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「宗家判物写」所載文書編年目録稿（続々）
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・24号に掲
載した「目録稿」の続編である。本稿では、前稿に続く永禄７（1564）年より、宗義純から義
智への相続が行なわれたと思われる天正８（1580）年まで（全8353件中1263件）を掲載した。
掲載を見合わせたデータについては、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。

史 料 紹 介
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄７年１月11日 宗義調官途状 義調 仁位右馬助 25 50
永禄７年１月11日 宗義調官途状 義調 仁位右馬助 57 510
永禄７年１月12日 宗義調官途状 義調 大浦左衛門太夫 50 991
永禄７年１月12日 宗義調官途状 義調 大浦左衛門大夫 14 551
永禄７年１月23日 宗義調官途状 義調 串崎藤右衛門尉 6 131
永禄７年１月23日 宗義調官途状 義調 串崎藤右衛門尉 108 470
永禄７年２月１日 宗義調官途状 義調 小田三郎次郎 106 220
永禄７年２月１日 宗義調官途状 義調 小田彦十郎 106 221
永禄７年２月１日 宗義調加冠并一字書出 義調 小田彦八郎 106 230
（永禄７年）２月27日 宗義調官途状 義調 佐伯助四郎 9 201
永禄７年２月27日 宗義調官途状 義調 佐伯助四郎 60 230
永禄７年６月26日 宗義調加冠并一字書出 義調 比田勝六郎次郎 50 2111
永禄７年７月26日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 小宮百房丸 94 541

永禄７年７月28日 宗義調官途状 義調 仁位与四郎 6 510
永禄７年７月28日 宗義調官途状 義調 仁位与四郎 108 980
永禄７年７月28日 宗義調官途状 義調 波多野右馬大夫 59 1010
永禄７年８月４日 宗義調加冠并官途状 義調 （宛所無） 59 540
永禄７年８月６日 宗義調袖判判物 「御判義調様」 長留右京助 21 201
永禄７年８月13日 宗義調判物 義調 内野善四郎 101 851
永禄７年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 安藤左藤兵衛 19 590
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 安藤彦七郎 19 541
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 吉田彦七郎 23 240
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 吉田彦七郎 59 3410
永禄７年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 黒岩近八郎 61 2250
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 早田善七郎 21 260
永禄７年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 長郷玄蕃尉 59 2960
永禄７年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 梅野助四郎 36 690
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 梅野彦三郎 36 710
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 梅野弥四郎 24 71
永禄７年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 豊田善次郎 84 311
永禄７年８月14日 宗義調官途状 義調 北嶋彦十郎 55 661
永禄７年８月16日 佐須盛円官途状 盛円 西山与市 61 891
永禄７年８月20日 宗義調官途状 義調 佐奈豊修理亮 104 861
永禄７年８月20日 宗義調官途并一字書出 義調 佐奈豊弥七郎 104 870
永禄７年８月20日 宗義調官途状 義調 中原神左衛門尉 103 721
永禄７年８月22日 宗義調官途状 義調 大任与三兵衛尉 106 780
永禄７年８月24日 宗義調加冠并一字書出 義調 松尾孫三郎 6 201
永禄７年８月24日 宗義調加冠并一字書出 義調 松尾孫三郎 108 551
永禄７年９月16日 宗義調官途状 義調 阿比留五郎 13 911
永禄７年９月16日 宗義調官途状 義調 阿比留五郎 61 3590
永禄７年９月16日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留彦太郎 13 920
永禄７年９月20日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 豊田助七郎 97 241

永禄７年９月21日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 小宮彦蔵丸 94 420

永禄７年９月21日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 小宮与三五郎 94 331

永禄７年９月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 小宮彦三郎 94 451

永禄７年９月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 小宮彦八郎 54 1270
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄７年９月22日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 小宮彦八郎 94 361

永禄７年９月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 藤屋藤七兵衛尉 54 1091

永禄７年10月１日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木助七 17 280

永禄７年10月１日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木助七 54 200

永禄７年10月１日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木助七 92 651

永禄７年10月１日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木彦九郎 17 230

永禄７年10月１日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木彦九郎 92 621

永禄７年10月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 仰木仁王丸 18 120

永禄７年10月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 仰木仁王丸 54 410

永禄７年10月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 仰木仁王丸 93 401

永禄７年10月６日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 饗場新三郎 93 380

永禄７年10月６日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 饗場祖丸 18 90

永禄７年10月６日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 饗場祖丸 93 380

永禄７年10月11日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 岩戸小次郎 16 370

永禄７年10月11日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 岩戸小次郎 94 910

永禄７年10月18日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 藤屋新四 54 1141

永禄７年10月18日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 藤屋新十郎 54 1100

永禄７年10月18日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 藤屋新八郎 15 460

永禄７年10月18日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 藤屋新八郎 95 751

永禄７年10月晦日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 古藤彦八郎 96 410

永禄７年11月２日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 丸嶋熊丸 16 410

永禄７年11月２日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 丸嶋熊丸 94 951

永禄７年11月２日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 丸嶋源次 16 391

永禄７年11月２日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 丸嶋源次 94 940

永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木彦三郎 54 331

永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 仰木彦三郎 97 350

永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 原田又房丸 94 560
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 早田房丸 54 90

