15 411

永正10年８月14日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞頭〔貞顕〕 国分ついたち丸 95 720

永正10年８月16日 宗義盛加冠・仮名并一
字書出

義盛 宗徳次郎丸 19 131

永正10年９月17日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 俵右馬大夫 61 240
永正10年12月23日 宗義盛判物 義盛 宗大膳亮 103 450
永正11年６月13日 宗（仁位）貞信判物 貞信 阿比留掃部助 59 2350
永正11年７月29日 宗（佐須）国親判物 国親 辺原新左衛門尉 93 140
永正11年８月15日 宗（佐須）国親判物 国親 犬房 27 170
永正11年８月15日 宗貞顕加冠・仮名并一

字書出
貞頭〔貞顕〕 米田彦三郎 92 390

永正11年８月16日 宗義盛加冠・仮名并一
字書出

義盛 宗彦房丸 51 30

永正11年８月26日 宗盛門官途状 盛門 梅野太郎四郎 59 70
永正11年11月７日 宗（佐須）国親奉書 国親 宗勘解由允 19 111
永正12年２月15日 宗貞顕加冠・仮名并一

字書出
貞頭〔貞顕〕 扇犬子丸 54 321

永正12年２月15日 宗貞顕加冠・仮名并一
字書出

貞顕 扇犬子丸 97 321

永正12年３月11日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 扇彦右衛門尉 17 321
永正12年３月11日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 扇彦右衛門尉 58 520
永正12年３月11日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 扇彦右衛門尉 92 691
永正12年８月16日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 小田宮内大夫 61 3361
永正12年８月16日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 （宛所無） 61 1361
永正12年８月24日 宗（佐須）国親判物 国親 小田民部左衛門 26 240
永正12年８月24日 宗（佐須）国親判物 国親 小田民部左衛門 61 4450
永正12年９月１日 宗（佐須）国親判物 国親 小田宮内大輔 26 90
永正12年９月１日 宗（佐須）国親判物 国親 小田宮内大輔 61 3180
永正12年11月15日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 中原九郎 103 711
永正12年12月16日 宗義盛官途并一字書出 義盛 （宛所無） 61 1060
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正12年12月16日 宗義盛官途并一字書出 義盛 「名なし」 10 151
永正12年12月16日 宗義盛官途并一字書出 義盛 「名なし」 109 251
永正12年12月23日 宗盛永（盛長）判物 い□の守盛永 たけうらせい五郎 13 1151
永正13年３月13日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 井千代徳丸 27 160
永正13年３月13日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 井千代徳丸 61 1250
永正13年３月13日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 井六郎 27 161
永正13年３月13日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 井六郎 61 1251
永正13年６月18日 宗貞勝加冠・仮名并一

字書出
貞勝 □〔平カ〕馬十郎丸 20 150

永正13年６月18日 宗貞勝加冠・仮名并一
字書出

貞勝 平馬十郎丸 55 530

永正13年６月21日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 塚本弥七郎 34 410
永正13年６月22日 宗（佐須）国親加冠并

一字書出
国親 栗屋彦七 61 1011

永正13年７月３日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 平山神次郎 59 4470
永正13年８月15日 宗（佐須）国親判物 国親 犬房 61 1260
永正13年８月17日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗六郎次郎 51 321
永正13年12月27日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 そうおに丸 16 390
永正13年12月27日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 そうおに丸 94 931
永正13年12月28日 宗盛長官途并一字書出 盛長 川津助太郎 ８ 21
永正14年４月20日 宗（佐須）国親判物 国親 宗七郎 19 190
永正14年４月20日 宗（佐須）国親判物 国親 宗中務少輔 61 1501
永正14年４月21日 宗（佐須）国親判物 国親 宗左衛門大輔 91 1551
永正14年５月27日 盛道官途状 盛道 洲川与三兵衛 50 1590
永正14年６月25日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 宗彦衛門尉 30 31
永正14年８月23日 宗貞顕官途并一字書出 貞顕 阿比留与五郎 97 181
永正14年８月23日 宗貞顕判物 貞顕 阿比留四郎左衛門尉 97 180
永正14年９月23日 宗（佐須）国親奉書 国親 薦田杢左衛門尉 55 340
永正14年10月21日 宗（佐須）国親判物 国親 惣宮司法眼 13 411
永正14年11月１日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗四郎次郎 52 400
永正14年11月１日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗四郎次郎 91 150
永正14年11月５日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 津伯百房丸 60 700

永正14年12月４日 宗（佐須）国親判物 国親 長留与七郎 21 431
永正14年12月７日 宗貞顕加冠并一字書出 貞顕 早田ちよまつ丸 97 511
永正14年12月７日 宗貞顕官途并一字書出 貞顕 早田左衛門尉 97 510
永正14年12月13日 宗義盛一字書出 義盛 津江与三郎 ８ 80
永正14年閏12月22日 宗盛永（盛長）加冠・

仮名并一字書出
盛永 安二郎 60 530

（年未詳）３月13日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 たからへ彦七郎 92 240
（年未詳）６月22日 宗貞顕書状 貞頭〔貞顕〕 扇彦右衛門尉 92 670
（年未詳）６月22日 宗貞顕書状 貞頭〔貞顕〕 扇彦左衛門尉 17 300
（年未詳）６月26日 宗貞顕判物 貞頭〔貞顕〕 早田又太郎 54 50
（年未詳）６月26日 宗貞顕判物 貞顕 早田又太郎 97 401
永正15年８月２日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 俵又六郎 61 270
永正15年８月13日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗九郎次郎 101 330
永正15年８月13日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 嶋山神九郎 101 331
永正15年８月16日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 多々新八 20 40
永正15年９月６日 宗義盛判物 義盛 酘豆住持円喜坊 32 301
永正15年９月６日 宗義盛判物 義盛 酘豆住持円喜坊 98 600
永正15年９月６日 宗義盛判物 義盛 酘豆住持円喜房 12 121
永正15年９月９日 宗（佐須）国親判物 国親 宗宮内少輔 14 31
永正15年９月９日 宗（佐須）国親判物 国親 宗宮内少輔 14 41
永正15年９月９日 宗（佐須）国親判物 国親 宗宮内少輔 50 90
永正15年９月９日 宗（佐須）国親判物 国親 宗宮内少輔 50 91
永正15年11月15日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 （宛所無） 25 130

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



〈　 〉「宗家判物写」所載文書編年目録稿（続）（渡邉）12

年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正15年11月15日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 佐伯徳五郎 58 390

永正16年２月16日 宗（佐須）国親・宗貞
勝連署判物

宗攝津守国親・宗采
女正貞勝

宗七郎 19 200

永正16年２月28日 宗（佐須）国親奉書 国親 安東助三郎 19 580
永正16年６月６日 宗盛門加冠・仮名并一

字書出
盛門 河野千代坊丸 59 1300

永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 11 110
永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 11 111
永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 32 251
永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 32 260
永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 99 100
永正16年10月３日 宗義盛判物 義盛 金剛院 99 101
永正16年11月13日 重成官途状 重成 白水太郎右衛門 20 750
永正16年11月15日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 俵文五郎 61 271
永正16年12月７日 宗盛門官途并一字書出 盛門 宗与一 59 900
永正16年12月７日 宗盛門判物 盛門 宗与一 23 311
永正16年12月９日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗与七 29 301
永正17年２月21日 宗義盛判物 義盛 宗上総守 34 291
永正17年閏６月25日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗与三郎 14 621
永正17年閏６月25日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗与三郎 50 951
永正17年８月13日 宗義盛加冠・仮名并一

字書出
義盛 龍蔵寺彦徳丸 19 390

永正17年８月13日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 犬塚新五郎 19 701
永正17年８月13日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 犬塚新五郎 59 1190
永正17年８月17日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗神九郎 50 2101
永正17年10月７日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗与太郎 101 600
永正17年10月28日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗助三郎 51 330
永正17年11月20日 宗義盛加冠并一字書出 義盛 宗太郎 34 300
永正17年12月５日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 宗与五郎 59 950

（年未詳）３月21日 宗義盛書状 義盛 宗又太郎 14 681
永正18年１月11日 宗盛長加冠・仮名并一

字書出
盛長 糸瀬与七郎 17 40

永正18年１月11日 宗盛長加冠・仮名并一
字書出

盛長 糸瀬与七郎 92 570

永正18年１月23日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 小七郎 19 151
永正18年１月23日 宗（佐須）国親判物 宗摂津守国親 小七郎 55 211
永正18年２月３日 宗盛長袖判判物 （盛長花押） 長里平二郎 59 590
永正18年２月３日 宗盛長判物 盛長 ひたか三郎左衛門 23 50
永正18年２月３日 宗盛長判物 盛長 宗与五郎 59 960
永正18年２月３日 宗盛長判物 盛長 日高三郎左衛門 60 860
永正18年２月16日 宗盛長官途状 盛長 辺原新左衛門尉 93 101
永正18年２月25日 宗盛長判物 盛長 国分丈二丸・国分とくま丸

両人にはんふんつゝ
59 1650

永正18年２月25日 盛氏仮名并一字書出 盛氏 宗千代房丸 14 531
永正18年２月25日 盛氏仮名并一字書出 盛氏 宗千代房丸 50 920
永正18年３月15日 宗（佐須）国親奉書 国親 篠栗修理亮 20 601
永正18年３月15日 宗盛長判物 盛長 国分小七郎 55 271
永正18年３月15日 宗盛長判物 盛長 篠栗修理亮 20 590
永正18年３月20日 宗盛長判物 盛長 国分新十郎 19 630
永正18年４月２日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 神崎彦太郎 ５ 461
永正18年４月２日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 神崎彦太郎 107 680
永正18年４月９日 宗盛長官途状 盛長 白水彦四郎 20 690
永正18年４月９日 宗盛長判物 盛長 白水彦四郎 20 691
永正18年４月21日 宗（佐須）国親判物 国親 宗左衛門大輔 52 541
永正18年６月５日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 阿比留平四郎 19 431
永正18年６月５日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 宗六郎太郎 59 3940
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永正18年６月６日 宗盛長官途状 盛長 宗孫太郎 19 41
永正18年６月６日 宗盛長官途状 盛長 宗又五郎 34 301
永正18年６月30日 宗盛長判物 盛長 酘豆住持円喜御坊 98 601
永正18年６月30日 宗盛長判物 盛長 酘豆住持円喜房 12 130
永正18年６月日 饗場盛重加冠并一字書

出
盛重 早田神三郎 60 180

永正18年７月17日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 金剛院御同宿御中 11 120
永正18年７月17日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 金剛院御同宿御中 99 150
永正18年７月21日 宗（豆酘）盛顕・宗

（豆酘）盛満連署判物
盛顕・盛満 助七 110 90

永正18年７月21日 宗（豆酘）盛顕・宗
（豆酘）盛満連署判物

盛顕・盛満 彦五郎 98 261

永正18年７月21日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 永泉寺侍者 11 50
永正18年７月21日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 永泉寺侍者御中 99 51
永正18年７月24日 宗盛長官途并一字書出 盛長 湯留部又八郎 60 970
永正18年７月24日 宗盛長判物 盛長 宗右馬允 59 970
永正18年８月２日 宗盛長判物 盛長 みたらい五郎左衛門 59 4210
永正18年８月２日 宗盛長判物 盛長 薦野与七郎 34 580
永正18年８月２日 宗盛長判物 盛長 内野満五八郎 101 840
永正18年８月５日 宗盛長判物 盛長 〔宗大せん助〕 103 460
永正18年８月７日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 湯浅助三郎 98 340
大永１年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洞淋寺 15 320
大永１年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洞淋寺 32 20
大永１年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洞淋寺 95 640
永正18年８月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 阿比留神三郎 19 501
永正18年８月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 阿比留神三郎 55 151
永正18年８月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 山上六右衛門 57 660
永正18年８月14日 宗盛長官途并一字書出 盛長 山上出雲守 25 270
永正18年８月14日 宗盛長官途并一字書出 盛長 山上出雲守 57 150
永正18年８月14日 宗盛長官途并一字書出 盛長 配野又十郎 52 2201
永正18年８月16日 宗盛長加冠・仮名并一

字書出
盛長 松嶋弥次郎 21 291

永正18年８月17日 宗盛長判物 盛長 篠田兵左衛門尉 20 620
永正18年８月18日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 大嶋弥次良 106 660
永正18年８月19日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 永泉寺侍者 11 60
永正18年８月20日 宗盛長判物 盛長 龍蔵寺当住 27 210
永正18年８月20日 宗盛長判物 盛長 龍蔵寺当住 61 1460
永正18年８月25日 宗盛長判物 盛長 内野孫八郎 101 840
永正18年８月29日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 永泉寺侍者御中 99 61
永正18年９月２日 宗盛長判物 盛長 宗彦四郎 14 91
永正18年９月２日 宗盛長判物 盛長 宗彦四郎 50 180
永正18年９月27日 宗盛長判物 盛長 大山老若中 61 3370
永正18年９月30日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 湯浅助三郎 98 341
永正18年10月11日 宗盛長判物 盛長 惣宮司坊 13 641
永正18年11月21日 宗盛長官途并一字書出 盛長 加藤彦八 35 280
永正18年11月21日 宗盛長判物 盛長 白水左馬助 20 680
永正18年12月８日 宗盛長判物 盛長 豊田弥五郎 56 250
永正18年12月22日 宗貞勝判物 貞勝 河柳新九郎所 55 440

（年未詳）３月７日 盛氏書状 盛氏 宗六郎太郎 50 131
大永２年２月４日 宗盛長判物 盛長 佐護三位坊所 84 440
大永２年２月15日 宗盛長判物 盛長 津江帯刀允 ８ 81
大永２年２月15日 宗盛長判物 盛長 津江帯刀允 ８ 90
大永２年３月７日 宗盛長判物 盛長 神崎神五郎 51 701
大永２年３月12日 宗（佐須）国親判物 国親 神崎甚五郎 51 710
大永２年３月16日 宗盛長判物 盛長 薦田杢左衛門尉 55 341
大永２年４月15日 宗盛長判物 盛長 金剛院 11 130
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永２年４月15日 宗盛長判物 盛長 金剛院 99 111
大永２年４月18日 宗（佐須）国親奉書 国親 宗地蔵丸 14 620
大永２年４月18日 宗（佐須）国親奉書 国親 宗地蔵丸 50 1061
天永〔大永カ〕２年４
月18日

宗（佐須）国親奉書 国親 宗左衛門尉 50 1741

大永２年５月５日 宗盛長判物 盛長 宗右衛門大夫 106 1320
大永２年６月16日 宗盛長判物 盛長 日高八郎右衛門尉 23 41
大永２年６月16日 宗盛長判物 盛長 日高八郎右衛門尉 59 3610
大永２年８月13日 宗（佐須）国親判物 国親 惣宮司坊 13 410
大永２年８月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 多田孫六 20 41
大永２年８月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 龍蔵寺三郎次郎 19 251
大永２年８月18日 宗盛長判物 盛長 きくこ日高三郎左衛門 23 51
大永２年８月18日 宗盛長判物 盛長 日高三郎左衛門 60 830
大永２年８月25日 宗盛永（盛長）仮名并

一字書出
盛永 （宛所無） 61 1621

大永２年８月29日 宗盛長判物 盛長 安藤平次郎 19 530
大永２年９月18日 宗（佐須）国親奉書 国親 白水彦五郎 20 511
大永２年10月15日 宗（佐須）国親奉書 国親 阿比留弥八郎 98 330
大永２年10月15日 宗盛長判物 盛長 阿比留弥八郎 98 300
大永２年11月14日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 宗六郎次郎 61 1500
永正19年12月２日 宗（仁位）職家加冠并

官途状？
職家 阿比留新左衛門 59 3230

永正19年12月２日 宗（仁位）職家加冠并
官途状？

職家 阿比留新左衛門尉 23 130

大永３年１月17日 宗（佐須）国親判物 国親 こもたかまし所 30 140
（大永３年）閏３月28日 宗盛長書状 盛長 老若中 52 441
（大永３年）閏３月28日 宗盛長書状 盛長 老若中 91 150
大永３年６月６日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 阿比留与八郎 96 511

大永３年６月８日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 松尾彦三郎 94 431

大永３年７月17日 宗盛長一字書出 盛長 小嶋源次郎 12 70
大永３年８月６日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 三位 12 100
大永３年８月６日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 三位 98 570
大永３年８月７日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 三郎次郎 18 60
大永３年８月７日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 三郎次郎 93 321
大永３年８月７日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 庄司四郎さへもん 92 400
大永３年８月10日 宗盛長袖判判物 「盛長御判」 弥太郎・勢五郎 13 1140
大永３年８月10日 宗盛長判物 盛長 「宛処無之」 13 1150
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶せんさうす 15 141
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶せんさうす 95 460
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 15 170
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 15 171
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 95 461
大永３年８月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 95 461
大永３年８月15日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 原彦七郎 ９ 161
大永３年８月22日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留太郎次郎 17 101
大永３年８月22日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留太郎二郎 54 1190
大永３年８月22日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留太郎二郎 95 320
大永３年８月23日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 豊田米次郎丸 97 480

大永３年10月７日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 事俣大師堂 11 131
大永３年10月７日 宗（豆酘）盛顕判物 盛顕 事俣大師堂 99 160
大永３年10月17日 宗盛長一字書出 盛長 小嶋源次郎 98 460
大永３年11月26日 宗盛長判物 盛長 下宮宮司円知坊 98 520
大永３年11月26日 宗盛長判物 盛長 下宮々司円知坊 32 330
大永３年12月６日 宗盛長判物 盛長 「宛所字消不見」 103 1260
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永３年12月12日 宗盛長判物 盛長 小田七郎左衛門 106 210
大永４年１月10日 宗（仁位）貞信判物？ 貞信 宗右馬助信弘 57 460
大永４年２月８日 宗盛長官途状 盛長 宗又太郎 14 680
大永４年５月５日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 洲河牛芳丸 54 1070

大永４年６月１日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 宗百尾丸 94 170

大永４年６月１日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 宗備後守 94 660
大永４年７月９日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留彦左衛門尉 97 440
大永４年８月28日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 原田彦左衛門尉 15 350
大永４年８月28日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 原田彦左衛門尉 95 660
大永４年10月９日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留彦左衛門尉 54 360
大永４年10月19日 饗場盛重加冠并一字書

出
盛重 波田六郎次郎 60 50

大永４年11月５日 宗盛長判物 盛長 早田孫六 36 301
大永４年11月25日 宗盛長判物 盛長 内山彦市・同ひやく上 28 80
大永４年11月25日 宗盛長判物 盛長 内山彦市殿・同ひゃく上 61 2680
大永４年11月27日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇亀芳丸 54 410

大永４年11月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 貞尭 54 411
大永４年12月５日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 帆開宮一丸 54 621

大永４年12月５日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 帆開宮一丸 95 171

大永４年12月27日 宗盛長一字書出 盛長 冨弥七郎 97 81
大永５年２月20日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 15 180
大永５年２月20日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 慶善蔵司 95 470
大永５年３月17日 宗（佐須）国親奉書 国親 宗九郎 84 120
大永５年３月17日 宗盛長判物 盛長 宗九郎 84 100
大永５年５月19日 宗盛長判物 盛長 草鹿部修理亮 61 1281
大永５年５月19日 宗盛長判物 盛長 草壁修理亮 27 250
大永５年６月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 早田与三兵衛尉 54 70
大永５年６月14日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 早田与三兵衛尉 97 411
大永５年８月２日 宗盛長一字書出 盛長 井助二郎 61 1981
大永５年８月８日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 白水与三 20 700
大永５年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 16 150
大永５年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 54 1291
大永５年８月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 94 341
大永５年８月10日 宗盛長一字書出 盛長 黒岩神三郎 61 980
大永５年８月吉日 宗盛長一字書出 盛長 嶋居清右衛門尉 55 600
大永５年９月７日 宗（佐須）国親判物 国親 龍泉寺侍者禅師 110 181
大永５年９月７日 宗盛長判物 盛長 俵彦三郎 104 450
大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 小宮熊松丸 16 131

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮熊松丸 94 310

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮彦八郎 16 151

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮彦八郎 54 1280

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮彦八郎 94 350

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮百二郎丸 16 140

大永５年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮百二郎丸 94 311
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永５年11月18日 宗盛長袖判判物 「御判、御家系図み

えず、」、「盛長様御
判」（朱書）

見かた中間 26 350

大永５年11月18日 宗盛長袖判判物 「御判」「盛長様」（
朱書）

婦き崎中間 26 490

大永５年12月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 いとせひやうふ 54 1451
大永５年12月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 いとせひやうふ 54 1460

（年未詳）２月27日 宗（佐須）国親判物 国親 たけのうらさた人所・くろ
せ彦ゑもん所

13 821

（年未詳）２月27日 宗（佐須）国親判物 国親 たけのうらさた人所・くろ
せ彦ゑもん所

61 2351

（年未詳）３月21日 宗（佐須）国親奉書 国親 源六所 84 550
（年未詳）５月１日 宗（佐須）国親書状 国親 惣宮司坊御同宿中 13 420
（年未詳）５月17日 宗（佐須）国親書状 国親 宗右衛門佐 50 101
（年未詳）５月17日 宗（佐須）国親書状 国親 宗右衛門佐 105 1141
（年未詳）６月10日 宗（佐須）国親判物 国親 なかとミミねの三郎二郎所 21 500
（年未詳）８月16日 宗（佐須）国親書状 国親 梅野若狭守・串崎源左衛門

尉・寒田五郎左衛門尉・地
下各御中

13 1171

（年未詳）８月29日 宗（佐須）国親判物 国親 長留神五郎 21 491
（年未詳）９月11日 宗（佐須）国親書状 国親 豊田彦五郎 97 120
（年未詳）９月16日 宗（佐須）国親書状 国親 あひる新左衛門尉 23 171
（年未詳）９月16日 宗（佐須）国親書状 国親 阿比留新左衛門尉 59 3310
（年未詳）９月20日 宗（佐須）国親書状 ひやふの少輔国親 藤右馬助 61 1170
大永６年１月10日 宗盛賢（将盛）一字書

出
盛賢 国分又次郎 19 631

大永６年１月24日 宗盛長一字書出 盛長 犬塚彦三郎 20 440
大永６年１月24日 宗盛長一字書出 盛長 犬塚彦三郎 55 61
大永６年２月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洲河十郎左衛門尉 94 1030
大永６年２月６日 宗盛長判物 盛長 古河藤兵衛尉 103 1261
大永６年２月11日 宗盛長判物 盛長 宗右馬助 34 310
大永６年２月11日 宗盛長判物 盛長 宗右馬助 34 311
大永６年２月11日 宗盛長判物 盛長 宗右馬助 34 320
大永６年２月14日 宗盛長仮名書出 盛長 梅野膳六 105 330
大永６年３月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 国分孫二郎 15 410
大永６年３月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 国分孫二郎 95 701
大永６年３月８日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 国分孫次郎 54 1110
大永６年３月25日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 小宮千代徳丸 94 451

大永６年５月５日 盛康判物 盛康 けこしへわたし所 60 800
大永６年７月24日 宗貞勝加冠并一字書出 貞勝 西郷神三郎 21 171
大永６年８月２日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山平さへもん 16 711
大永６年８月２日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山平さへもん 94 1240
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洲河雅楽助 16 450
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洲河雅楽助 94 981
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洲河左京佐 16 451
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 洲河左京佐 94 990
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山弥六郎 16 710
大永６年８月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山弥六郎 94 1241
大永６年８月11日 宗盛長加冠并一字書出 盛長 俵孫六 61 280
大永６年８月14日 盛元仮名并一字書出 盛元 庄司満房丸 15 70
大永６年８月14日 盛元仮名并一字書出 盛元 庄司満房丸 92 361
大永６年11月10日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 黒瀬平山□□□□〔かな法

師〕丸
13 831

大永６年11月10日 宗（佐須）盛廉判物 盛広〔盛廉カ〕 黒瀬平山かな法師丸 61 2361
大永６年11月15日 宗（仁位）盛親加冠并

一字書出
盛親 山上神三郎 25 351
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永６年11月15日 宗（仁位）盛親加冠并

一字書出
盛親 山上神三郎 57 320

大永６年11月16日 宗盛賢（将盛）仮名書
出

盛賢 宗四郎二郎 52 450

大永６年11月16日 宗盛賢（将盛）仮名書
出

盛賢 宗四郎二郎 91 181

大永６年12月13日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 立造寺新太郎 19 340

（年未詳）２月22日 宗盛長書状 盛長 白水彦五郎 20 541
（年未詳）３月23日 宗盛長書状 盛長 社領あひかゝへの衆中 13 650
（年未詳）４月26日 宗盛長書状 盛長 豊崎郡中ひかしにし 14 700
（年未詳）４月29日 宗盛長書状 盛長 俵彦三郎 104 460
（年未詳）５月14日 宗盛長書状 盛長 宗修理亮・宗左馬大夫・宗

左衛門太夫并各寄合中
91 160

（年未詳）５月14日 宗盛長書状 盛長 宗修理亮・宗左馬大夫・宗
左衛門大夫并各寄合中

52 430

（年未詳）６月３日 宗盛長書状 盛長 宗左衛門太夫・宗修理太夫
・宗左馬大夫

91 161

（年未詳）６月３日 宗盛長書状 盛長 宗左衛門大夫・宗修理亮・
宗左馬大夫

52 411

（年未詳）７月24日 宗盛長書状 盛長 志ろはかま 13 660
（年未詳）８月１日 宗盛長書状 盛長 宗采女正 19 120
（年未詳）10月４日 宗盛長書状 盛長 宗左衛門太夫・宗神左衛門

尉・宗満五六・同中
91 180

（年未詳）10月14日 宗盛長書状 盛長 宗右衛門大夫・宗神右衛門
尉・宗満五六・同中

52 401

（年未詳）10月19日 宗盛長書状 盛長 冨彦五郎 97 90
（年月日未詳） 宗盛長奉加帳 「盛長様御判有之」 （宛所無） 12 18
（年月日未詳） 宗盛長奉加帳 「盛長様御判有之」 （宛所無） 98 660
大永７年２月19日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 一山松二郎丸 54 21

大永７年２月19日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 一山松二郎丸 93 151

大永７年２月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 16 141
大永７年２月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 94 320
大永７年３月５日 宗盛賢（将盛）一字書

出
盛賢 宗孫六 14 471

大永７年３月５日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 宗孫六 50 1750

大永７年３月16日 宗盛賢（将盛）加冠并
一字書出

盛賢 須川与七郎 50 1560

大永７年３月21日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 白水彦四郎 20 701

大永７年５月19日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田弥左衛門尉 54 1301
大永７年５月19日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田弥左衛門尉 94 741
大永７年８月７日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 原田犬五丸 18 40

大永７年８月７日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 原田犬五丸 93 290

大永７年８月７日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 原田五郎丸 18 41

大永７年８月７日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 原田五郎丸 93 290

大永７年８月16日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 かれう預民部房所 13 990
大永７年８月16日 宗（佐須）盛廉奉書 盛廉 かれう預民部房所 20 191
大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次仮名并

一字書出
盛次 阿比留太郎次郎 17 111
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次仮名并

一字書出
盛次 阿比留太郎次郎 54 1191

大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次仮名并
一字書出

盛次 阿比留太郎次郎 95 321

大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 （宛所無） 54 1181

大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留徳太郎丸 17 110

大永７年８月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留徳太郎丸 95 321

大永７年10月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山孫六 94 550
大永７年10月20日 小八判物 御中間小八 きさか四郎左衛門尉 55 571
大永７年11月14日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 阿比留八郎衛門尉 16 680

大永７年11月14日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留八郎衛門尉 94 1211

□〔大〕永７年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 佐々木孫法師丸 16 501

□〔大〕永７年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 佐々木孫法師丸 94 1080

大永７年11月17日 宗盛賢（将盛）加冠并
一字書出

盛賢 洲川善四郎 50 1561

大永８年２月22日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 国分徳芳丸 15 530

大永８年２月22日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 国分徳芳丸 95 810

大永８年３月15日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 すかハせん四郎 50 1551
大永８年３月26日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田弥左衛門尉 54 1330
大永８年３月26日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田弥左衛門尉 94 750
大永８年４月５日 盛正判物 盛正 （宛所無） 14 171
大永８年４月５日 盛正判物 盛正 （宛所無） 50 141
大永８年４月６日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留助兵衛尉 16 681
大永８年４月６日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留助兵衛尉 94 1220
大永８年４月６日 盛正判物 盛正 （宛所無） 14 191
大永８年７月４日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 豊田千代市丸 97 481

大永８年７月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 阿比留孫八郎 54 1361
大永８年７月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 塩津留助兵衛 16 300
大永８年７月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 塩津留助兵衛 94 840
大永８年８月26日 宗（仁位）盛親加冠・

仮名并一字書出
盛親 西山道来丸 24 150

大永８年８月26日 宗（仁位）盛親官途状 盛親 西山太郎次郎 24 151
大永８年９月３日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 きんさきミやうふ 53 121
大永８年９月３日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 きんさきミやうふ 92 421
大永８年９月３日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 米田藤右衛門尉 53 191
大永８年９月３日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 米田藤右衛門尉 92 311
大永８年閏９月６日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 扇孫太郎 54 320

大永８年閏９月６日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 扇彦八郎 54 311
大永８年11月12日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 洲河松次郎丸 16 460

大永８年11月12日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 洲河松次郎丸 94 991

大永８年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 国分三郎丸 54 551

大永８年11月15日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 国分三郎丸 95 370
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
大永８年11月20日 宗盛賢（将盛）仮名書

出
盛賢 塚本源太郎 34 420

大永８年11月21日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 宗千代松丸 103 1070
大永８年11月26日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 宗弥十郎 98 171

大永８年12月13日 宗盛賢（将盛）仮名書
出

盛賢 中原膳太郎 103 720

享禄２年３月２日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 宗左馬助 105 550
享禄２年３月２日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 宗左馬助 105 550
享禄２年５月26日 宗貞勝判物 貞勝 御中間彦次郎 21 331
享禄２年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 早田又太郎 54 71

享禄２年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 早田又太郎 97 420

享禄２年６月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 饗庭寒芳丸 54 1251

享禄２年８月13日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 安心院七郎次郎 50 2510
享禄２年８月15日 賢綱院加冠并一字書出 賢綱院 洲川源次郎 50 1591
享禄２年11月６日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 山下勢右衛門尉 98 100
享禄２年11月６日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 宗弥五郎 102 351
享禄２年11月８日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 阿比留彦三郎 61 4300
享禄２年11月15日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 平田又三郎 101 540

享禄２年11月15日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 平田彦三郎 101 531
享禄２年12月16日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 神崎六郎太郎 ５ 470
享禄２年12月16日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 神崎六郎太郎 107 681
享禄３年６月28日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇千代松丸 25 511

享禄３年６月28日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇千代松丸 54 711

享禄３年６月28日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇千代松丸 92 550

享禄３年７月３日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 洲河十郎左衛門尉 94 1030

享禄３年８月３日 宗盛賢（将盛）加冠并
一字書出

盛賢 宗又太郎 14 690

享禄３年８月16日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛広〔盛廉カ〕 平山彦次郎 61 2360

享禄３年８月16日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 宗彦太郎 59 1750
享禄３年９月１日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 阿比留今朝芳丸 97 190

享禄３年９月３日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 古瀬又左衛門 59 220
享禄３年11月14日 宗賢尚（晴康）加冠・

仮名并一字書出
賢尚 武末熊鬼丸 51 1311

享禄３年11月14日 宗賢尚（晴康）官途状 賢尚 武末藤右衛門尉 51 1210
享禄３年11月15日 宗盛賢（将盛）加冠并

仮名書出
盛賢 宗弥四郎 84 571

享禄３年11月20日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 宗彦五郎 103 1071
享禄３年12月８日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 山上太郎二郎 25 271
享禄３年12月８日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 山上太郎二郎 57 160
享禄３年12月14日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇宮徳丸 17 371

享禄３年12月14日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇宮徳丸 92 750

享禄４年閏５月20日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 庄司与三郎 27 230

享禄４年閏５月20日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 庄司与三郎 61 930
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
享禄４年６月27日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇与次郎 25 500

享禄４年６月27日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇与次郎 54 720

享禄４年６月27日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇与次郎 92 550

享禄４年８月13日 宗（佐須）盛廉加冠・
仮名并一字書出

盛廉 齋藤徳松丸 98 380

享禄４年８月14日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 井原彦十郎 61 2700

享禄４年８月14日 宗盛賢（将盛）一字書
出

盛賢 塩津留彦太郎 20 360

享禄４年８月14日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 塩津留彦太郎 20 351
享禄４年11月14日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 塩津留監物丞 20 361
享禄４年11月25日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 小宮つゐたち丸 54 850