永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 早田房丸 97 430

永禄７年11月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 嶋居彦太郎 55 621

永禄７年11月５日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 糸瀬彦太郎 16 420

永禄７年11月５日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 糸瀬彦太郎 94 960

永禄７年11月５日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 糸瀬百松丸 16 411

永禄７年11月５日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 糸瀬百松丸 94 960

永禄７年11月６日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田新五郎 16 550

永禄７年11月６日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田新五郎 94 1111

永禄７年11月７日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 河本百五郎丸 94 180

永禄７年11月15日 宗義調判物 義調 内野善四郎 101 860
永禄７年11月20日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 西山藤右衛門尉 54 760
永禄７年11月20日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 西山藤右衛門尉 93 201
永禄８年１月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 波多野弥五郎 59 1020
永禄８年１月吉日 仁位調房官途状 調房 阿比留藤右衛門 59 3150
永禄８年３月２日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 武田朔丸 96 150

永禄８年３月７日 宗義調加冠并一字書出 義調 古藤助三郎 51 1770
永禄８年３月21日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 たか山善左衛門尉・庄司又

右衛門尉
15 520

永禄８年３月21日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 たか山善左衛門尉・庄司又
右衛門尉

95 800

永禄８年３月21日 宗義調判物 義調 佐護近江坊 56 1350
永禄８年３月22日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 帆開徳太郎丸 95 211

永禄８年４月１日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 大庭助三郎 28 230

永禄８年４月５日 宗義調判物 義調 財部修理亮 92 190
永禄８年４月10日 宗義調官途状 義調 平松太郎次郎 59 4180
永禄８年４月15日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 大竹神九郎 54 380

永禄８年４月15日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 大竹神九郎 97 460

永禄８年４月15日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 大竹又兵衛尉 54 371

永禄８年４月15日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 大竹又兵衛尉 97 451

永禄８年４月21日 調親判物 調親 岩原源兵衛尉 30 91
永禄８年６月24日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 豊田孫十郎 97 481
永禄８年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 早田松房丸 97 521

永禄８年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 早田神九郎 97 520
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 庄司左衛門尉 15 121

永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 庄司左衛門尉 95 261

永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 庄司左衛門五〔尉カ〕 54 570

永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 庄司松房丸 15 120

永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 庄司松房丸 54 561

永禄８年６月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 庄司松房丸 95 260

永禄８年８月12日 宗義調加冠并一字書出 義調 小森孫十郎 98 190
永禄８年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 小嶋彦八郎 98 260
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 阿比留与七 59 2340
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 岡村修理亮 61 1650
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 岡村弥二郎 61 1641
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 岡村六郎 61 1641
永禄８年８月14日 佐須盛円仮名書出 盛円 栗屋彦五郎 61 1010
永禄８年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 栗屋彦五郎 26 420

永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 古瀬与三次郎 59 270
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 古藤善太郎 106 1411
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 古藤彦五郎 51 1771
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 手塚左衛門七郎 9 111
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 手塚左衛門七郎 37 210
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 手塚弥七郎 9 520
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 手塚弥七郎 35 241
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 松嶋弥次郎 21 300
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 青木三郎次郎 59 2120
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 中嶋三郎次郎 59 1320
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 中嶋二郎三郎 59 1240
永禄８年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 長留善十郎 21 100
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 俵孫次郎 61 310
永禄８年８月14日 宗義調官途状 義調 武末助八 51 1240
永禄８年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤彦五郎 29 460

永禄８年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 齋藤彦五郎 29 380
永禄８年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤与三郎 29 330

永禄８年９月５日 宗義調官途状 義調 三山又四郎 106 1330
永禄８年10月17日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 佐伯こむす丸 96 451

永禄８年10月17日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 佐伯一五郎 96 451

永禄８年10月22日 宗義調判物 義調 篠田□□□〔助次郎〕 20 631
永禄８年11月15日 宗義調官途状 義調 津江与五郎 6 380
永禄８年11月15日 宗義調官途状 義調 津江与五郎 108 791
永禄８年12月25日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 若松三郎次郎 18 61

永禄８年12月25日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 若松三郎次郎 93 330

永禄８年12月 宗（伊奈）調昌判物 調昌 阿比留五郎右衛門 54 1231
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄９年１月11日 宗義調官途状 義調 多田又太郎 20 100
永禄９年１月21日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 米田犬子丸 53 150

永禄９年１月21日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 米田千代房丸 15 20

永禄９年１月21日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 米田千代房丸 53 210

永禄９年１月21日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 米田千代房丸 92 330

永禄９年１月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 姉河六郎次郎 17 431

永禄９年１月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 姉河六郎次郎 92 800

永禄９年２月７日 宗義調判物 義調 糸瀬播磨守 51 1670
永禄９年２月７日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 豊田孫十郎 97 490

永禄９年３月27日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 岩本惣左衛門尉 96 341
永禄９年４月14日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 財部紀伊助 16 350
永禄９年４月14日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 財部紀伊助 94 881
永禄９年６月18日 宗義調加冠并一字書出 義調 早田平四郎 36 311
永禄９年７月７日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 米田犬太丸 54 811

永禄９年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 平郷源太郎 59 3530
永禄９年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 平郷善二郎 59 3540
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留彦太郎 61 4310
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 原孫太郎 9 171
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 三山孫七郎 106 1331
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 薦田弥十郎 55 371
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 早田蔵大夫 61 1370
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 早田平四郎 61 1360
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 多田神九郎 55 431
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 築城藤二郎 60 670
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 筑城藤次郎 25 541
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 中山惣五郎 96 120
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 俵藤右衛門 61 4340
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 福嶋孫□ 84 160
永禄９年８月14日 宗義調官途状 義調 峯孫太郎 19 61
永禄９年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 龍蔵寺三郎次郎 19 290
永禄９年８月15日 宗義調官途状 義調 豊田彦九郎 27 51
永禄９年８月15日 宗義調官途状 義調 豊田彦九郎 61 181
永禄９年８月24日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 仰木彦徳丸 17 190