享禄４年11月25日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮与太郎 54 841

享禄４年11月28日 宗（仁位）盛親加冠・
仮名并一字書出

盛親 宗亀丸 23 200

享禄４年11月28日 宗（仁位）盛親加冠・
仮名并一字書出

盛親 宗亀丸 59 3460

享禄４年11月29日 盛貞官途状 盛貞 野瀬助四郎 52 2150
享禄４年12月10日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 龍蔵寺小五郎 19 391
享禄４年12月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 扇彦衛門尉 54 250
享禄４年12月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 扇彦衛門尉 54 251
享禄４年12月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 扇彦衛門尉 97 330
享禄４年12月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 扇彦衛門尉尉（マヽ） 97 321
享禄４年12月19日 宗盛賢（将盛）仮名書

出
盛賢 森屋与三郎 59 230

享禄４年12月28日 宗（仁位）盛親加冠・
仮名并一字書出

盛親 日高乙王丸 59 3640

享禄５年１月30日 宗盛賢（将盛）仮名書
出

盛賢 鳥巣惣次郎 36 390

享禄５年２月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 早田藤衛門尉 97 570
享禄５年４月12日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 塚本源太郎 34 411
享禄５年６月１日 宗貞勝判物 貞勝 次郎丸 55 441
享禄５年６月28日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 饗庭新左衛門尉 54 1260
享禄５年７月28日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 岩田九郎左衛門尉 16 360
享禄５年７月28日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 岩田九郎左衛門尉 94 900
享禄５年８月７日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 宗弥太郎 14 691

享禄５年８月14日 宗賢尚（晴康）加冠・
仮名并一字書出

賢尚 小嶋彦松丸 20 571

享禄５年８月14日 宗賢尚（晴康）官途状 賢尚 小嶋助次郎 20 580
享禄５年８月14日 宗盛賢（将盛）一字書

出
盛賢 多田孫次郎 20 50

享禄５年８月14日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 田々五郎次郎 20 51
享禄５年８月15日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 嶋山次郎 101 340

享禄５年８月15日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 嶋山神九郎 101 331
享禄５年８月16日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 宗与三郎 19 91
天文１年11月10日 宗盛賢（将盛）加冠并

一字書出
盛賢 小宮彦三郎 94 390

天文１年11月15日 宗盛賢（将盛）加冠并
一字書出

盛賢 宗弥次郎 14 100

天文１年11月15日 宗盛賢（将盛）加冠并
一字書出

盛賢 宗弥次郎 50 240
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文１年11月20日 宗賢尚（晴康）官途并

一字書出
賢尚 阿比留小太郎 13 961

天文１年11月20日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 阿比留小太郎 61 3870

天文１年11月21日 宗盛賢（将盛）仮名書
出

盛賢 早田又六 61 1351

天文１年12月14日 宗盛賢（将盛）官途状 成賢〔盛賢カ〕 井彦八 61 2010
（年未詳）11月14日 宗貞勝書状 貞勝 志たか　御老中御宿所 13 1170
天文２年２月26日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留新五郎 61 3860
天文２年５月４日 盛弘判物 盛弘 井弥六左衛門尉 61 1770
天文２年６月13日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 94 400
天文２年８月20日 宗盛賢（将盛）加冠・

仮名并一字書出
盛賢 宗歳亀丸 101 600

天文２年８月28日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留太郎丸 54 1201

天文２年８月28日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留太郎丸 95 330

天文２年10月13日 宗盛賢（将盛）判物 盛賢 塚本源太郎 34 421
天文２年11月６日 宗将盛一字書出 将盛 神宮又七郎 61 1520
天文２年11月６日 宗将盛一字書出 将盛 俵右馬大夫 61 300
天文２年11月６日 宗将盛一字書出 将盛 平田又三郎 101 541
天文２年11月６日 宗将盛加冠・仮名并一

字書出
将盛 児嶋丹次郎 105 450

天文２年11月６日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗弥五郎 102 360
天文２年11月６日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 多田彦太郎 25 451
天文２年11月６日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 多田彦太郎 59 1340
天文２年11月６日 宗将盛官途状 将盛 中原膳太郎 103 721
天文２年11月６日 宗将盛官途状 将盛 内野孫八郎 101 850
天文２年11月６日 宗将盛官途并一字書出 将盛 神宮六郎右衛門尉 61 1521
天文２年11月７日 宗将盛官途并一字書出 将盛 宗十郎 98 180
天文２年11月９日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 神崎彦七郎 ５ 471
天文２年11月９日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 神崎彦七郎 107 690
天文２年11月９日 宗将盛官途状 将盛 吉野与七 61 4230
天文２年11月９日 宗将盛官途状 将盛 宗又四郎 29 271
天文２年11月11日 宗将盛官途状 将盛 宗孫七 25 31
天文２年11月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 ぬ田与三右衛門 94 760
天文２年11月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 宗源五郎 94 171
天文２年11月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田助次郎 54 1320
天文２年11月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 沼田助次郎 94 751
天文２年11月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 奴田与三右衛門 54 1321
天文２年11月13日 宗将盛一字書出 将盛 大嶋中兵衛尉 ６ 660
天文２年11月13日 宗将盛一字書出 将盛 大嶋忠兵衛尉 108 1210
天文２年11月13日 宗将盛一字書出 将盛 梅野新左衛門尉 105 331
天文２年11月13日 宗将盛官途并一字書出 将盛 藤宇頭助 13 900
天文２年11月15日 宗将盛官途状 将盛 宗源太郎 52 451
天文２年11月15日 宗将盛官途状 将盛 宗源太郎 91 190
天文２年11月15日 宗将盛官途状 将盛 宗左馬太夫 51 331
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 宗右馬允 23 290
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 宗右馬允 59 980
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 宗孫七 57 480
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 宗与太郎 101 601
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野助三郎 24 41
天文２年11月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野助三郎 59 470
天文２年11月23日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 そう源五郎 94 671
天文２年12月６日 宗将盛一字書出 将盛 宗下総守 102 140
天□〔天文カ〕２年12
月６日

宗将盛官途并一字書出 将盛 宗弥太郎 102 140
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文２年12月11日 宗将盛官途状 将盛 宗右衛門尉 96 111
天文２年12月26日 宗将盛官途状 将盛 平山神次郎 59 4480

（年未詳）４月28日 宗盛賢（将盛）書状 盛賢 金剛院御同宿御中 11 140
（年未詳）４月28日 宗盛賢（将盛）書状 盛賢 金剛院御同宿御中 99 111
（年未詳）８月26日 宗盛賢（将盛）官途状 盛賢 阿比留弥五郎 19 460
天文３年１月11日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 阿比留彦七郎 97 191

天文３年１月11日 盛親官途并一字書出？ 盛親 宮原与七郎 50 1380
天文３年閏１月26日 宗将盛仮名書出 将盛 薦田孫八郎 55 350
天文３年２月６日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 鳴瀬八郎次郎 36 780
天文３年２月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 屋わた九郎衛門尉 15 301
天文３年２月12日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 屋わた九郎衛門尉 95 620
天文３年２月13日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 宗源五郎 94 671
天文３年２月14日 宗将盛一字書出 将盛 塩津留丹七□〔郎〕 20 370
天文３年３月11日 宗将盛一字書出 将盛 犬塚丹次郎 20 450
天文３年３月11日 宗将盛一字書出 将盛 犬塚丹次郎 55 70
天文３年３月11日 宗将盛仮名書出 将盛 犬塚彦三郎 55 71
天文３年３月11日 宗将盛官途状 将盛 犬塚彦三郎 20 441
天文３年５月19日 宗賢尚（晴康）加冠・

仮名并一字書出
賢尚 安心院千代鶴丸 50 2521

天文３年５月21日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 阿比留彦太郎 14 900

天文３年５月21日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 阿比留彦太郎 52 180

天文３年５月26日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 洲川源次郎 50 1571

天文３年５月28日 宗賢尚（晴康）官途状 賢尚 武末新四郎 50 1931
天文３年８月６日 宗将盛官途状 将盛 秦助九郎 59 1890
天文３年８月９日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗六郎次郎 51 580
天文３年８月９日 宗将盛官途状 将盛 宗右馬助 51 581
天文３年８月11日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 佐々木与三五郎 96 550

天文３年８月14日 宗賢尚（晴康）加冠并
一字書出

賢尚 屏関膳七郎 21 261

天文３年８月14日 宗賢尚（晴康）官途状 賢尚 早田又三郎 ９ 460
天文３年８月14日 晴景官途状 晴景 宗こまいち丸 84 520
天文３年８月15日 宗賢尚（晴康）加冠并

一字書出
賢尚 早田又四郎 ９ 451

天文３年８月15日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 草壁助七 61 831
天文３年８月15日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 俵孫次郎 61 281
天文３年８月15日 宗将盛官途状 将盛 井助次郎 61 1991
天文３年８月15日 宗将盛官途状 将盛 宗六郎次郎 51 340
天文３年８月15日 宗将盛官途状 将盛 藤小次郎 10 101
天文３年８月15日 宗将盛官途状 将盛 藤小次郎 61 1101
天文３年８月15日 宗将盛官途状 将盛 藤小次郎 109 111
天文３年８月20日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 豊田徳鶴丸 97 130

天文３年９月24日 宗将盛一字書出 将盛 宗与七郎 59 990
天文３年10月５日 宗将盛官途状 将盛 中尾勢六 ７ 110
天文３年10月24日 宗将盛仮名并一字書出 将盛 糸瀬弥五郎 92 571
天文３年10月24日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 糸瀬弥次郎 17 41
天文３年10月24日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 糸瀬弥次郎 92 570
天文３年10月24日 宗将盛官途并一字書出 将盛 糸瀬弥五郎 17 50
天文３年11月２日 宗将盛判物 将盛 扇四郎右衛門尉 16 640
天文３年11月２日 宗将盛判物 将盛 扇四郎右衛門尉 94 1180
天文３年11月７日 宗将盛官途状 将盛 龍蔵寺弥八郎 19 341
天文３年11月14日 宗将盛官途并一字書出 将盛 山上神三郎 25 280
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文３年11月14日 宗将盛官途并一字書出 将盛 山上神三郎 57 170
天文３年11月14日 宗将盛判物 将盛 山上九右衛門 57 670
天文３年11月15日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 たはら二郎 61 353

天文３年11月15日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 小田九郎次郎 26 241

天文３年11月15日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 小田九郎二郎 61 581

天文３年11月15日 宗（仁位）盛親加冠・
仮名并一字書出

盛親 長郷犬太郎 59 3020

天文３年12月７日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 饗部孫八郎 54 1360
天文３年□月10日 宗将盛官途状 将盛 秦七郎次郎 60 100
天文４年２月２日 宗（仁位）盛親官途状 盛親 築城左衛門九郎 60 650
天文４年２月２日 宗（仁位）盛親官途状 盛親 筑城左衛門九郎 25 530
天文４年６月７日 盛家判物 盛家 庄司十郎三郎 54 591
天文４年６月７日 盛家判物 盛家 庄司十郎三郎 95 240
天文４年６月18日 宗義調加冠并一字書出 義調 梅野彦三郎 36 681
天文４年８月13日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 波井野又十郎 52 2210
天文４年８月14日 宗将盛官途状 将盛 阿比留弥七 21 281
天文４年８月16日 盛秀加冠并一字書出 盛秀 くろいわ又六 61 2251
天文４年８月19日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 古藤彦五郎 51 1841
天文４年９月12日 宗将盛官途状 将盛 宗主殿助 19 50
天文４年９月13日 宗将盛官途状 将盛 龍造寺三郎二郎 19 261
天文４年11月16日 宗貞泰（晴康）加冠・

仮名并一字書出
貞泰 井百房丸 61 2011

天文４年11月19日 宗将盛官途状 将盛 中尾平五郎 ７ 111
天文４年12月25日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 米田松市丸 54 820

天文５年１月９日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 龍蔵寺膳十郎 19 260
天文５年２月28日 宗将盛一字書出 将盛 神崎甚六 51 711
天文５年４月13日 貞親加冠・仮名并一字

書出
貞親 梅野鬼亀丸 24 51

天文５年４月13日 貞親加冠・仮名并一字
書出

貞親 梅野鬼亀丸 59 340

天文５年６月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 岩本左藤兵衛尉 96 321
天文５年６月16日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 小田三郎次郎 106 220
天文５年６月16日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 小田彦十郎 106 211
天文５年９月16日 宗将盛官途状 将盛 宗六郎 14 541
天文５年９月16日 宗将盛官途状 将盛 宗六郎 50 981
天文５年11月10日 宗将盛官途状 将盛 国分七郎 19 140
天文５年11月10日 宗将盛官途状 将盛 国分小七郎 55 230
天文５年11月21日 宗将盛官途状 将盛 宗弥七郎 104 851
天文６年２月１日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗又次郎 16 90
天文６年２月１日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗又次郎 94 241
天文６年２月17日 貞親判物 貞親 宗与三さ衛門尉 84 371
天文６年２月26日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 小田彦三郎 61 3481
天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次官途并

一字書出
盛次 扇彦右衛門尉 17 330

天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次官途并
一字書出

盛次 扇彦右衛門尉 58 530

天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次官途并
一字書出

盛次 扇彦右衛門尉 92 700

天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇助七 17 260

天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇助七 54 171

天文６年６月20日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇助七 92 641
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文６年６月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 にし山藤さへもん 54 751
天文６年６月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 にしやま藤さへもん 93 200
天文６年６月30日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇彦八郎 17 221

天文６年６月30日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇彦八郎 92 620

天文６年８月13日 宗将盛一字書出 将盛 宗与次郎 14 480
天文６年８月13日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗小次郎 50 1751
天文６年８月14日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 栗屋彦五郎 26 411

天文６年８月14日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 犬塚弥七郎 19 711
天文６年８月14日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 犬塚弥七郎 59 1110
天文６年８月14日 宗将盛官途状 将盛 古藤与五郎 51 1941
天文６年８月14日 宗将盛官途状 将盛 佐々木彦五郎 101 270
天文６年９月４日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 扇十郎丸 17 261

天文６年９月４日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇十郎丸 54 180

天文６年９月４日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 扇十郎丸 92 650

天文６年９月19日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 西郷清太郎 21 160
天文６年９月21日 宗将盛仮名書出 将盛 小田助三郎 31 60
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 阿比留彦五郎 23 131
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 阿比留彦五郎 59 3240
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗孫七 25 40
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗孫七 57 490
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗殿頭（主殿守カ） 59 2940
天文６年９月21日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 平山弥七郎 59 4490
天文６年９月21日 宗将盛加名状 将盛 築城左衛門七郎 ８ 181
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 阿比留彦三郎 59 2260
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 犬塚孫四郎 23 261
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 犬塚孫四郎 59 3380
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 御手洗太郎次郎 59 4220
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 佐伯六郎 25 101
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 佐伯六郎 58 400
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 宗助六 23 201
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 宗助六 59 3480
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 宗与七 59 1000
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 築城又左衛門尉 23 90
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 築城又左衛門尉 60 980
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 長郷十郎次郎 59 1580
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 長里四郎左衛門 25 571
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 長里四郎左衛門 59 600
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 波多野助三郎 59 790
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 波多野与五郎 60 1130
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野次郎太郎 24 81
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野次郎太郎 59 520
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野新五郎 59 360
天文６年９月21日 宗将盛官途状 将盛 梅野勢兵衛 59 350
天文６年10月16日 宗将盛一字書出 将盛 山下彦四郎 98 100
天文６年11月３日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 福嶋左馬太夫 56 530
天文６年11月17日 貞親判物 貞親 宗与三左衛門尉 56 1510
天文６年12月19日 宗将盛加冠状 将盛 阿比留彦太郎 61 4290
天文６年12月26日 宗将盛加冠状 将盛 小田彦三郎 26 170

（年未詳）６月５日 貞親書状 貞親 宗与三兵衛尉宿所 50 221
天文７年１月13日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 黒岩善十郎 ６ 441
天文７年１月13日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 黒岩善十郎 108 890
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文７年１月13日 宗将盛官途状并一字書

出
将盛 阿比留新三郎 61 4291

天文７年２月９日 宗将盛加冠状 将盛 阿比留彦太郎 61 4301
天文７年２月10日 宗（仁位）盛親官途状 盛親 平山彦三郎 60 1210
天文７年２月10日 盛満加冠并一字書出 盛満 儀亮丸 60 1220
天文７年３月１日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 梅野十郎 59 480
天文７年３月14日 盛家判物 盛家 宗源五郎 94 680
天文７年４月３日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 岩崎神六 58 590
天文７年４月７日 宗将盛官途并一字書出 将盛 井の六郎 61 2031
天文７年４月７日 宗将盛官途并一字書出 将盛 井小太郎 61 1760
天文７年４月９日 宗将盛仮名書出 将盛 （宛所無） 61 190
天文７年４月９日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 平井彦三郎 59 4280
天文７年４月９日 宗将盛官途状 将盛 豊田新兵之衛 27 50
天文７年４月27日 宗賢尚（晴康）官途并

仮名書出
賢尚 阿比留新左衛門尉 61 3970

天文７年６月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 原田又七郎 18 51
天文７年６月16日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 原田又七郎 93 291
天文７年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 庄司虎司丸 54 560

天文７年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 庄司虎司丸 95 240

天文７年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 庄司十郎三郎 54 571

天文７年６月23日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 庄司十郎三郎 95 241

天文７年６月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留又六 54 361

天文７年６月26日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留又六 97 441

天文７年７月10日 宗将盛官途状 将盛 財部助次郎 94 1051
天文７年８月10日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 糸瀬惣五郎 51 1650
天文７年８月12日 宗賢尚（晴康）加冠・

仮名并一字書出
賢尚 糸瀬 51 801

天文７年８月13日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 武末助七 ９ 50

天文７年８月13日 宗賢尚（晴康）官途并
一字書出

賢尚 武末助七 37 131

天文７年８月14日 宗（佐須）盛廉仮名書
出

盛廉 兵藤丈三郎 35 280

天文７年８月14日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 安東小太郎 19 581
天文７年８月14日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 龍蔵寺孫三郎 19 321
天文７年８月14日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 俵忠五郎 61 4341
天文７年８月15日 宗将盛官途状 将盛 犬塚弥四郎 19 710
天文７年８月15日 宗将盛官途状 将盛 犬塚弥四郎 59 1100
天文７年８月15日 宗将盛官途状 将盛 立蔵寺弥七郎 19 350
天文７年８月16日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 追浦中 52 920
天文７年８月16日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 追浦中 91 531
天文７年８月16日 宗賢尚（晴康）判物 賢尚 宗左衛門尉 50 1070
天文７年８月16日 宗賢尚（晴康）判物 賢尚 宗与三兵衛尉 50 210
天文７年８月16日 宗将盛加冠并一字書出 将盛 宗弥三郎 61 30
天文７年10月15日 宗将盛官途状 将盛 梅野与次郎 59 490
天文７年11月２日 宗将盛一字書出 将盛 小田弥四郎 ７ 60
天文７年11月23日 宗将盛判物 将盛 下宮宮司円知坊 98 520
天文７年12月27日 宗将盛一字書出 将盛 齋藤彦太郎 29 321
天文７年12月27日 宗将盛官途状 将盛 齋藤彦十郎 29 210

（年未詳）１月12日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 宗大膳亮宿所 52 911
（年未詳）１月12日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 宗大膳亮殿御宿所 91 260
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）５月５日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 宗与三兵衛・宗左衛門大夫

宿所
50 241

（年未詳）８月１日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 豊崎郡中 50 251
（年未詳）９月22日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 宗大膳助宿所 52 930
（年未詳）10月10日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 豊崎郡中 52 901
（年未詳）10月10日 宗賢尚（晴康）書状 賢尚 豊崎郡中 91 541
天文８年１月11日 宗貞泰（晴康）加冠并

仮名書出
貞泰 扇孫太郎 54 321

天文８年１月20日 宗将盛仮名書出 将盛 「宛所なし」 35 110
天文８年２月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 小宮蔵人助 94 401
天文８年２月17日 宗将盛官途状 将盛 宗彦七郎 34 321
天文８年５月18日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 萬年寺 17 70
天文８年５月18日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 萬年寺 95 441
天文８年５月27日 貞尚加冠并一字書出 貞尚 宗源太郎 52 460
天文８年５月27日 貞尚加冠并一字書出 貞尚 宗源太郎 91 1561
天文８年６月５日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 いわもと弥七ひやうへ 96 330
天文８年閏６月４日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 小宮ミや市丸 16 621

天文８年閏６月４日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮ミや市丸 94 1161

天文８年閏６月４日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮六郎 16 620

天文８年閏６月４日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 小宮六郎 94 1160

天文８年閏６月12日 宗貞泰（晴康）判物 嶋主大和守貞泰 長寿院 110 150
天文８年７月３日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 嶋山左馬助 101 341
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）仮名書

出
貞泰 西郷弥次郎 21 180

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 国分十郎丸 19 691

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 宗みちけ ９ 491

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 宗鬼千代丸 55 250

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 湯浅宮靏丸 ７ 80

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 梅野徳房丸 21 320

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 古藤宮靏丸 51 1850

天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 阿比留神三郎 19 520
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 阿比留神三郎 55 170
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 国分膳左衛門尉 19 690
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗孫七 ９ 490
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗又五郎 19 51
天文８年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗六郎 61 1630
天文８年８月16日 宗晴康袖判判物 「晴康御袖判」 「宛所なし」 35 111
天文８年８月16日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 長留彦十郎 21 101
天文８年８月16日 宗貞泰（晴康）官途并

一字書出
貞泰 小瀬小次郎 59 240

天文８年８月16日 宗貞泰（晴康）官途并
一字書出

貞泰 小瀬小二郎 24 31

天文８年10月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 早田次郎五郎 54 80
天文８年10月27日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 早田次郎五郎 97 420
天文８年11月16日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 井与左衛門尉 61 2020
天文８年11月22日 宗貞泰（晴康）加冠・

仮名并一字書出
貞泰 宗千代丸 59 3960

天文８年11月22日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗六郎太郎 59 3950
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文８年12月13日 宗（伊奈）盛次加冠并

一字書出
盛次 徳正 96 331

天文８年12月29日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 立石彦太郎 61 2060

天文９年２月20日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 部原彦八 93 101

天文９年３月26日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 小嶋靏丸 28 120

天文９年４月16日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 波多野彦四郎 59 800

天文９年４月日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 西山孫六 30 160

天文９年５月26日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 ぬ田助二郎 94 760

天文９年５月26日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 奴田助二郎 54 1310

天文９年６月28日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 竹田又四郎 96 141
天文９年８月10日 宗貞泰（晴康）判物 貞泰 宗左衛門助 106 381
天文９年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 迫伯藤次郎 25 531
天文９年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠・

仮名并一字書出
貞泰 宮原鬼房 50 1251

天文９年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 宗孫次郎 84 580

天文９年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 阿比留与七郎 55 171
天文９年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗又三郎 106 390
天文９年８月14日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 扇七郎次郎 50 2440
天文９年８月16日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 俵彦八 36 860
天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 帆開みちけ丸 95 171

天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開見地遣丸 54 611

天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開四郎次郎 54 610

天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開四郎次郎 95 180

天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開徳太郎丸 95 181

天文９年10月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開徳八郎丸 54 621

天文９年10月25日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 庄司徳房丸 54 581

天文９年10月25日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 庄司徳房丸 95 251

天文９年11月３日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 平山見地遣丸 54 661

天文９年11月８日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 古藤宮加免丸 96 400

天文９年11月14日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 糸田徳二郎丸 16 690

天文９年11月14日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 糸田徳二郎丸 94 1221

天文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 佐々泊犬坊丸 16 510

天文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 佐々泊犬坊丸 94 1080

天文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 佐々泊平七郎 16 511

天文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 佐々泊平七郎 94 1081
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
□〔天〕文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 佐々泊与七 16 520

□〔天〕文９年11月15日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 佐々泊与七 94 1090

天文９年11月17日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 宗又四郎 106 1321
天文９年11月19日 宗（仁位）盛親加冠并

一字書出
盛親 もかりはう 59 1310

天文９年12月25日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 国分孫次郎 15 421

天文９年12月25日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 国分孫次郎 95 721

天文９年12月25日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 国分肥前守 15 420
天文９年12月25日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 国分肥前守 95 720
天文９年12月27日 宗貞泰（晴康）加冠并

一字書出
貞泰 中尾勢十郎 ７ 121

天文９年12月27日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 中尾平五郎 ７ 120
天文10年１月３日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 塩津留鬼房丸 16 290

天文10年１月３日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 塩津留鬼房丸 94 841

天文10年１月３日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 塩津留助八郎 16 291

天文10年１月３日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 塩津留助八郎 94 841

天文10年１月５日 宗将盛名字并一字書出 将盛 村松源七郎 108 550
天文10年１月５日 宗将盛名字・官途并一

字書出
将盛 広田藤三郎 ６ 640

天文10年１月５日 宗将盛名字・官途并一
字書出

将盛 広田藤三郎 108 1190

天文10年１月５日 宗将盛名字并一字書出 将盛 村松源七郎 ６ 191
天文10年１月18日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 小宮亀寿丸 94 620

天文10年１月24日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 糸瀬又六 55 101

天文10年１月29日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 財部助八郎 16 481

天文10年１月29日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 財部助八郎 94 1060

天文10年１月30日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 宗助六 19 210

天文10年１月30日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 宗助六 55 390

天文10年２月12日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留つゐたち丸 97 451

天文10年２月12日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留津ゐたち丸 54 361

天文10年２月12日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留又六 54 370

天文10年２月12日 宗（伊奈）盛次加冠并
一字書出

盛次 阿比留又六 97 450

天文10年２月20日 宗貞泰（晴康）判物 貞泰 宗大学助 51 590
天文10年３月15日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿津そうさへもん・遠矢次

郎九郎
15 451

天文10年３月15日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿津そうさへもん・遠矢次
郎九郎

95 741

天文10年３月15日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 河津太郎さへもん・遠矢二
郎九郎

54 1130

天文10年５月６日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 豊田彦九郎 56 230
天文10年５月28日 宗貞泰（晴康）判物 貞泰 築城孫兵衛 60 990
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文10年５月28日 宗貞泰（晴康）判物 貞泰 築木藤左衛門 60 710
天文10年５月28日 宗貞泰（晴康）判物 貞泰 日高左衛門大夫 60 870

〔天文10年５月28日〕 宗貞泰（晴康）判物
（後欠）

〔貞泰〕 〔築木孫兵衛〕 23 91

天文10年６月12日 宗貞泰（晴康）加冠・
仮名并一字書出

貞泰 宗熊鬼丸 34 330

天文10年８月６日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開又五郎 54 1160

天文10年８月６日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開又五郎 95 350

天文10年８月６日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開与七郎 95 211

天文10年８月10日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 （宛所無） 54 921

天文10年８月10日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 桂輪寺 17 171
天文10年８月10日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 桂輪寺 53 40
天文10年８月10日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 桂輪寺 95 430
天文10年８月12日 宗貞泰（晴康）加冠并

一字書出
貞泰 扇弥三郎 59 1230

天文10年８月13日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 阿比留弥七郎 98 301

天文10年８月13日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 阿比留弥七郎 98 300
天文10年８月13日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 大党内国分小衛門 106 760
天文10年８月14日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 西山与一 61 890

天文10年８月14日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 柿屋孫三郎 51 1990

天文10年８月16日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 阿比留彦十郎 59 2550

天文10年８月16日 宗貞泰（晴康）官途并
一字書出

貞泰 宗弥八郎 51 1120

天文10年９月12日 宗貞泰（晴康）加冠并
一字書出

貞泰 古藤与七郎 51 1020

天文10年９月16日 宗貞泰（晴康）官途状 貞泰 古藤新五郎 51 1021
天文10年９月16日 盛満加冠并一字書出 盛満 みちけ方 57 180
天文10年９月16日 盛満加冠并一字書出 盛満 見ちけ方 25 281
天文10年９月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 きんさきミやうふ 53 130
天文10年９月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 米田藤右衛門尉 53 200
天文10年９月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 米田藤右衛門尉 92 320
天文10年10月５日 宗（伊奈）盛勝袖判判

物
（花押）・盛勝 飯源六 54 960

天文10年10月５日 宗（伊奈）盛勝袖判判
物

「判不知」・盛勝 飯源六 96 190

天文10年10月17日 宗（伊奈）盛勝袖判判
物

（盛勝花押）・盛勝 仰木彦三郎 54 260

天文10年10月17日 宗（伊奈）盛勝袖判判
物

「原本曰、御判不知
候、」・盛勝

仰木彦三郎 97 331

天文10年10月22日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 宗六郎次郎 51 591
天文10年11月12日 宗貞泰（晴康）加冠・

仮名并一字書出
貞泰 早田彦犬丸 36 310

天文10年12月４日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司十郎さへもん 54 600
天文10年12月４日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司十郎さへもん 95 251

（年未詳）４月11日 宗将盛加冠・仮名并一
字書出

将盛 広田平三 ６ 641

（年未詳）４月11日 宗将盛加冠・仮名并一
字書出

将盛 広田平三 108 1191

（年未詳）９月５日 宗将盛書状 将盛 宗彦四郎 50 190
（年未詳）11月30日 宗将盛官途状 将盛 宗小三郎 61 40
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）８月６日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山弥六 16 701
（年未詳）８月６日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 平山弥六 94 1250
（年未詳）８月21日 宗（伊奈）盛次書状 盛次 （宛所無） 15 181
（年未詳）８月21日 宗（伊奈）盛次書状 盛次 「原本曰、あて所無之、」 95 471
（年未詳）11月22日 宗（伊奈）盛次書状 盛次 宗備後守 94 661
（年未詳）12月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 萬年寺 15 130
（年未詳）12月10日 宗（伊奈）盛次判物 盛次 萬年寺 95 450
（年未詳）閏２月13日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 宗伊豆守・宗与三兵衛・宗

大膳亮
52 871

（年未詳）閏２月27日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 宗大膳亮 52 851
（年未詳）閏２月27日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 宗大膳亮 91 190
（年未詳）３月10日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 豊崎郡 50 350
（年未詳）８月25日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 宗与三兵衛尉・宗大膳亮 52 861
（年未詳）８月25日 宗貞泰（晴康）書状 貞泰 宗与三兵衛尉・宗大膳亮 91 200
天文11年１月13日 宗晴茂（晴康）加冠并

一字書出
晴茂 宗次郎 61 2191

天文11年１月13日 宗晴茂（晴康）加冠并
一字書出

晴茂 宗善次郎 106 300

天文11年１月13日 宗晴茂（晴康）官途状 晴茂 神宮又七郎 61 1530
天文11年１月14日 宗晴茂（晴康）加冠并

一字書出
晴茂 栗屋右馬五郎 ５ 331

天文11年１月14日 宗晴茂（晴康）加冠并
一字書出

晴茂 宗孫八郎 98 180

天文11年１月14日 宗晴茂（晴康）官途状 晴茂 山下新三郎 98 101
天文11年１月14日 宗晴茂（晴康）官途状 晴茂 早田与三次郎 61 1341
天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并

一字書出
晴茂 宗弥十郎 84 30

天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并
一字書出

晴茂 洲川善四郎 50 1570

天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并
一字書出

晴茂 小嶋太郎四郎 28 221

天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并
一字書出

晴茂 津江与五郎 ６ 351

天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并
一字書出

晴茂 津江与五郎 108 770

天文11年１月15日 宗晴茂（晴康）官途并
一字書出

晴茂 武末助八 51 1211

天文11年１月16日 宗晴茂（晴康）加冠・
仮名并一字書出

晴茂 糸瀬弥次郎 17 180

天文11年１月16日 宗晴茂（晴康）加冠・
仮名并一字書出

晴茂 糸瀬弥次郎 92 571

天文11年１月16日 宗晴茂（晴康）官途状 晴茂 大嶋善三郎 106 661
天文11年１月27日 宗晴茂（晴康）一字書

出
晴茂 宗伊豆守 51 341

天文11年１月27日 宗晴茂（晴康）官途状 晴茂 宗神九郎 50 2110
天文11年２月５日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 岩本神五郎 96 340

天文11年３月14日 宗晴茂（晴康）加冠并
一字書出

晴茂 栗屋右馬五郎 107 550

天文11年４月７日 宗晴康官途状 晴康 大嶋善三郎 106 670
天文11年５月６日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 豊田左衛門助 97 131
天文11年５月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿比留三郎二郎 54 1211
天文11年５月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿比留三郎二郎 95 331
天文11年６月13日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 国分清八郎 54 540