永禄９年８月24日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 仰木彦徳丸 92 591

永禄９年８月24日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 山河百房丸 17 410

永禄９年８月24日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 山河百房丸 92 771

永禄９年閏８月３日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 阿比留四六 96 540

永禄９年閏８月12日 宗義調判物 義調 武末藤右衛門尉 51 1241
永禄９年閏８月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 佐護五郎 51 1810
永禄９年９月16日 宗調尚（茂尚）加冠状 調尚 嶋山彦八 101 381
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄９年９月20日 宗義調判物 義調 神宮隼人佐 61 1560
永禄９年10月５日 宗調尚（茂尚）官途状 調尚 内山二郎 61 2190
永禄９年10月６日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 米田神左衛門尉 96 470
永禄９年10月28日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 阿比留徳太郎 54 1191

永禄９年10月28日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 阿比留徳太郎 95 331

永禄９年11月16日 宗調尚（茂尚）判物 調尚 神宮孫次郎 56 1551
永禄９年11月23日 宗調尚（茂尚）官途并

一字書出
調尚 平山弥七左衛門尉 24 90

永禄９年11月23日 宗調尚（茂尚）官途并
一字書出

調尚 平山弥七左衛門尉 59 4530

永禄９年12月６日 宗義調官途状 義調 安心院源三郎 50 2601
永禄９年12月６日 宗調尚（茂尚）官途状 調尚 白水彦四郎 20 720
永禄９年12月21日 宗調尚（茂尚）官途状 調尚 小田弥四郎 7 50
永禄９年12月23日 宗義調判物 義調 金剛院 11 141
永禄９年12月23日 宗義調判物 義調 金剛院 32 261
永禄９年12月23日 宗義調判物 義調 金剛院 99 120
永禄９年12月23日 宗義調判物 義調 神宮隼人佐 61 1570
永禄10年１月11日 宗調尚（茂尚）加冠并

一字書出
調尚 山上善太郎 25 311

永禄10年１月11日 宗調尚（茂尚）加冠并
一字書出

調尚 山上善太郎 57 240

永禄10年１月13日 宗義調官途并一字書出 義調 古藤忠左衛門尉 18 21
永禄10年１月13日 宗義調官途并一字書出 義調 古藤忠左衛門尉 93 280
永禄10年１月17日 宗義調加冠并一字書出 義調 早田又五郎 9 470
永禄10年１月22日 宗義調判物 義調 神崎又六 51 740
永禄10年２月４日 宗盛国判物 安房守盛国 財部喜左衛門尉 50 2410
永禄10年２月14日 宗義調判物 義調 小田三郎左衛門 106 231
永禄10年３月10日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 米田神左衛門尉 96 470
永禄10年４月24日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 財部近兵衛尉 92 470

永禄10年４月24日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 財部掃部助 92 261
永禄10年６月４日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤六郎次郎 98 380

□□〔永禄〕10年６月10
日

宗将盛袖判判物 「御半将盛様」 横浦之へんさし処 26 340

永禄10年６月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 井善太郎 61 1750
永禄10年６月25日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 阿比留鶴亀丸 97 220

永禄10年６月25日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 庄司十郎左衛門尉 15 110

永禄10年６月25日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 庄司十郎左衛門尉 54 580

永禄10年６月25日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 庄司十郎左衛門尉 95 270

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部亀丸 94 510

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部熊丸 54 1381

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部熊丸 94 520

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌仮名并
一字書出

調昌 綾部小松丸 94 490
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 綾部小松丸 54 1381

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部松鬼丸 54 1370

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部松鬼丸 94 491

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 綾部神左衛門尉 54 1390

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 綾部神左衛門尉 94 500

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 綾部孫八郎 54 1391

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 綾部孫八郎 94 511

永禄10年６月27日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 綾部竈丸 54 1380

永禄10年６月29日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田三郎左衛門尉 15 360

永禄10年６月29日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田三郎左衛門尉 95 671

永禄10年６月29日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田三郎次郎 15 351

永禄10年６月29日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 原田三郎次郎 95 670

永禄10年７月５日 佐須盛円官途状 盛円 横山七郎左衛門 98 390
永禄10年７月20日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 武田又左衛門尉 96 151
永禄10年７月21日 宗茂尚官途状 茂尚 多田彦左衛門 25 471
永禄10年７月21日 宗茂尚官途状 茂尚 多田彦左衛門 59 1380
永禄10年８月10日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 賀瀬又八郎 6 70
永禄10年８月10日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 賀瀬又八郎 108 370
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 阿比留助一郎 55 180
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 阿比留助八郎 19 491
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 阿比留新兵衛尉 23 141
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 阿比留新兵衛尉 59 3260
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 阿比留彦五郎 23 150
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 阿比留彦五郎 59 3270
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 犬塚太郎左衛門尉 59 1160
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚弥三郎 19 721
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚弥三郎 59 1090
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 成瀬太良次郎 36 790
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 成瀬太郎一 36 781
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 多田神兵衛尉 20 80
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 多田孫十郎 20 71
永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 長郷又兵衛 59 3050
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 追伯八郎二郎 60 1090
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 追伯弥二郎 60 1080
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 嶋山彦三郎・嶋山彦八 101 381
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 嶋六郎次郎 23 421
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 嶋六郎次郎 60 450
永禄10年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 内山惣次郎 29 350