天文11年６月13日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 国分清八郎 95 380
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文11年６月13日 宗（伊奈）盛勝官途并

一字書出
盛勝 国分神左衛門尉 54 541

天文11年６月13日 宗（伊奈）盛勝官途并
一字書出

盛勝 国分神左衛門尉 95 371

天文11年６月20日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 国分神五左衛門尉 54 550
天文11年６月20日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 国分神五左衛門尉 95 371
天文11年７月19日 宗晴康官途状 晴康 部原彦五郎 93 110
天文11年８月10日 宗晴康官途状 晴康 津江与五郎 ６ 360
天文11年８月10日 宗晴康官途状 晴康 津江与五郎 108 771
天文11年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 宗又五郎 34 331
天文11年８月14日 宗晴康官途状 晴康 宗三郎次郎 51 31
天文11年８月14日 宗晴康官途状 晴康 宗六郎次郎 51 610
天文11年８月14日 宗晴康官途状 晴康 武末又太郎 50 1971
天文11年８月16日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 阿比留小六 19 480

天文11年８月27日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 辻与一 54 150
天文11年９月21日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 きんさきミやうふ 92 431
天文11年11月４日 宗茂親判物 茂親 あふミ坊所 84 421
天文11年11月21日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 大塔弥三郎 61 501

天文12年１月18日 宗（伊奈）盛勝官途并
一字書出

盛勝 小宮大膳亮 94 611

天文12年２月７日 宗晴康判物 晴康 財部修理亮 92 180
天文12年４月５日 宗晴康官途状 晴康 小嶋善五郎 35 150
天文12年６月20日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 洲河彦五郎 16 461

天文12年６月20日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 洲河彦五郎 94 991

天文12年７月19日 宗晴康判物 晴康 部原和泉守 93 110
天文12年８月10日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 豊田こま芳丸 95 491

天文12年８月10日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 豊田鬼松丸 15 200

天文12年８月10日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 豊田鬼松丸 54 921

天文12年８月10日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 豊田鬼松丸 95 500

天文12年８月14日 宗晴康仮名并一字書出 晴康 齋藤 61 2780
天文12年８月14日 宗晴康加冠・仮名并一

字書出
晴康 阿比留みちけ丸 19 440

天文12年８月14日 宗晴康加冠・仮名并一
字書出

晴康 龍造寺十郎丸 19 400

天文12年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 長郷玄蕃尉 59 2950
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 山上中務少輔 25 290
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 山上中務少輔 57 190
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 小嶋源次郎 98 241
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 菅野九郎次郎 ９ 80
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 菅野九郎次郎 37 61
天文12年８月14日 宗晴康官途状 晴康 多田次郎左衛門尉 20 60
天文12年８月15日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 井手源二郎 61 551

天文12年８月15日 宗晴康官途状 晴康 宗七郎次郎 28 90
天文12年８月15日 宗晴康官途状 晴康 宗七郎次郎 61 2640
天文12年８月15日 宗晴康官途状 晴康 庄司源六 61 3041
天文12年９月３日 宗晴康官途状 晴康 安孫八郎 60 540
天文12年９月８日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 扇孫次郎 54 450

天文12年10月15日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 （宛所無） 61 4490
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
□ □〔 天 文 〕12年10月
15日

宗（佐須）盛廉判物 盛廉 「実名無之」 26 320

天文１□〔２カ〕年11
月13日

宗（佐須）盛廉判物 盛廉 宗彦右衛門尉 30 21

天文12年12月３日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 山下勢右衛門尉 98 150
天文13年１月23日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 梅野孫四郎 50 2051
天文13年４月２日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 仰木五郎次郎 18 121

天文13年４月２日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 仰木五郎次郎 93 410

天文13年４月２日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 仰木千代松丸 54 461

天文13年４月４日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 ぬ田千代寿丸 94 761

天文13年４月４日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 奴田千代五郎丸 54 1350

天文13年４月５日 宗（仁位）盛家判物 盛家 波多野彦四郎 23 330
天文13年７月22日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 八幡九郎衛門 15 310
天文13年７月22日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 八幡九郎衛門 95 621
天文13年８月５日 宗晴康官途状 晴康 龍造寺源太郎 19 351
天文13年８月12日 宗（仁位）盛家加冠・

仮名并一字書出
盛家 波田野坊丸 59 810

天文13年８月14日 宗晴康加冠・仮名并一
字書出

晴康 安心院三郎丸 50 2611

天文13年８月14日 宗晴康加冠・仮名并一
字書出

晴康 庄司岡法師丸 61 3050

天文13年８月14日 宗晴康官途状 晴康 安心院源三郎 50 2530
天文13年９月４日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 小宮与三五郎 94 410
天文13年９月５日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 ぬ田助次郎 94 770
天文13年９月５日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 奴田助次郎 54 1351
天文13年９月８日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 扇百満丸 54 441

天文13年９月21日 宗晴康判物 晴康 宗伊豆守 19 171
天文13年11月12日 宗（伊奈）盛勝加冠状 盛勝 庄司福三郎丸 92 401
天文13年11月18日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 原田にく房丸 16 541

天文13年11月18日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 原田にく房丸 94 1110

天文13年11月18日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 原田新九郎 16 540

天文13年11月18日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 原田新九郎 94 1110

天文13年11月22日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 洲川善太郎 50 1580
天文13年閏11月26日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 小宮彦八郎 16 160
天文13年閏11月26日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 小宮彦八郎 54 1281
天文13年閏11月26日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 小宮彦八郎 94 351
天文13年12月２日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 とうりん寺 15 321
天文13年12月２日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 とうりん寺 32 21
天文13年12月２日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 とうりん寺 95 640
天文13年12月６日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 岩田九郎左衛門尉 16 361
天文13年12月６日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 岩田九郎左衛門尉 94 901
天文13年12月24日 宗晴康官途状 晴康 宗彦五郎 28 130
天文13年12月24日 宗晴康官途状 晴康 宗彦五郎 61 3110
天文14年１月５日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 帆開弥三郎 54 1161

天文14年１月５日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 帆開弥三郎 95 351

天文14年１月10日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 宗彦八 84 201
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文14年１月28日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 桃田藤衛門尉 16 341
天文14年１月28日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 桃田藤衛門尉 94 881
天文14年２月９日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 阿比留新七郎 97 201

天文14年２月９日 宗（伊奈）盛勝官途并
一字書出

盛勝 阿比留四郎衛門尉 97 191

天文14年２月９日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿比留新七郎 97 200
天文14年２月17日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 阿比留民部左衛門 97 210
天文14年２月26日 宗（伊奈）盛勝加冠并

一字書出
盛勝 小宮与三五郎 94 320

天文14年３月吉日 宗 　判物 宗 洞淋寺 15 330
天文14年３月吉日 宗 　判物 宗 洞淋寺 32 30
天文14年３月吉日 宗 　判物 宗 洞淋寺 95 641
天文14年４月11日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司さへもん五郎 17 131
天文14年４月11日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司さへもん五郎 17 140
天文14年４月11日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司さへもん五郎 95 390
天文14年４月11日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 庄司さへもん五郎 95 391
天文14年４月16日 宗晴康判物 晴康 古河神五郎 103 230
天文14年５月29日 宗（伊奈）盛勝一字書

出
盛勝 山田軍兵衛尉 96 370

天文14年５月29日 宗（伊奈）盛勝加冠并
一字書出

盛勝 山田中七郎 96 371

天文14年７月12日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 犬塚新六 50 2341
天文14年８月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 安心院七郎二郎 50 2490
天文14年８月13日 宗晴康官途状 晴康 安心院三郎左衛門 50 2481
天文14年８月13日 宗晴康官途状 晴康 宗又七 84 330
天文14年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 梅野与三郎 ８ 140
天文14年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 龍造寺新五郎 19 360
天文14年８月14日 宗晴康官途状 晴康 宗源二郎 84 581
天文14年８月16日 宗晴茂（晴康）袖判官

途状
「御判晴茂」 松嶋神五郎 21 310

天文14年10月27日 宗晴康袖判判物 （晴康花押） 扇進左衛門尉・扇又五郎 55 491
天文14年12月10日 宗（佐須）盛廉奉書 盛廉 宗彦四郎 56 731
天文14年12月10日 宗晴康判物 晴康 宗彦四郎 56 721
天文14年12月27日 宗（仁位）盛家加冠・

仮名并一字書出
盛家 梅野新五郎 24 50

天文14年12月27日 宗（仁位）盛家加冠・
仮名并一字書出

盛家 梅野新五郎 59 370

（年未詳）11月20日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 あふきの太三衛門 54 431
（年未詳）12月９日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 又右衛門尉 17 120
（年未詳）12月９日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 又右衛門尉 54 1160
（年未詳）12月９日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 又右衛門尉 95 360
天文15年１月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 梅野弥四郎 59 530
天文15年１月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 梅野弥四郎 24 80
天文15年４月２日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 草壁源五郎 27 81

天文15年４月２日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 草壁源五郎 61 960

天文15年４月２日 宗晴康官途状 晴康 鳥巣惣次郎 36 400
天文15年６月17日 宗晴康加冠・仮名并一

字書出
晴康 梅野兔々鬼丸 105 331

天文15年６月17日 宗晴康加冠・仮名并一
字書出

晴康 比田勝熊鬼丸 51 350

天文15年６月21日 宗晴康加冠・仮名并一
字書出

晴康 岡村千徳丸 61 1640

天文15年６月21日 宗晴康官途并一字書出 晴康 岡村六郎 61 1631
天文15年６月29日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 田口彦五郎 21 130
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文15年７月10日 宗晴康官途并一字書出 晴康 川本又次郎 16 91
天文15年７月10日 宗晴康官途并一字書出 晴康 川本又次郎 94 241
天文15年８月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大浦彦四郎 50 280
天文15年８月14日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 津屋阿比留左京亮・阿比留

大膳亮・阿比留太郎左衛門
尉

14 1020

天文15年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古藤神九郎 51 1940
天文15年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 比田勝弥八郎 51 1121
天文15年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 武末新四郎 50 1940
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 「宛なし」 50 1581
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 原左近允 ９ 170
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 薦田孫四郎 55 361
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦孫六 14 481
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦孫六 50 1760
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦大膳亮 52 461
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦大膳亮 91 261
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦又次郎 14 821
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦又次郎 52 2151
天文15年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦又太郎 14 701
天文15年８月15日 宗晴康判物 晴康 阿比留左京亮・阿比留大膳

亮・阿比留太郎左衛門
14 901

天文15年８月15日 宗晴康判物 晴康 阿比留左京亮・阿比留大膳
亮・阿比留太郎左衛門

52 100

天文15年８月23日 彦熊丸判物 彦熊丸 玉泉寺 96 600
天文15年８月24日 峯貞勝判物 峯佐渡守貞勝 薦田修理亮 55 351
天文15年８月27日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 平山源五郎 60 1230
天文15年11月28日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 井善七 61 1921

天文16年３月７日 宗晴康判物 晴康 古藤彦太郎 51 1520
天文16年３月18日 宗晴康官途状 晴康 古藤彦太郎 51 1530
天文16年３月27日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 宗彦三郎 16 260
天文16年３月27日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 宗彦三郎 94 820
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇釈迦坊丸 17 271
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇釈迦坊丸 54 181
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇釈迦坊丸 92 651
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇助二郎 17 270
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇助二郎 54 181
天文16年６月16日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 扇助二郎 92 650
天文16年６月28日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 齋藤弥二郎 17 161
天文16年６月28日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 齋藤弥二郎 95 411
天文16年７月５日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇千代松丸 54 331
天文16年７月５日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇千代松丸 97 341
天文16年７月５日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇彦三郎 54 330
天文16年７月５日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇彦三郎 97 340
天文16年閏７月３日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 豊田つゐたち丸 97 240
天文16年８月11日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大任神太郎 106 761
天文16年８月14日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 佐々木弥八郎 30 120

天文16年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 庄司善□ 92 350
天文16年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 庄司善□□ 15 41
天文16年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 多田忠次郎 55 430
天文16年８月14日 宗晴康官途状 晴康 庄司神九郎 15 40
天文16年８月14日 宗晴康官途状 晴康 庄司神九郎 92 350
天文16年８月16日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 俵弥次郎 104 470
天文16年９月20日 宗晴康官途状 晴康 懸橋新□〔六〕 20 630

〔天文16年10月２日〕 延長判物（後欠） 〔延長〕 〔西山孫六〕 30 161
天文16年11月17日 彦熊丸判物 彦熊丸 庄司弥次郎 92 401
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文16年11月25日 宗晴康加冠・仮名并一

字書出
晴康 佐奈豊菊徳丸 104 860

天文17年１月29日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 河本惣五郎 94 720
天文17年２月25日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 白水彦四郎 20 710
天文17年２月25日 宗晴康官途状 晴康 白水彦四郎 20 711
天文17年３月28日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 原田五郎丸 18 50
天文17年３月28日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸「原本曰、判

ナシ、」
原田五郎丸 93 291

天文17年８月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 佐伯助四郎 ９ 200
天文17年８月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 佐伯助四郎 60 210
天文17年８月16日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 彦五郎所 21 250
天文17年８月24日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 安藤彦七郎 19 531
天文17年９月15日 彦熊丸判物 彦熊丸 玉泉寺 96 601
天文17年11月12日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 松尾徳次郎丸 94 431
天文17年11月12日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 松尾与七郎 94 440
天文17年11月15日 宗晴康加冠・仮名并一

字書出
晴康 長田布袋丸 102 141

天文17年11月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 神宮又七郎 61 1530
天文17年11月28日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 大浦彦八 52 221

天文17年11月28日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 大浦彦八 91 1561

天文18年１月８日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 中山九郎次郎 96 120
天文18年１月20日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 串崎三郎次郎 ９ 320
天文18年１月20日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 串崎三郎次郎 37 170
天文18年１月23日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇靏熊丸 17 380
天文18年１月23日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇靏熊丸 92 750
天文18年２月16日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大石又次郎 ６ 750
天文18年２月16日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大石又次郎 108 1330
天文18年６月25日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 須川助四郎 16 470
天文18年６月25日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 須川助四郎 94 1000
天文18年６月25日 彦熊丸官途状 彦熊丸 須川左京助 94 1031
天文18年８月14日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 犬塚左衛門五郎 59 1200

天文18年８月14日 宗晴康加冠・官途并一
字書出

晴康 小田次郎 101 380

天文18年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 安藤助三郎 19 540
天文18年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 長留善十郎 21 90
天文18年８月14日 宗晴康官途状 晴康 篠栗六郎 ６ 401
天文18年８月14日 宗晴康官途状 晴康 篠栗六郎 36 371
天文18年８月14日 宗晴康官途状 晴康 篠栗六郎 108 820
天文18年８月15日 盛綱官途状 盛綱 龍蔵寺弥七郎 19 381
天文18年８月16日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 藤平次 61 1180

天文18年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 高尾助四郎 61 2531
天文18年８月21日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 小嶋与五郎 28 171

天文18年８月21日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 小嶋又三郎 28 170
天文18年８月24日 宗晴康袖判官途状 （晴康花押） 「宛所無之」 55 501
天文18年８月24日 宗晴茂（晴康）袖判官

途状
「判晴茂」 「名無之」 20 141

天文18年８月26日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 藤平次 10 110

天文18年８月26日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 藤平次 109 211

天文18年８月26日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 藤平次 61 1181
天文18年８月26日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 藤平次 109 201
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文18年10月10日 宗晴康判物 讃岐守晴康 武末藤右衛門尉 51 1180
天文18年10月26日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 帆開松かる丸 54 620
天文18年10月26日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 帆開松加丸 95 181
天文18年11月10日 彦熊丸判物 彦熊丸 玉泉寺 96 610
天文18年11月20日 宗晴康加冠・仮名并一

字書出
晴康 仁位松亀丸 105 561

天文18年12月20日 宗（仁位）康親加冠并
一字書出

康親 百松 59 2020

天文18年12月23日 康次仮名并一字書出 康次 又四郎 60 220
天文19年１月９日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 平山次郎五郎 20 270