永禄10年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 平郷甚兵衛 59 3500
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 平山源六 60 1240
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄10年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 平山孫八郎 20 321
元禄〔永禄カ〕10年８月
14日

宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 梅野彦三郎 59 550

永禄10年８月15日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 庄司孫七 12 60

永禄10年８月15日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 庄司孫七 98 441

永禄10年８月16日 宗茂尚官途状 茂尚 吉野平右衛門 61 4120
永禄10年８月16日 宗茂尚官途状 茂尚 吉野与七 61 4121
永禄10年８月16日 宗茂尚官途状 茂尚 黒岩又五郎 9 140
永禄10年８月16日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 黒岩与三郎 9 141
永禄10年８月19日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 大石又六 29 111
永禄10年８月22日 宗（伊奈）調昌加冠・

官途并一字書出
調昌 原田又八郎 93 301

永禄10年８月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 原田弥五郎 93 301

永禄10年９月８日 宗茂尚官途状 茂尚 神宮源兵衛 61 3990
永禄10年10月15日 宗（伊奈）調昌袖判判

物
（調昌花押） 市山助四郎 54 31

永禄10年10月15日 宗（伊奈）調昌袖判判
物

「調昌袖判有」 市山助四郎 93 171

永禄10年10月20日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 市山助四郎 61 20

永禄10年10月20日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 市山助四郎 93 151

永禄10年10月26日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 原田助兵衛尉 93 341
永禄10年11月８日 盛国官途状 盛周〔盛国〕 荒木四郎右衛門尉 55 581
永禄10年12月２日 宗（伊奈）調昌袖判判

物
「調昌判」 小八郎はは 95 130

永禄10年12月11日 宗（伊奈）調昌袖判判
物

（調昌花押）・「御名
乗御判不相見」

西山藤右衛門尉 54 780

永禄10年12月11日 宗（伊奈）調昌袖判判
物

「調昌袖判」 西山藤右衛門尉 93 210

永禄10年12月26日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 饗庭松市丸 54 1250

永禄10年12月26日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 饗庭新右衛門尉 54 1251

永禄10年12月26日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 平山犬房丸 54 680

永禄11年１月10日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 嶋藤六 23 501
永禄11年１月10日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 嶋藤六 60 350
永禄11年１月11日 宗茂尚官途状 茂尚 加城惣右衛門 84 600
永禄11年１月11日 宗茂尚官途状 茂尚 犬塚助右衛門尉 23 241
永禄11年１月11日 宗茂尚官途状 茂尚 犬塚助右衛門尉 59 3360
永禄11年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚孫七 23 250
永禄11年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚孫七 59 3350
永禄11年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 峯又五郎 19 70
永禄11年１月13日 宗義調判物 義調 梅野惣左衛門 50 2071
永禄11年１月26日 宗義調判物 義調 阿比留新七郎 97 150
永禄11年２月26日 宗義調判物 義調 小嶋宇渡助 35 160
永禄11年３月４日 宗義調判物 義調 小田三郎左衛門尉 106 240
永禄11年５月12日 阿比留源ゑもん判物 阿比留源ゑもん 原田すけひやうへ 93 350
永禄11年６月１日 宗義智判物 義智 康忠軒 103 821
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄11年８月７日 調勝加冠并一字書出 調勝 河柳神九郎 55 460
永禄11年８月11日 調勝官途状 調勝 河柳神左衛門 55 461
永禄11年８月13日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 河津源太郎 8 30
永禄11年８月14日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 安心院七郎二郎 50 2501
永禄11年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 糸瀬大膳亮 51 901
永禄11年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 修行彦三郎 35 71
永禄11年８月14日 宗茂尚官途状 茂尚 大浦又太郎 14 721
永禄11年８月22日 宗（伊奈）調昌官途并

一字書出
調昌 須河十郎左衛門尉 94 1040

永禄11年８月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 須川善太郎 94 1011

永禄11年８月22日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 須川百次郎 94 1010

永禄11年９月17日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚左衛門四郎 59 2690
永禄11年９月17日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚孫三郎 23 220
永禄11年９月17日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 犬塚孫三郎 59 3120
永禄11年11月12日 宗（伊奈）調昌加冠・