天文19年１月９日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 平山三郎次郎 20 290
天文19年１月12日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古瀬与三郎 59 250
天文19年１月12日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 御手洗太郎四郎 59 4230
天文19年１月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 国分与四郎 59 1660
天文19年１月15日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 小宮徳市丸 94 321
天文19年２月９日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 早田善四郎 36 311
天文19年２月11日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 早田平四郎 61 1350
天文19年２月11日 勝清判物 勝清 庄司十郎さへもん 54 600
天文19年２月11日 勝清判物 勝清 庄司十郎さへもん 95 250
天文19年２月24日 宗晴康判物 晴康 嶺弥十郎 59 3970
天文19年２月24日 廉永判物 廉永「文字不見」 小宮彦八郎 54 1290
天文19年４月６日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 江口善三郎 ８ 191
天文19年４月６日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 江口善三郎 36 590
天文19年４月６日 宗晴康官途状 晴康 江口又七 ８ 200
天文19年４月６日 宗晴康官途状 晴康 江口又七 36 591
天文19年４月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 黒岩又五郎 ９ 130
天文19年４月15日 宗晴康官途状 晴康 黒岩与三郎 ９ 131
天文19年４月24日 彦熊丸判物 彦熊丸 小宮彦三郎・糸瀬彦八郎 16 560
天文19年４月24日 彦熊丸判物 彦熊丸 小宮彦三郎・糸瀬彦八郎 94 1120
天文19年５月３日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 西田小八郎 95 120
天文19年６月18日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 薗田彦九郎 51 80
天文19年６月24日 康家判物 康家 小宮彦八郎 16 161
天文19年６月24日 康家判物 康家 小宮彦八郎 94 360
天文19年７月２日 康親加冠并一字書出？ 康親 中尾勢太郎 27 121
天文19年７月２日 康親加冠并一字書出？ 康親 中尾勢太郎 61 760
天文19年８月14日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 窪田又三郎 20 641

天文19年８月14日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 窪田又三郎 20 650
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留十郎次郎 24 170
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留十郎次郎 59 2870
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留彦次郎 59 2540
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古藤六郎 51 1851
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 山上三郎 25 291
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 山上三郎 57 200
天文19年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 追伯藤二郎 60 660
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 国分又次郎 19 640
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦弥次郎 14 101
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 大浦弥次郎 50 281
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 波多野助八郎 59 1760
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 平井彦次郎 23 31
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 平郷彦次郎 59 3520
天文19年８月14日 宗晴康官途状 晴康 平松彦五郎 59 2840
天文19年８月15日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 高尾助四郎 61 2540

天文19年８月15日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 黒岩近八郎 61 2260
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文19年11月15日 彦熊丸仮名并一字書出 彦熊丸 小宮彦八郎 54 1280
天文19年11月15日 彦熊丸仮名并一字書出 彦熊丸 小宮彦八郎 94 360
天文19年11月23日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留又三郎 19 441
天文19年11月23日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留又三郎 36 270
天文19年11月23日 宗晴康官途状 晴康 阿比留平四郎 19 450
天文20年２月12日 宗晴康判物 晴康 にしとまりさいふく寺 50 2181
天文20年２月27日 宗晴康官途状 晴康 国分又七郎 55 221
天文20年４月５日 彦熊丸加冠状 彦熊丸 財部さい松丸 92 251
天文20年４月20日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 山下源五郎 98 110
天文20年４月20日 宗晴康判物 晴康 山下源五郎 98 110
天文20年６月９日 宗晴康官途并一字書出 晴康 大浦与四郎 52 2220
天文20年６月９日 宗晴康官途并一字書出 晴康 大浦与次郎 14 761
天文20年６月10日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 須川百鶴丸 16 471
天文20年６月10日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 須川百鶴丸 94 1000
天文20年６月10日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 須川百芳丸 94 1001
天文20年６月13日 宗義親（義調）官途并

一字書出
義親 大浦善次郎 106 330

天文20年６月13日 宗晴康判物 晴康 神宮隼人佐 61 1531
天文20年６月13日 宗晴康判物 晴康 大浦蔵人佐 106 300
天文20年６月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 薦孫次郎 55 370
天文20年６月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 嶋居神七郎 36 800
天文20年６月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 梅野源七郎 59 500
天文20年６月15日 彦熊丸官途并一字書出 彦熊丸 小宮与次郎 54 840
天文20年６月26日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 峯孫太郎 19 60
天文20年８月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 修行彦三郎 35 70
天文20年８月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 波多野彦三郎 59 820
天文20年８月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 平山与七 59 4500
天文20年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 横松弥二郎 29 441
天文20年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 加代彦三郎 84 590
天文20年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 国分彦九郎 55 281
天文20年11月15日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 内山彦八郎 29 480

天文20年11月20日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大石又六 29 110
天文20年11月20日 彦熊丸判物 彦熊丸 庄司さへもん五郎 17 141
天文20年11月20日 彦熊丸判物 彦熊丸 庄司さへもん五郎 95 400
天文20年12月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 神崎彦五郎 ５ 480
天文20年12月13日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 神崎彦五郎 107 691
天文20年 彦熊丸判物 彦熊丸 阿比留三郎次郎 54 1210
天文21年１月21日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 津江与五郎 ６ 361
天文21年１月21日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 津江与五郎 108 771
天文21年２月20日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇彦亀丸 25 501
天文21年２月20日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇彦亀丸 54 731
天文21年２月20日 彦熊丸加冠并一字書出 彦熊丸 扇彦亀丸 92 561
天文21年６月15日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 長尾勢五郎 30 70

天文21年６月15日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 長尾勢五郎 30 71
天文21年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古藤善次郎 51 1980
天文21年８月14日 宗晴康官途状 晴康 加代惣九郎 84 591
天文21年８月16日 宗晴康判物 晴康 にしのつや村中 14 920
天文21年８月16日 宗晴康判物 晴康 にしのつや村中 52 71
天文21年９月15日 宗（仁位）康親仮名書

出
康親 阿比留源十郎 59 2430

天文21年９月19日 宗（伊奈）盛勝仮名書
出

盛勝 平馬又四郎 20 151

天文21年９月19日 宗（伊奈）盛勝仮名書
出

盛勝 平馬又四郎 55 531

天文21年９月19日 宗（伊奈）盛勝加冠状 盛勝 平馬源六 20 160
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文21年９月19日 宗（伊奈）盛勝加冠状 盛勝 平馬源六 55 540
天文21年11月10日 宗晴康判物 晴康 薗田帯刀允 51 70
天文21年11月10日 宗晴康判物 晴康 西泊西福寺 50 2210
天文21年11月10日 宗晴康判物 晴康 西福寺 32 100
天文21年11月10日 宗晴康判物 晴康 西福寺 50 2200
天文21年11月20日 康次判物 康次 早田三郎左衛門尉 21 141
天文21年11月21日 宗晴康一字書出 晴康 神宮又七郎 61 1541
天文21年12月10日 宗晴康官途状 晴康 仁田又四郎 16 220
天文21年12月10日 宗晴康官途状 晴康 仁田又四郎 94 790
天文21年12月13日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 井与三郎 61 1971

天文21年12月20日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 住吉　たうミやう婦所 61 530
（年未詳）３月５日 宗（伊奈）盛勝判物 盛勝 くらんと 94 411
天文22年２月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇又八郎 20 130
天文22年２月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇又八郎 55 510
天文22年２月21日 宗義調官途状 義調 小森孫八郎 98 181
天文22年２月21日 宗義調官途状 義調 飯田与一左衛門 33 80
天文22年２月23日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 懸橋千寿丸 ５ 620

天文22年２月23日 宗義調加冠并一字書出 義調 懸橋千寿丸 107 861
天文22年２月26日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留新五郎 13 900
天文22年２月27日 宗義調一字書出 義調 神宮隼人佐 61 1550
天文22年２月27日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 平田徳太郎丸 101 541

天文22年２月27日 宗義調官途状 義調 平田又三郎 101 550
天文22年２月28日 宗義調官途状 義調 梅野新左衛門 105 340
天文22年２月28日 宗義調官途并一字書出 義調 神崎彦七郎 ５ 481
天文22年２月28日 宗義調官途并一字書出 義調 神崎彦七郎 107 691
天文22年３月21日 宗晴康官途状 晴康 古藤善十郎 106 1410
天文22年３月24日 宗義調官途状 義調 上原神五郎 61 2040
天文22年６月３日 宗義調加冠并一字書出 義調 草壁助六 61 841
天文22年６月３日 宗義調官途状 義調 草壁助六 61 840
天文22年６月14日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 庄司源左衛門尉 17 81
天文22年６月14日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 庄司源左衛門尉 95 290
天文22年６月15日 宗義調官途状 義調 仁位又四郎 101 611
天文22年６月15日 宗義調官途状 義調 仁位民部少輔 101 610
天文22年６月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善次郎 14 110
天文22年６月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善次郎 50 400
天文22年８月２日 宗義調加冠并一字書出 義調 津江与次郎 ６ 370
天文22年８月２日 宗義調加冠并一字書出 義調 津江与次郎 108 780
天文22年８月10日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 俵熊徳丸 61 291

天文22年８月10日 宗義調加冠并一字書出 義調 俵孫次郎 61 301
天文22年８月10日 宗義調官途状 義調 俵孫次郎 61 290
天文22年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚新五郎 60 640
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留小八郎 19 451
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留小八郎 36 271
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 黒岩神三郎 61 990
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 黒岩善十郎 ６ 450
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 黒岩善十郎 108 891
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 豊田新兵衛 61 191
天文22年８月14日 宗義調官途状 義調 豊田新兵衛尉 27 41
天文22年８月15日 宗義調官途状 義調 阿比留彦十郎 59 2650
天文22年８月25日 宗（仁位）康親加冠并

一字書出
康親 阿比留乙松 59 2640

天文22年８月28日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 長留与三郎 21 440
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文22年９月５日 宗晴康官途状 晴康 鞍懸又六 51 1151
天文22年11月３日 宗（佐須）盛廉奉書 盛廉 大浦修理亮 14 50
天文22年11月３日 宗（佐須）盛廉奉書 盛廉 大浦修理亮 50 261
天文22年11月３日 宗義調判物 義調 大浦修理亮 14 120
天文22年11月３日 宗義調判物 義調 大浦修理亮 50 391
天文22年11月３日 宗晴康判物 晴康 大浦修理亮 14 111
天文22年11月３日 宗晴康判物 晴康 大浦修理亮 50 290
天文22年11月15日 康親加冠并一字書出？ 康親 大石小六 29 170
天文22年11月15日 宗義調加冠并仮名書出 義調 内野彦太郎 101 850
天文22年12月６日 宗義調官途状 義調 古河治部少輔 103 1270
天文22年12月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤小次郎 61 1111
天文22年12月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤小次郎 109 121
天文22年12月17日 宗義調官途状 義調 藤藤兵衛 61 1051
天文22年12月17日 宗義調官途状 義調 藤藤兵衛 109 120
天文22年12月23日 宗義調加冠并一字書出 義調 山上彦右衛門 57 210
天文22年12月23日 宗義調加冠并一字書出 義調 山上彦太郎 25 300
天文23年３月21日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 小田治部少輔 26 140
天文23年６月３日 宗（仁位）盛家判物 盛家 追伯弥次郎 60 1070
天文23年６月28日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 河原市五郎丸 94 681

天文23年６月28日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 河本源五郎 94 710

天文23年７月９日 宗義調官途状 義調 河本膳兵衛 16 100
天文23年７月９日 宗義調官途状 義調 河本膳兵衛 94 250
天文23年８月７日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 原田犬子丸 93 300

天文23年８月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 比田勝新七郎 51 611
天文23年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留孫七郎 24 131
天文23年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留孫七郎 59 2790
天文23年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 波多野弥五郎 59 1910
天文23年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 波田野助次郎 34 581
天文23年８月14日 宗義調官途状 義調 山下源五郎 98 111
天文23年８月14日 宗義調官途状 義調 西郷勢太郎 21 161
天文23年８月14日 宗義調官途状 義調 波多野助七 59 1900
天文23年８月14日 宗義調官途状 義調 福嶋左□□ 84 150
天文23年８月14日 宗義調官途状 義調 豊田彦九郎 84 240
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 中尾丹七郎 27 110

天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 中尾丹七郎 61 690

天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 庄司孫次郎 12 51
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 庄司孫次郎 98 440
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 中尾勢七郎 27 111
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 中尾銭七郎 61 761
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 藤与七郎 61 1031
天文23年８月16日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 藤与七郎 109 51
天文23年８月22日 宗義調判物 義調 糸瀬播磨守 51 1651
天文23年８月28日 宗晴康官途并一字書出 晴康 「宛なし」 51 720
天文23年９月11日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 扇助十郎 17 181
天文23年９月11日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 扇助十郎 92 590
天文23年10月９日 宗義調官途状 義調 立石彦太郎 61 2061
天文23年12月13日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 大庭助七 28 280

天文23年12月13日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 大庭助七 28 281
天文23年12月19日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 小田左京助 26 210
天文24年２月20日 宗義調加冠并一字書出 義調 国分又四郎 19 641
天文24年４月16日 宗義調官途状 義調 松尾源七郎 ５ 291
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
天文24年４月16日 宗義調官途状 義調 松尾弥七郎 107 510
天文24年５月９日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 小嶋助次郎 20 561
天文24年５月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留神三郎 19 490
天文24年５月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留神三郎 55 160
天文24年５月19日 宗義調加冠并一字書出 義調 小嶋助五郎 98 250
天文24年６月１日 宗義調官途状 義調 塩津留丹七郎 20 371
天文24年６月16日 宗義調官途状 義調 財部大膳亮 92 190
天文24年７月１日 宗義調官途状 義調 古藤善五郎 51 1910
天文24年８月５日 宗（佐須）盛廉奉書 盛廉 高本治部丞 34 491
天文24年８月５日 宗義調判物 義調 高本治部丞 34 451
天文24年８月13日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 益田彦五郎 29 180

天文24年８月14日 宗晴康官途状 晴康 阿比留又太郎 14 931
天文24年８月14日 宗晴康官途状 晴康 阿比留又太郎 52 181
天文24年９月５日 宗義調官途并一字書出 義調 藤松又次郎 102 740
天文24年10月10日 宗義調加冠并一字書出 義調 草壁助三郎 61 720
天文24年10月10日 宗義調官途状 義調 草壁助七 61 711
天文24年11月９日 宗義調官途状 義調 中村左衛門尉佐 16 221
天文24年11月９日 宗義調官途状 義調 中村左衛門佐 94 791
天文24年11月15日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 小宮宮松丸 94 330

天文24年11月27日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 国分宮松丸 17 130

天文24年11月27日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 国分宮松丸 54 541

天文24年11月27日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 国分宮松丸 95 381

天文24年12月１日 宗義調加冠并一字書出 義調 立石又五郎 61 2070
天文24年12月７日 宗義調加冠并一字書出 義調 塩津留彦太郎 20 380
天文24年12月19日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 小宮ミや法師丸 16 630

天文24年12月19日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 小宮ミや法師丸 94 1170

天文24年12月26日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚新五郎 50 2350
弘治２年１月11日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 武末新八郎 50 1941
弘治２年３月５日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 大武近八郎 96 440

弘治２年３月５日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 大武虎松丸 96 431

弘治２年３月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇七郎次郎 16 641
弘治２年３月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇七郎次郎 94 1181
弘治２年３月28日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 初村六郎次郎 37 190

弘治２年６月８日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇助五郎 17 340

弘治２年６月28日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇助五郎 92 710

弘治２年６月28日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇鶴熊丸 17 331

弘治２年６月28日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇鶴熊丸 92 701

弘治２年８月11日 宗義調官途状 義調 多田太郎次郎 19 141
弘治２年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 小嶋源四郎 98 250
弘治２年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 嶋山彦八 101 380
弘治２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦□□□ 84 130
弘治２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 鳥巣三郎次郎 ９ 511
弘治２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 鳥巣弥六 ９ 510
弘治２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 北嶋彦七郎 55 660
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
弘治２年８月14日 宗義調官途状 義調 多田孫次郎 20 61
弘治２年８月14日 宗義調官途状 茂調〔義調カ〕 鳥巣弥次郎 36 391
弘治２年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 早田又三郎 ９ 461
弘治２年８月20日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 井原孫九郎 30 90

弘治２年８月20日 宗（佐須）盛廉官途并
一字書出

盛廉 井原孫八郎 30 81

弘治２年８月20日 宗義調加冠并一字書出 義調 三山又四郎 106 1321
弘治２年８月28日 宗義調判物 義調 下宮宮司円知坊 98 521
弘治２年８月29日 宗義調加冠并一字書出 義調 井助三郎 61 1980
弘治２年11月15日 宗義調判物 義調 佐須右馬助 100 180
弘治２年11月20日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 須川宮太郎丸 94 1010