仮名并一字書出
調昌 扇彦乗丸 17 20

永禄11年11月12日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 扇彦乗丸 54 721

永禄11年11月12日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 扇彦乗丸 92 561

永禄11年11月21日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守・阿比留右馬
太夫

14 940

永禄11年11月21日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守・阿比留右馬
大夫

52 161

永禄11年12月９日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 帆開源八郎 54 630

永禄11年12月９日 宗（伊奈）調昌加冠・
官途并一字書出

調昌 帆開源八郎 95 190

永禄11年12月９日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 帆開徳二郎 54 610

永禄11年12月９日 宗（伊奈）調昌加冠・
仮名并一字書出

調昌 帆開徳二郎 95 191

永禄11年12月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 佐々柏源太郎 30 130

永禄11年12月14日 佐須盛円官途状 盛円 佐々柏弥八郎 30 121
永禄11年12月23日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 平山神次郎 24 91
永禄11年12月23日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 平山神次郎 59 4540
永禄12年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 山上彦三郎 25 310
永禄12年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 山上彦三郎 57 230
永禄12年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 大浦惣次郎 50 1770
永禄12年１月11日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 大浦惣二郎 14 490
永禄12年１月11日 宗茂尚官途状 茂尚 波多野助□□ 59 1770
永禄12年１月11日 宗義調加冠并一字書出 義調 梅野孫八郎 50 2080
永禄12年１月18日 宗茂尚官途状 茂尚 山上彦太郎 25 301
永禄12年１月18日 宗茂尚官途状 茂尚 山上彦太郎 57 220
永禄12年１月30日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 糸瀬弥次郎 17 60
永禄12年１月30日 宗茂尚加冠并一字書出 茂尚 糸瀬弥次郎 92 581
永禄12年２月26日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 飯源六 54 961
永禄12年２月26日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 飯源六 96 191
永禄12年３月７日 宗茂尚官途状 茂尚 松尾藤三郎 5 301
永禄12年３月７日 宗茂尚官途状 茂尚 松尾藤三郎 107 511
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄12年３月20日 宗茂尚判物 茂尚 野瀬助左衛門尉 8 231
永禄12年３月23日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守 14 950
永禄12年３月23日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守 52 141
永禄12年３月24日 宗（伊奈）調昌判物 志け昌 きんさきミやうふ 53 151
永禄12年３月24日 宗（伊奈）調昌判物 志け昌 きんさきミやうふ 92 441
永禄12年３月24日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 琴崎大宮司所 15 21
永禄12年３月24日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 琴崎大宮司所 92 331
永禄12年４月20日 宗義調判物 義調 新方 101 621
永禄12年４月22日 宗（伊奈）調昌官途・

仮名并一字書出
調昌 米田藤右衛門尉 15 30

永禄12年４月22日 宗（伊奈）調昌官途・
仮名并一字書出

調昌 米田藤右衛門尉 53 211

永禄12年４月22日 宗（伊奈）調昌官途・
仮名并一字書出

調昌 米田藤右衛門尉 92 340

永禄12年５月10日 調勝加冠并一字書出 調勝 西郷彦六 21 181
永禄12年閏５月７日 宗茂尚官途状 茂尚 井助三郎 61 2000
永禄12年６月２日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 仰木左近助 54 271
永禄12年６月２日 宗（伊奈）調昌判物 調昌 仰木左近助 97 350
永禄12年６月15日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤神六 29 431

永禄12年６月晦日 宗調弘（義純）仮名書
出

調弘 山上与三左衛門 25 350

永禄12年６月晦日 宗調弘（義純）官途状 調弘 山上与三左衛門 57 310
永禄12年７月３日 宗義調仮名并一字書出 義調 阿比留新五郎 96 420
永禄12年７月３日 宗義調官途并一字書出 義調 阿比留新七郎 97 151
永禄12年７月３日 宗義調仮名并一字書出 義調 西田久助 95 120
永禄12年７月27日 宗義調官途并一字書出 義調 扇主計允 17 201
永禄12年７月27日 宗義調官途并一字書出 義調 扇主計允 36 200
永禄12年７月27日 宗義調官途并一字書出 義調 扇主計允 92 610
永禄12年７月28日 宗義調仮名并一字書出 義調 財部近兵衛尉 92 460
永禄12年７月28日 宗義調官途并一字書出 義調 財部掃部助 92 460
永禄12年８月10日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 齋藤小三郎 61 2981

永禄12年８月10日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 齋藤彦十郎 28 61

永禄12年８月10日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 齋藤彦十郎 61 2840

永禄12年８月13日 宗義調官途并一字書出 義調 阿比留彦七郎 13 920
永禄12年８月13日 宗調弘（義純）官途并

一字書出
調弘 篠栗六郎 36 380

永禄12年８月13日 宗義調仮名并一字書出 義調 春田四郎右衛門尉 6 100
永禄12年８月13日 宗義調仮名并一字書出 義調 春田四郎右衛門尉 108 410
永禄12年８月13日 宗義調官途并一字書出 義調 神宮源六 61 1571
永禄12年８月13日 宗義調仮名書出 義調 冨崎弥五郎 9 420
永禄12年８月13日 宗義調仮名書出 義調 冨崎弥五郎 37 30
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 「名切レ不見」 21 110
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 加代惣九郎 84 601

永禄12年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 原新二郎 84 491

永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 原田藤兵衛允 54 1030
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 原田藤兵衛允 96 570
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 御手洗太郎四郎 31 230
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 御手洗太郎四郎 59 4240
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 国分勢太郎 17 121
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 国分勢太郎 54 551
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 国分勢太郎 95 370
永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 国分藤三郎 15 521
永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 国分藤三郎 95 810
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 財部助二郎 16 490

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 財部助二郎 94 1061

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 山下新二郎 98 120

永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 山田弥左衛門尉 96 360
永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 糸瀬彦八郎 54 1480
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 洲河三郎兵衛允 35 41
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）仮名書

出
調弘 小宮弥三 94 1141

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小宮弥三 16 601
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 須河与次郎 54 1071
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 大浦彦太郎 14 560

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 大浦彦太郎 50 1000

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 中村右馬大夫 16 261
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 中村右馬大夫 94 801
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 中村彦次郎 16 231
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 中村彦次郎 94 800
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 波多野彦三郎 59 840
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 波多野弥五郎 23 310
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 波多野弥五郎 59 1030
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 波多六郎 59 1950

永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 比田勝源三郎 51 371
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）官途状 調弘 比田勝惣五郎 51 621
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 武本左京助 51 1250
永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 武本助五郎 51 1251
永禄12年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 武本藤右衛門尉 51 1260
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 平江彦□郎 59 4290

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）仮名書
出

調弘 峯勘解由允 19 100

永禄12年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 豊田助七郎 97 270
永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 龍蔵寺助三郎 19 411

永禄12年８月14日 宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 齋川勢太郎 21 190

永禄３〔12カ〕年８月14
日

宗調弘（義純）加冠并
一字書出

調弘 嶋井助八郎 55 601

永禄12年８月15日 宗義調官途并一字書出 義調 神田善三郎 93 240
永禄12年８月15日 宗義調官途并一字書出 義調 平間七郎次郎 93 190
永禄12年８月15日 宗義調官途并一字書出 義調 平馬七郎次郎 54 770
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 阿比留与次郎 97 530
永禄12年８月16日 宗義調仮名并一字書出 義調 岩本藤次郎 96 320
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 松崎清兵衛 8 241
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 扇左京助 54 421
永禄12年８月16日 宗義調仮名并一字書出 義調 扇小三郎 54 190
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 扇小三郎 17 250
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 扇小三郎 92 640
永禄12年８月16日 宗義調官途并一字書出 義調 扇清八郎 92 480
永禄12年８月16日 宗義調仮名并一字書出 義調 米田藤太夫 92 291
永禄12年８月17日 宗義調官途并一字書出 義調 原田助兵衛尉 18 80
永禄12年８月17日 宗義調官途并一字書出 義調 原田助兵衛尉 93 340
永禄12年８月17日 宗義調官途并一字書出 義調 市山善兵衛允 61 21
永禄12年８月17日 宗義調官途并一字書出 義調 市山善兵衛允 93 150
永禄12年８月20日 宗義調官途并一字書出 義調 江藤助五郎 93 250
永禄12年８月20日 宗義調官途并一字書出 義調 扇五郎次郎 18 91
永禄12年８月20日 宗義調官途并一字書出 義調 扇五郎次郎 93 390
永禄12年８月20日 宗義調官途并一字書出 義調 扇五郎治郎 54 451
永禄12年８月20日 宗義調加冠并一字書出 義調 早田神七郎 54 81
永禄12年８月20日 宗義調加冠并一字書出 義調 早田神七郎 97 390
永禄12年８月21日 宗義調官途并一字書出 義調 小宮勘解由左衛門尉 54 840
永禄12年８月21日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小宮四郎 16 611
永禄12年８月21日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小宮四郎 94 1141
永禄12年８月21日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小宮善五郎 16 610
永禄12年８月21日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小宮善五郎 94 1140
永禄12年８月21日 宗義調官途并一字書出 義調 米田藤左衛門尉 15 71
永禄12年８月21日 宗義調官途并一字書出 義調 米田藤左衛門尉 92 380
元禄〔永禄カ〕12年８月
21日

宗義調官途并一字書出 義調 米田与六 53 131

永禄12年８月22日 宗調弘（義純）官途状 調弘 小森右馬亮 98 190
永禄12年８月23日 宗義調官途并一字書出 義調 扇又六 92 480
永禄12年８月24日 宗義調官途并一字書出 義調 小宮主税助 94 570
永禄12年８月26日 宗義調官途并一字書出 義調 平間与三兵衛尉 96 450
永禄12年８月 宗義調加冠并一字書出 義調 高山善三郎 35 51
永禄12年11月２日 宗義調官途并一字書出 義調 古藤蔵助 96 400
永禄12年11月24日 宗義調官途并一字書出 義調 阿比留孫三郎 97 560
永禄12年11月24日 宗義調官途并一字書出 義調 扇左近助 54 340
永禄12年11月24日 宗義調官途并一字書出 義調 扇左近助 97 300
永禄12年11月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 大石又次郎 6 751
永禄12年11月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 大石又次郎 108 1330
永禄12年11月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 平間神太郎 93 230
永禄12年11月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 平間藤五郎 18 20
永禄12年11月25日 宗義調加冠并一字書出 義調 平間藤五郎 93 270
永禄12年11月30日 宗調弘（義純）官途状 調弘 内野彦四郎 101 870
永禄12年12月８日 宗義調官途状 義調 嶋井孫兵衛尉 55 630
永禄12年12月13日 宗義調判物 義調 神宮小八郎 8 210
永禄12年12月17日 宗義調判物 義調 佐々木与三五郎 96 220
永禄12年 宗（伊奈）調昌判物 調昌 （宛所無） 54 261
永禄12年 宗（伊奈）調昌判物 調昌 「原本曰、あて所ナシ、」 97 351
永禄（年間）11月17日 宗義調判物 義調 嶋八郎左衛門尉 23 361
（年未詳）10月23日 宗茂尚書状 茂尚 吉賀民部大輔 103 470
（年未詳）12月25日 宗（伊奈）調昌袖判判

物
「調昌袖判」 若松源左衛門尉 18 70

（年未詳）12月25日 宗（伊奈）調昌袖判判
物

「調昌袖判」 若松源左衛門尉 93 330
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
（年月日未詳） 宗調弘（義純）加冠并

一字書出
調弘 俵彦太郎 36 870

永禄13年１月５日 佐須盛円官途状 盛円 市丸新次郎 24 121
永禄13年１月９日 貞康加冠并一字書出 貞康 小田彦三郎 26 171
永禄13年１月９日 宗義調官途并一字書出 義調 平山佐護助 54 671
永禄13年１月11日 貞康加冠并一字書出 貞康 吉田助七郎 59 3420
永禄13年１月11日 宗義調官途并一字書出 義調 平野弥五郎 96 520
永禄13年１月20日 宗義調判物 義調 塩津留主殿助 20 381
永禄13年１月20日 宗貞茂判物？ 貞茂 塩津留主殿助 20 421
永禄13年１月22日 宗（伊奈）調国判物 調国 佐々木与四郎 96 260
永禄13年１月26日 宗（伊奈）調国一字書