弘治３年１月11日 宗義調官途状 義調 梅野与三郎 ８ 140
弘治３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 扇牛徳丸 17 390

弘治３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇牛徳丸 92 751

弘治３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇孫左衛門尉 17 381

弘治３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇孫左衛門尉 92 751

弘治３年２月15日 宗晴康判物 晴康 「宛所無之」 110 141
弘治３年２月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇新四郎 16 650
弘治３年２月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 扇新四郎 94 1190
弘治３年３月27日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 松尾源四郎 ５ 300

弘治３年３月27日 宗義調加冠・仮名并一
字書出

義調 松尾源四郎 107 510

弘治３年４月25日 宗義調官途状 義調 梅野助三郎 59 510
弘治３年６月15日 宗義調官途状 義調 多田彦太郎 25 460
弘治３年６月15日 宗義調官途状 義調 多田彦太郎 59 1350
弘治３年６月28日 宗（伊奈）調廉官途并

一字書出
調廉 古藤杢左衛門尉 96 401

弘治３年８月４日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 庄司源六 15 50
弘治３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 吉野与七 61 4231
弘治３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚彦三郎 20 451
弘治３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚彦三郎 55 80
弘治３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 小田小五郎 26 150
弘治３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 小田小五郎 61 4510
弘治３年８月14日 宗義調官途状 義調 秦六郎次郎 60 110
弘治３年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古藤善五郎 106 1410
弘治３年８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 庄司源六 92 351
弘治３年８月16日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 新右衛門所 109 170
弘治３年８月29日 宗義調判物 義調 小嶋七郎右衛門 35 151
弘治３年９月26日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 阿比留徳太郎丸 54 1220
弘治３年10月27日 宗晴康書状 （晴康花押） 豊崎郡志ゆうし武末藤右衛

門尉
51 1181

弘治３年12月21日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 桑弥五郎 28 151

弘治３年12月21日 宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 桑弥五郎 61 3111

弘治４年２月３日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 佐々木弥七 61 50
弘治４年３月23日 宗義調官途状 義調 大浦弥太郎 14 710
弘治４年３月23日 宗義調官途状 義調 大浦与次郎 14 581
弘治４年３月23日 宗義調官途状 義調 大浦与次郎 50 1761
弘治４年３月28日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 布代与三次郎 ８ 270
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
弘治４年４月５日 宗義調官途状 義調 大浦彦太郎 14 550
弘治４年４月５日 宗義調官途状 義調 大浦彦太郎 50 990
弘治４年４月16日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 小嶋惣左衛門 98 270
弘治４年４月24日 正仲判物 正仲 財部近兵衛尉 92 260
弘治４年４月25日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 小嶋助五郎 20 570
弘治４年５月12日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 白水大炊助 20 530
弘治４年５月12日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 内山彦太郎 61 2071
弘治４年閏６月26日 宗義調判物 義調 大浦中務丞 103 820
永禄１年８月６日 宗晴康袖判判物 「御判晴康様」 庄司四郎左衛門尉 15 51
永禄１年８月10日 大浦康次判物 大浦蔵人佐康次 （宛所無） 50 2231
弘治４年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 神崎彦七郎 51 730
弘治４年８月13日 宗義調官途状 義調 神崎神六 51 721
弘治４年８月14日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 阿比留小六 19 481
弘治４年８月14日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 犬束左衛門五郎 59 1210
弘治４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚六郎次郎 19 720
弘治４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚六郎次郎 59 1150
弘治４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 波多野助四郎 59 1880
弘治４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 茂調〔義調カ〕 龍造寺又四郎 19 270
弘治４年８月14日 宗義調官途状 義調 財部助八郎 94 1060
弘治４年８月14日 宗義調官途状 義調 長留善十郎 21 91
弘治４年８月14日 宗義調官途状 義調 波多野彦四郎 59 830
弘治４年８月14日 宗義調官途状 義調 平山彦五郎 20 260
弘治４年８月14日 宗義調官途状 義調 龍造寺神右衛門 19 271
弘治４年８月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 平松十郎太郎 59 2850
永禄１年８月16日 宗晴康袖判判物 「御判晴康様」 庄司四郎左衛門尉 92 351
弘治４年９月２日 某判物 「御名乗不読」 豊田掃部助 15 201
弘治４年９月２日 某判物 「原本曰、御名乗不

読、」
豊田掃部助 95 500

弘治４年11月15日 宗義調加冠并一字書出 義調 比田勝惣五郎 51 620
永禄１年11月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 神宮源六 61 1551
永禄１年11月20日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 ぬ田与次郎 94 770

永禄１年11月20日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 奴田与次郎 54 1341

永禄１年11月20日 宗（伊奈）調廉官途并
一字書出

調廉 ぬ田因幡守 94 771

永禄１年11月20日 宗（伊奈）調廉官途并
一字書出

調廉 奴田周房守 54 1300

弘治４年12月30日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 武末助三郎 ９ 51
弘治４年12月30日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 武末助三郎 37 130
永禄２年３月２日 宗義調判物 義調 久和越前守 102 370
永禄２年３月２日 宗義調判物 義調 久和越前守 102 371
永禄２年３月24日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 岩本つゐたち丸 96 340

永禄２年３月24日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 岩本藤次郎 96 341

永禄２年３月28日 宗（佐須）盛廉判物 盛廉 亀一明舞処 13 1190
永禄２年４月28日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善五郎 14 850
永禄２年４月28日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善五郎 52 40
永禄２年６月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 河上神次郎 28 91
永禄２年６月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 川上神次郎 61 2931
永禄２年６月15日 宗義調官途状 義調 柳河彦十郎 34 340
永禄２年６月21日 宗義調官途状 義調 中尾勢十郎 ７ 130
永禄２年６月25日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 齋藤次郎九郎 17 170

永禄２年６月25日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 齋藤次郎九郎 95 420
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄２年７月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦又太郎 14 711
永禄２年８月９日 宗義調官途状 義調 大浦源太郎 52 490
永禄２年８月９日 宗義調官途状 義調 大浦源太郎 91 750
永禄２年８月９日 宗義調官途状 義調 大浦民部大輔 52 491
永禄２年８月９日 宗義調官途状 義調 大浦民部大輔 91 741
永禄２年８月10日 宗義調加冠并一字書出 義調 古瀬与三郎 59 260
永禄２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 山下善次郎 98 120
永禄２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 小田彦四郎 61 3380
永禄２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 西山藤次郎 24 160
永禄２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 梅野彦四郎 24 70
天文28（ママ）年８月
15日

宗（佐須）盛廉加冠并
一字書出

盛廉 井手新五郎 61 541

永禄２年８月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 吉野三郎五郎 ８ 281
永禄２年８月15日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 吉野三郎五郎 33 101
永禄２年８月23日 宗義調官途并一字書出 義調 仁位孫七 25 41
永禄２年８月23日 宗義調官途并一字書出 義調 仁位孫七 57 500
永禄２年10月17日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 山下用坊丸 54 650

永禄２年11月６日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 青柳藤四郎 106 1070
永禄２年11月17日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 小宮乙房丸 16 600

永禄２年11月17日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 小宮乙房丸 94 1171

永禄２年12月27日 宗義調官途状 義調 平山弥七郎 59 4510
（年未詳）３月１日 宗（佐須）盛廉書状 盛廉 相良遠江守 96 540
（年未詳）３月２日 宗（佐須）盛廉書状 盛廉 宗与三兵衛宿所 50 201
（年未詳）４月３日 宗（佐須）盛廉書状 盛廉 総宮司御同宿御中 13 700
（年未詳）８月13日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 宗彦八 52 220
（年未詳）８月13日 宗（佐須）盛廉官途状 盛廉 宗彦八 91 1570
（年未詳）９月２日 宗（佐須）盛廉書状 盛廉 大浦老若中 50 181
（年未詳）12月13日 宗（佐須）盛廉加冠并

一字書出
盛廉 大庭助太郎 28 220

永禄３年１月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 波多野六郎次郎 60 120
永禄３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 扇仁王丸 17 391

永禄３年１月吉日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 扇仁王丸 92 760

永禄３年２月11日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 洞淋寺 15 331
永禄３年２月11日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 洞淋寺 95 650
永禄３年２月22日 宗（伊奈）調廉仮名并

一字書出
調廉 帆開新十郎 95 121

永禄３年２月22日 宗（伊奈）調廉官途并
一字書出

調廉 帆開六郎左衛門尉 95 130

永禄３年２月22日 宗（仁位）盛家判物 盛家 梅野百徳丸 ８ 150
永禄３年２月22日 宗義調判物 義調 梅野百徳丸 ８ 141
永禄３年３月３日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 香椎彦松丸 16 401

永禄３年３月３日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 香椎彦松丸 54 1420

永禄３年３月３日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 香椎彦松丸 94 950

永禄３年４月17日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 原田彦兵衛 15 340

永禄３年４月17日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 原田彦兵衛 95 661

永禄３年６月14日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 豊田熊丸 97 131

永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋助太郎 23 481
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋助太郎 60 300
永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋藤六 23 420
永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋藤六 60 430
永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋彦九郎 23 391
永禄３年６月16日 宗義調官途并一字書出 義調 嶋弥五郎 23 480
永禄３年６月27日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 洲川彦五郎 50 1620
永禄３年６月28日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留小太郎 13 901
永禄３年６月28日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 阿比留小太郎 61 3880
永禄３年７月11日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 梅野善十郎 ７ 160

永禄３年８月14日 佐須盛円加冠・仮名并
一字書出

盛円 塩津留宮太郎丸 16 281

永禄３年８月14日 佐須盛円加冠・仮名并
一字書出

盛円 塩津留宮太郎丸 94 850

永禄３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 井善二郎 61 1930

永禄３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 平山彦次郎 61 2370
永禄３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 小田小太郎 104 130
永禄３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 波多野助五郎 59 1780
永禄３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 俵小五郎 36 861
永禄３年８月14日 宗義調官途状 義調 糸瀬助三郎 51 1661
永禄３年８月15日 宗義調官途状 義調 川本惣次郎 16 101
永禄３年８月15日 宗義調官途状 義調 川本惣次郎 94 251
永禄３年８月15日 宗晴康官途状 晴康 洲川善太郎 50 1611
永禄３年８月16日 佐須盛円官途并一字書

出
盛円 安新次郎 60 550

永禄３年８月16日 佐須盛円判物 盛円 住吉　たうミやう婦所 61 531
永禄３年８月19日 宗晴康官途状 晴康 薗田兵三郎 51 1110
永禄３年８月20日 宗義調判物 義調 普光寺 19 771
永禄３年８月20日 宗義調判物 義調 普光寺 32 71
永禄３年８月21日 宗義調加冠并一字書出 義調 栗屋孫三郎 ５ 340
永禄３年８月21日 宗義調加冠并一字書出 義調 栗屋孫三郎 107 550
永禄３年８月21日 宗義調官途状 義調 蛙源太郎 ８ 31
永禄３年８月21日 宗義調官途状 義調 栗屋満五郎 ５ 341
永禄３年８月21日 宗義調官途状 義調 栗屋満五郎 107 551
永禄３年９月21日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守・大浦修理亮 52 811
永禄３年９月21日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守・大浦修理亮 91 780
永禄３年11月２日 宗晴康判物 晴康 長寿院 110 130
永禄３年11月14日 宗晴康判物 宗讃岐守晴康 慶昌院 32 121
永禄３年11月14日 宗晴康判物 宗讃岐守晴康 慶昌院 50 1860
永禄３年11月16日 佐須盛円判物 盛円 大浦伯耆守 52 521
永禄３年11月16日 佐須盛円判物 盛円 大浦伯耆守 91 1571
永禄３年11月16日 宗義調判物 義調 大浦伯耆守 52 480
永禄３年11月16日 宗義調判物 義調 大浦伯耆守 91 881
永禄３年11月16日 宗晴康判物 讃岐守晴康 大浦伯耆守 52 470
永禄３年11月16日 宗晴康判物 讃岐守晴康 大浦伯耆守 91 840
永禄３年11月19日 宗義調加冠并一字書出 義調 佐々木弥三郎 61 60
永禄３年11月19日 宗義調官途状 義調 佐々木弥三郎 61 70
永禄３年11月20日 宗晴康判物 晴康 大浦蔵人佐 106 321
永禄３年11月20日 宗晴康判物 晴康 大浦孫兵衛尉 106 320
永禄３年11月23日 宗義調判物 義調 長寿院祐玖禅師 110 111
永禄３年11月23日 宗晴康判物 讃岐守行年八拾六歳

晴康
長寿院 110 111

永禄３年11月23日 大浦康次判物 大浦蔵人佐康次 （宛所無） 50 2241
永禄３年11月28日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 早田芳丸 54 91
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄３年11月28日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 早田芳丸 97 421

永禄３年12月23日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 国分つゐたち丸 15 430

永禄３年12月23日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 国分つゐたち丸 95 730

永禄４年１月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬善次郎 34 150
永禄４年１月13日 宗義調官途状 義調 犬又五郎 34 151
永禄４年２月７日 宗晴康袖判判物 （晴康花押） 梅野孫四郎 50 2060
永禄４年２月９日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 平山源七郎 54 671

永禄４年２月24日 宗義調官途状 義調 平山源兵衛 59 4520
永禄４年２月30日 宗義調加冠并一字書出 義調 神崎又六 51 731
永禄４年３月15日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 犬はうはゝ 54 660
永禄４年閏３月21日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 米田藤六 53 141

永禄４年閏３月21日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 きんさきミやうふ 92 440
永禄４年閏３月21日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 米田藤右衛門尉 53 201
永禄４年閏３月21日 宗（伊奈）調廉判物 調廉 米田藤右衛門尉 92 321
元禄〔永禄カ〕４年閏
３月21日

宗（伊奈）調廉判物 調廉 きんさきミやうふ 53 140

永禄４年閏３月22日 佐須盛円奉書 盛円 酘豆住持円喜坊 12 160
永禄４年閏３月22日 佐須盛円奉書 盛円 酘豆住持円喜坊 98 630
永禄４年閏３月22日 宗義調判物 義調 酘豆住持円喜房 12 131
永禄４年閏３月22日 宗義調判物 義調 酘豆住持円喜房 98 610
永禄４年閏３月22日 尚広判物 尚広 酘豆住持円喜御坊 110 100
永禄４年４月５日 宗晴康寄進状 晴康 （宛所無） 32 110
永禄４年４月５日 宗晴康寄進状 晴康 （宛所無） 50 2211
永禄４年６月10日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 梅野彦五郎 54 110

永禄４年８月９日 佐須盛円官途状 盛円 齋藤彦九郎 61 2971
永禄４年８月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 江口善次郎 ８ 201
永禄４年８月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 江口善次郎 36 600
永禄４年８月12日 宗晴康官途状 晴康 古藤孫三郎 51 1951
永禄４年８月13日 宗義調仮名書出 義調 河上神次郎 28 100
永禄４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 藤与三郎 61 1041

永禄４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 藤与三郎 109 60

永禄４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 平山助三郎 20 291

永禄４年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 益田与七郎 29 181
永禄４年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 高尾助四郎 61 2560
永禄４年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 高尾弥七郎 61 2561
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 国分又七郎 19 650
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦小太郎 14 720
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善四郎 14 851
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦善四郎 52 41
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 築城藤十郎 60 680
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 筑城藤十郎 25 540
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 長野神五郎 56 732
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 嶋弥五郎 ５ 660
永禄４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 嶋弥五郎 107 900
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留彦五郎 23 140
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留彦五郎 59 3250
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 早野源四郎 14 770
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 早野源四郎 52 2211
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 嶋藤太郎 23 531
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 嶋藤太郎 60 560
永禄４年８月14日 宗義調官途状 義調 龍造寺小次郎 19 401
永禄４年８月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤源次郎 61 1121
永禄４年８月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤源次郎 109 140
永禄４年８月17日 宗義調官途状 義調 藤小次郎 61 1120
永禄４年８月17日 宗義調官途状 義調 藤小次郎 109 130
永禄４年８月17日 宗義調官途状 義調 藤新兵衛尉 61 1110
永禄４年８月17日 宗義調官途状 義調 藤新兵衛尉 109 131
永禄４年８月22日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 大浦善次郎 106 330
永禄４年８月22日 宗晴康官途状 晴康 阿比留小太郎 13 910
永禄４年８月22日 宗晴康官途状 晴康 阿比留小太郎 61 3890
永禄４年11月４日 康親判物？ 康親 寺山近江坊所 84 461
永禄４年11月15日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 上原助五郎 37 150