出
調国 西田玖助 95 140

永禄13年２月５日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 財部市助 92 470

永禄13年２月７日 宗（伊奈）調国一字書
出

調国 大竹神左衛門 54 381

永禄13年２月18日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 平間藤右衛門尉 54 761

永禄13年２月18日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 平間藤右衛門尉 93 210

永禄13年２月21日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 糸瀬与七郎 17 191

永禄13年２月21日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 糸瀬与七郎 92 600

永禄13年２月21日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇源三郎 17 21

永禄13年２月21日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇源三郎 54 721

永禄13年２月21日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇源三郎 92 560

永禄13年３月３日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 原田藤兵衛尉 96 580

永禄13年３月３日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 原田藤兵衛允 54 1031

永禄13年３月４日 宗（伊奈）調国判物 調国 小宮中務丞 94 621
永禄13年３月10日 宗（伊奈）調国判物 調国 岩本惣左衛門尉 96 350
永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 飯四郎右衛門 54 1011

永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 飯四郎左衛門尉 96 200

永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 飯市次郎 54 991

永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 飯市次郎 96 200

永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 飯藤次郎 54 991

永禄13年３月14日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 飯藤次郎 96 201

永禄13年３月24日 宗（伊奈）調国官途状 調国 阿比留善五郎 37 101
永禄13年３月25日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 財部又八 92 270

永禄13年４月３日 宗貞信（義純）判物 貞信 田口治部大輔 21 131
永禄13年４月７日 宗（伊奈）調国一字書

出
調国 大竹神左衛門 97 461
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄13年４月13日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山弥六左衛門尉 16 700
永禄13年４月13日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山弥六左衛門尉 94 1250
永禄13年４月20日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇織部尉 54 420

永禄13年４月27日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 小宮八郎 54 651

永禄13年４月27日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 小宮与助 54 661

永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国判物 調国 ほけ与三兵衛尉 95 220
永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇五郎左衛門尉 18 101

永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇五郎左衛門尉 93 391

永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇左京助 54 480

永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇三郎右衛門尉 54 470

永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途状 調国 扇次郎三郎 18 100
永禄13年４月30日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇次郎三郎 93 390

永禄13年４月吉日 宗（伊奈）調国判物 調国 洞淋寺 15 311
永禄13年４月吉日 宗（伊奈）調国判物 調国 洞淋寺 32 31
永禄13年４月吉日 宗（伊奈）調国判物 調国 洞淋寺 95 651
永禄13年５月３日 宗貞信（義純）官途状 貞信 吉田源五郎 59 3430
永禄13年５月４日 宗（伊奈）調国判物 調国 豊田治部少輔 97 281
永禄13年５月４日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 豊田助七郎 97 290

永禄13年５月22日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 （宛所無） 54 1171

永禄13年５月22日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 「原本曰、あて所無之、」 95 361

永禄13年５月22日 宗（伊奈）調国判物 調国 ほけ又兵衛 54 1170
永禄13年５月22日 宗（伊奈）調国判物 調国 ほけ又兵衛尉 95 360
永禄13年６月６日 宗貞信（義純）官途状 貞信 白水新左衛門 20 730
永禄13年６月６日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 白水彦二郎 20 721

永禄13年６月15日 尚広加冠・仮名并一字
書出

尚広 嶋助三郎 60 360

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国加冠・
官途并一字書出

調国 豊田五郎 15 150

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国加冠・
官途并一字書出

調国 豊田五郎 95 591

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国加冠・
仮名并一字書出

調国 豊田松丸 15 281

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国加冠・
仮名并一字書出

調国 豊田松丸 95 591

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 豊田掃部助 15 280

永禄13年６月22日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 豊田掃部助 95 590

永禄13年７月４日 宗（伊奈）調国加冠・
官途并一字書出

調国 阿比留民部丞 97 221

永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇宮房 54 350
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 扇宮房 97 361

永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇左近助 54 341

永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇左近助 97 370

永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左近助 54 270
永禄13年７月11日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左近助 97 360
永禄13年７月23日 宗（伊奈）調国加冠・

官途并一字書出
調国 阿比留彦三郎 16 691

永禄13年７月23日 宗（伊奈）調国加冠・
官途并一字書出

調国 阿比留彦三郎 94 1221

永禄13年８月６日 宗（伊奈）調国判物 調国 米田神さへもん尉 96 481
永禄13年８月６日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 米田神左衛門尉 96 471

永禄13年８月６日 宗（伊奈）調国判物 調国 米田神左衛門尉 96 480
永禄13年８月６日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 豊田孫七郎 97 491

永禄13年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 安岡源右衛門 106 1340
永禄13年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 窪田太郎左衛門尉 20 651
永禄13年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 築城新太郎 31 60

永禄13年８月14日 宗貞信（義純）判物 貞信 嶋左馬助 25 470
永禄13年８月14日 宗貞信（義純）判物 貞信 嶋左馬助 59 1390
永禄13年８月14日 宗貞信（義純）名字状 貞信 嶋左馬助 25 461
永禄13年８月14日 宗貞信（義純）名字状 貞信 嶋左馬助 59 1400
永禄13年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 日高又四郎 60 880