永禄４年11月20日 宗義調官途状 義調 吉野 61 4181
永禄４年11月20日 宗義調官途状 義調 吉野市右衛門 61 4190
永禄４年11月20日 宗晴康官途状 晴康 阿比留将監助 61 3971
永禄４年12月３日 宗義調袖判判物 「御半義調様」 ふきさき中間所 26 441
永禄４年12月３日 宗義調袖判判物 「御半義調様」 見かた中間所 26 351
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤助次郎 10 160
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤助次郎 61 1061
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤助次郎 109 260
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤彦次郎 10 170
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤彦次郎 61 1211
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤彦次郎 109 270
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤弥七郎 10 161
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤弥七郎 61 1210
永禄４年12月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 藤弥七郎 109 261
永禄５年１月６日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 古藤孫三郎 51 1960
永禄５年１月11日 宗義調官途状 義調 国分又四郎 19 651
永禄５年１月11日 宗義調官途状 義調 龍造寺惣左衛門 19 361
永禄５年２月２日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 ぬ田百歳丸 16 210

永禄５年２月２日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 ぬ田百歳丸 94 780

永禄５年２月２日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 奴田百口俄丸 54 1340

永禄５年２月５日 宗将盛官途状？ 将盛 村松源七郎 ６ 200
永禄５年２月５日 宗将盛官途状？ 将盛 村松源七郎 108 550
永禄５年２月８日 宗義調加冠并一字書出 義調 大嶋弥五郎 106 671
永禄５年２月13日 宗晴康判物 讃岐守晴康 武末藤右衛門尉 51 1220
永禄５年３月４日 佐須盛円判物 盛円 黒瀬平山藤左衛門尉 13 841
永禄５年３月４日 佐須盛円判物 盛円 黒瀬平山藤左衛門尉 61 2380
永禄５年３月４日 宗義調判物 義調 平山藤左衛門尉 13 760
永禄５年３月４日 宗義調判物 （義調花押） 平山藤左衛門尉 61 2371
永禄５年３月10日 某袖判宗（伊奈）調廉

判物
「御判不知」・調廉 このかうへより阿い中 15 511

永禄５年３月10日 某袖判宗（伊奈）調廉
判物

「御判不知」・調廉 このかうへより阿い中 95 791

永禄５年３月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 「宛なし」 51 1040
永禄５年３月16日 宗義調官途状 義調 長郷弥八郎 59 3030
永禄５年３月21日 宗義調一字書出 義調 山上与三左衛門尉 25 320
永禄５年３月21日 宗義調一字書出 義調 山上与三左衛門尉 57 250
永禄５年３月21日 宗義調一字書出 義調 多田彦左衛門 25 481
永禄５年３月21日 宗義調一字書出 義調 多田彦左衛門 59 1360
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 青木三郎次郎 59 2100
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 大浦彦四郎 14 630
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 大浦彦四郎 50 960
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 大任神太郎 106 770
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 築城弥次郎 60 1000
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 比田勝助三郎 51 351
永禄５年３月21日 宗義調官途状 義調 俵神七郎 61 4350
永禄５年６月23日 宗（伊奈）調廉官途并

一字書出
調廉 山田左馬太夫 96 371

永禄５年６月日 某判物 「御名乗御判不相見」 平間藤右衛門 54 781
永禄５年８月１日 宗義調判物 義調 多田彦左衛門 25 480
永禄５年８月１日 宗義調判物 義調 多田彦左衛門 59 1370
永禄５年８月３日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 大塚次郎五郎 30 60

永禄５年８月３日 佐須盛円官途并一字書
出

盛円 大塚二郎五郎 30 51

永禄５年８月13日 佐須盛円加冠・仮名并
一字書出

盛円 大浦彦八 52 540

永禄５年８月13日 佐須盛円加冠・仮名并
一字書出

盛円 大浦彦八 91 1580

永禄５年８月13日 佐須盛円官途状 盛円 大塔弥三郎 61 510
永禄５年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 主藤源三郎 12 81
永禄５年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 主藤源三郎 98 480
永禄５年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 国分神太郎 55 231
永禄５年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 龍造寺弥七 19 280
永禄５年８月14日 宗義調官途状 義調 比田勝弥八郎 51 1130
永禄５年８月14日 宗義調官途状 義調 峰助六 55 391
永禄５年８月14日 宗義調官途状 義調 峯助六 19 211
永禄５年８月14日 宗義調官途状 義調 龍造寺善十郎 ７ 40
永禄５年８月14日 宗義調官途状 義調 龍造寺善十郎 19 281
永禄５年８月15日 宗義調加冠并一字書出 義調 黒岩弥十郎 ６ 451
永禄５年８月15日 宗義調加冠并一字書出 義調 黒岩弥十郎 108 900
永禄５年９月24日 佐奈豊盛国判物 佐奈豊修理亮盛周

〔盛国〕
峯左衛門大輔 55 400

永禄５年10月10日 尚広判物 尚広 永泉寺常住 110 80
永禄５年10月28日 宗義調加冠并一字書出 義調 津江与次郎 ６ 371
永禄５年10月28日 宗義調加冠并仮名書出 義調 津江与次郎 108 781
永禄５年10月28日 宗義調加冠并仮名書出 義調 津江与次郎 108 790
永禄５年11月15日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 柳河熊松丸 34 341

永禄５年11月15日 宗義調加冠并一字書出 義調 部原彦五郎 93 111
永禄５年11月15日 宗義調官途并一字書出 義調 部原彦四郎 93 111
永禄５年12月14日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 相部松鬼丸 54 1371

永禄５年12月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 吉野孫七 ８ 290
永禄５年12月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 吉野孫七 33 110
永禄６年１月８日 宗晴康官途状 晴康 梅野小八 21 311
永禄６年１月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留彦五郎 20 70
永禄６年１月11日 宗義調官途状 義調 齋藤主税助 29 211
永禄６年１月11日 宗義調官途状 義調 齋藤彦十郎 29 220
永禄６年１月11日 宗義調官途状 義調 梅野小三郎 105 341
永禄６年１月29日 宗晴康官途状 晴康 梅野孫四郎 50 2070
永禄６年２月９日 宗（伊奈）調廉加冠并

一字書出
調廉 阿比留虎熊丸 97 210

永禄６年２月９日 宗（伊奈）調廉加冠并
一字書出

調廉 阿比留百太郎丸 97 211

永禄６年２月９日 宗義調一字書出 義調 中村右馬大夫 16 230
永禄６年２月９日 宗義調一字書出 義調 中村右馬大夫 94 791
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
永禄６年２月10日 宗義調官途状 義調 俵弾正左衛門尉 104 491
永禄６年２月10日 宗義調官途状 義調 俵隼人佐 104 500
永禄６年５月１日 宗義調判物 義調 平井四郎右衛門 59 4090
永禄６年５月１日 宗義調判物 義調 平井四郎右衛門尉 31 211
永禄６年５月23日 宗義調官途状 義調 仁位筑前守 101 620
永禄６年６月15日 佐須盛円仮名并一字書

出
盛円 北嶋弥五郎 61 550

永禄６年６月29日 宗義調加冠・仮名并一
字書出

義調 比田勝熊松丸 51 370

永禄６年６月29日 宗義調加冠・仮名并一
字書出

義調 比田勝釈加房丸 51 361

永禄６年６月29日 宗義調官途状 義調 比田勝中務少輔 51 360
永禄６年８月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚新五郎 50 2361
永禄６年８月12日 宗義調判物 義調 安心院源三郎 50 2500
永禄６年８月12日 宗義調判物 義調 安心院七郎二郎 50 2491
永禄６年８月12日 宗義調判物 義調 犬塚源次郎 50 2351
永禄６年８月12日 宗義調判物 義調 修行太郎右衛門 50 2551
永禄６年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤源次郎 61 2980

永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留弥七郎 98 310
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 吉田源五郎 23 210
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 吉田源五郎 59 3470
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 久和彦四郎 28 131
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚源二郎 20 460
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 犬塚源二郎 55 81
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 糸瀬弥五郎 17 51
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 糸瀬弥五郎 92 580
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 草壁彦九郎 61 850
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦弥次郎 14 600
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大浦弥次郎 50 1080
永禄６年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 大石又七 84 331
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留弥七郎 98 310
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 安心院七郎二郎 50 2610
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 犬塚孫七 23 270
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 小田弥二郎 26 151
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 小田弥二郎 61 3520
永禄６年８月14日 宗義調官途状 義調 長里五郎左衛門 59 3060
永禄６年８月20日 宗義調判物 義調 大浦善次郎 106 331
永禄６年10月９日 宗（仁位）康親加冠・

仮名并一字書出
康親 乙乗 59 2480

永禄６年10月９日 宗（仁位）康親官途状 康親 阿比留彦七郎 59 2490
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋左京亮 23 540
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋左京亮 60 570
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋新左衛門尉 60 490
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋勢右衛門 60 600
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋勢右衛門尉 23 340
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋二郎左衛門尉 60 440
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋平右衛門尉 23 490
永禄６年11月17日 宗義調判物 義調 嶋平右衛門尉 60 310
永禄６年11月17日 宗義調判物（前欠） 義調 嶋新左衛門尉 23 440
永禄６年11月17日 宗義調判物（前欠） 義調 嶋与三左衛門 23 460
永禄６年11月22日 宗（仁位）盛家判物 盛家 青木木工允 59 2110
永禄６年12月６日 宗義調加冠・仮名并一

字書出
義調 仁位夜叉丸 101 611

永禄（６年）閏12月12日 宗義調判物 義調 大石次郎 56 640
永禄６年閏12月12日 盛国判物 盛国 大石次郎 56 641
永禄６年閏12月28日 宗義調加冠并一字書出 義調 布代与次郎 ８ 271
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）１月12日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 松嶋神五郎 21 301
（年未詳）３月11日 宗晴康書状 晴康 たけすへいつもの「あとハ

よめ不申候、是ハ原本ノマ
ヽ」・すかわさま大夫

91 270

（年未詳）３月14日 宗晴康官途状 晴康 須賀野右衛門四郎 51 830
（年未詳）３月17日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務丞 51 470
（年未詳）３月26日 宗晴康書状 晴康 とよさき郡中 52 1170
（年未詳）３月26日 宗晴康書状 晴康 とよさきくん中 91 551
（年未詳）３月30日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 50 361
（年未詳）閏３月17日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 52 1201
（年未詳）閏３月17日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 91 570
（年未詳）４月２日 宗晴康書状 晴康 大浦民部太夫 52 580
（年未詳）４月２日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 280
（年未詳）４月４日 宗晴康書状 晴康 宗伊豆守・宗大膳亮 52 950
（年未詳）４月４日 宗晴康書状 晴康 宗伊豆守・宗大膳亮 91 210
（年未詳）４月６日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫・大浦右衛門

佐
91 291

（年未詳）４月６日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔・大浦右衛門
佐

52 781

（年未詳）４月８日 宗晴康書状 晴康 とよさきくん中 14 240
（年未詳）４月８日 宗晴康書状 晴康 とよさきくん中 50 311
（年未詳）４月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫・大浦修理亮 52 791
（年未詳）４月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫・大浦修理亮 91 310
（年未詳）４月12日 宗晴康書状 晴康 宗大膳亮 52 831
（年未詳）４月12日 宗晴康書状 晴康 宗大膳亮 91 220
（年未詳）４月14日 宗晴康書状 晴康 小田左馬助 101 350
（年未詳）４月14日 宗晴康書状 晴康 俵弾正左衛門尉 104 471
（年未詳）４月15日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 52 751
（年未詳）４月15日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 91 751
（年未詳）４月16日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 52 570
（年未詳）４月16日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 330
（年未詳）４月18日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔 51 410
（年未詳）４月20日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 52 591
（年未詳）４月20日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 331
（年未詳）４月23日 宗晴康書状 晴康 とよさき郡中 50 291
（年未詳）４月23日 宗晴康書状 晴康 とよさきくん中 14 260
（年未詳）４月24日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 52 1060
（年未詳）４月24日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 91 591
（年未詳）５月５日 宗晴康書状 晴康 豊崎給人方 52 630
（年未詳）５月５日 宗晴康書状 晴康 豊崎給人方 91 611
（年未詳）５月７日 宗晴康書状 晴康 大浦修理亮 50 331
（年未詳）５月14日 宗晴康書状 晴康 ひたかち中務少輔・大浦大

膳亮
52 1000

（年未詳）５月14日 宗晴康書状 晴康 ひたかち中務少輔・大浦大
膳亮

91 250

（年未詳）５月17日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 52 741
（年未詳）５月17日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 91 760
（年未詳）５月21日 宗晴康書状 晴康 宗大膳亮 52 850
（年未詳）５月21日 宗晴康書状 晴康 宗大膳亮 91 231
（年未詳）５月21日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫・大浦蔵人佐 52 761
（年未詳）５月23日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部

大夫
52 970

（年未詳）５月23日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部
大夫

91 340

（年未詳）５月25日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 52 1080
（年未詳）５月25日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 91 641
（年未詳）６月５日 宗晴康書状 晴康 宗伊豆守・宗大膳亮 52 940
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年　月　日 文　書　名 差　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）６月５日 宗晴康書状 晴康 宗伊豆守・宗大膳亮 91 240
（年未詳）６月５日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 52 660
（年未詳）６月５日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 350
（年未詳）６月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 52 560
（年未詳）６月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 360
（年未詳）６月23日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 52 721
（年未詳）６月23日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 91 761
（年未詳）７月20日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔 50 2221
（年未詳）７月23日 宗晴康書状 晴康 比田勝・大浦両村 52 1010
（年未詳）７月23日 宗晴康書状 晴康 比田勝・大浦両村 91 671
（年未詳）７月26日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 52 1181
（年未詳）７月26日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 91 690
（年未詳）８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 井本助三郎 50 1520
（年未詳）８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 管野〔菅野〕弥五郎 37 70
（年未詳）８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 小田新三郎 61 3490
（年未詳）８月14日 宗晴康加冠并一字書出 晴康 菅野弥五郎 ９ 81
（年未詳）８月17日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 371
（年未詳）８月21日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 52 680
（年未詳）８月21日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 390
（年未詳）８月28日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部

大夫
52 981

（年未詳）８月28日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部
大夫

91 391

（年未詳）９月４日 宗晴康書状 晴康 豊崎郡中 52 1131
（年未詳）９月23日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 410
（年未詳）９月23日 宗晴康判物 晴康 大浦民部大輔 52 601
（年未詳）10月５日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 411
（年未詳）10月９日 宗晴康書状 晴康 とよさきおとな中 52 1100
（年未詳）10月９日 宗晴康書状 晴康 とよさきおとな中 91 701
（年未詳）10月19日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 52 690
（年未詳）10月19日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 91 460
（年未詳）10月22日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 52 670
（年未詳）10月22日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 470
（年未詳）11月２日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔 51 421
（年未詳）11月２日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務丞・大浦修理亮

・大浦伯耆守
52 1040

（年未詳）11月２日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務丞・大浦修理亮
・大浦伯耆守

91 801

（年未詳）11月６日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔 51 440
（年未詳）11月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 481
（年未詳）11月８日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大輔 52 611
（年未詳）11月10日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔 51 420
（年未詳）11月10日 宗晴康書状 晴康 豊崎老中 52 1230
（年未詳）11月10日 宗晴康書状 晴康 豊崎老中 91 740
（年未詳）11月12日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部

大夫
52 960

（年未詳）11月12日 宗晴康書状 晴康 比田勝中務少輔・大浦民部
大夫

91 491

（年未詳）11月24日 宗晴康書状 晴康 大浦民部大夫 91 500
（年未詳）12月18日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 52 701
（年未詳）12月18日 宗晴康書状 晴康 大浦伯耆守 91 820
（年未詳）３月２日 宗（仁位）盛家判物 盛家 はたの彦ゑもん 59 930
（年月日未詳） 宗（仁位）盛家加冠・

仮名并一字書出
盛家 波田野勢次郎 23 300

（年月日未詳） 宗（仁位）盛家加冠・
仮名并一字書出

盛家 波田野勢次郎 59 910
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