永禄13年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 波多野彦八郎 60 1140

永禄13年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 齋藤惣兵衛尉 29 411
永禄13年９月12日 宗貞信（義純）判物 貞信 財部大膳亮 92 191
元亀１年９月24日 宗義調判物 義調 河上綱丸 28 101
元亀１年９月24日 宗義調判物 義調 河上朔丸 61 2620
永禄13年10月25日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山佐度助 15 250
永禄13年10月25日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山佐度助 95 570
永禄13年10月30日 宗義調判物 義調 康忠軒 103 830
永禄13年11月５日 宗貞信（義純）判物 貞信 河本左衛門佐 94 251
永禄13年11月11日 宗（伊奈）調国判物 調国 阿比留民部亮 97 221
永禄13年11月15日 宗（伊奈）調国判物 調国 西山喜次郎 54 771
永禄13年11月15日 宗（伊奈）調国判物 調国 西山七郎次郎 93 211
永禄13年11月16日 宗貞信（義純）袖判判

物
「御半貞信様」 見かた中間所 26 360

元亀１年11月26日 宗貞信（義純）加冠・
仮名并一字書出

貞信 梅本龍丸 33 31

永禄13年12月10日 宗義調官途并一字書出 義調 武本助八 51 1261
元亀１年12月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 田口治部大輔 21 120
元亀１年12月13日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 小嶋弥七郎 35 171

元亀２年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 阿比留七郎左衛門尉 59 2630
元亀２年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 阿比留弥八郎 59 2620
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀２年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 国分小七郎 59 1600

元亀２年１月11日 宗貞信（義純）官途并
一字書出

貞信 大浦善次郎 14 121

元亀２年１月11日 宗貞信（義純）官途并
一字書出

貞信 大浦善次郎 50 271

元亀２年１月吉日 仁位調房加冠・仮名并
一字書出

調房 青木与四郎 59 2130

元亀２年２月14日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山井助 15 251
元亀２年２月14日 宗（伊奈）調国判物 調国 平山井助 95 570
元亀２年２月20日 宗貞信（義純）仮名書

出
貞信 梯新六 5 621

元亀２年２月20日 宗貞信（義純）仮名書
出

貞信 梯新六 107 870

元亀２年３月３日 宗貞信（義純）官途并
一字書出

貞信 小田彦五郎 26 81

元亀２年３月３日 宗貞信（義純）官途并
一字書出

貞信 小田彦五郎 61 3381

元亀２年３月４日 宗貞信（義純）判物 貞信 御手洗五郎兵衛 31 230
元亀２年３月４日 宗貞信（義純）判物 貞信 御手洗五郎兵衛 59 4250
元亀２年３月８日 宗（伊奈）調国加冠・

仮名并一字書出
調国 河本源五郎 94 711

元亀２年３月８日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 河本惣次郎 94 690

元亀２年３月８日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 河本備後守 94 691

元亀２年３月８日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田与五郎・原田又次郎・
原田民部允

18 160

元亀２年３月８日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田与五郎・原田又次郎・
原田民部允

93 460

元亀２年３月22日 宗（伊奈）調国加冠・
仮名并一字書出

調国 米田源十郎 53 220

元亀２年３月27日 宗貞信（義純）判物 貞信 財部彦左衛門 50 2411
元亀２年４月９日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 扇勢五郎 92 510

元亀２年４月９日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 扇又六 92 501

元亀２年４月９日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇与三衛門・扇与一佐衛門 92 510
元亀２年４月10日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 高本弥太郎 34 431

元亀２年４月23日 宗（伊奈）調国判物 調国 飯近助 54 970
元亀２年４月23日 宗（伊奈）調国判物 調国 飯近助 96 201
元亀２年４月24日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 内野彦五郎 54 211

元亀２年４月26日 宗（伊奈）調国判物 調国 市山源六兵衛尉 93 170
元亀２年４月26日 宗（伊奈）調国判物（前

欠）
調国 市山源六兵衛尉 54 20

元亀２年６月15日 調勝官途状 調勝 牧山太郎三郎 29 31
元亀２年６月15日 調勝加冠并一字書出 調勝 牧山彦太郎 29 30
元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇左京助 17 281

元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇左京助 92 660

元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左京助 54 170
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇主計允 17 231

元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇主計允 92 621

元亀２年６月29日 宗（伊奈）調国判物 調国 豊田兵部左衛門尉 97 500
元亀２年７月２日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 扇寿二郎丸 17 240

元亀２年７月２日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇寿二郎丸 92 630

元亀２年７月９日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 久和善太郎 102 380

元亀２年８月10日 宗貞信（義純）官途状 貞信 龍蔵寺新五郎 19 370
元亀２年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 阿比留彦右衛門 19 500
元亀２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 宮原助次郎 50 1260
元亀２年８月14日 宗義調官途状 義調 宮原与七郎 50 1381
元亀２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 国分与三五郎 59 1670

元亀２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 庄司又五郎 51 1001
元亀２年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 内山次郎 29 311
元亀２年９月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田助兵衛尉 18 81
元亀２年９月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田助兵衛尉 93 351
元亀２年９月26日 宗（伊奈）調国判物 調国 桜本善次郎 15 221
元亀２年９月26日 宗（伊奈）調国判物 調国 桜本善次郎 95 531
元亀２年11月15日 仁位調房加冠并一字書

出
調房 御手洗神六 59 4260

元亀２年11月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 平間鬼房丸 96 620

元亀２年11月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 平間孫二郎 96 460

元亀２年11月23日 宗（伊奈）調国判物 調国 平間与三兵衛尉 96 461
元亀２年11月28日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 山田左馬大夫 96 381

元亀２年11月28日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 山田千代太郎丸 96 381

元亀２年11月28日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 山田善次郎 96 380

元亀２年12月12日 宗貞信（義純）加冠・
仮名并一字書出

貞信 梅野百徳丸 105 350

元亀３年１月８日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 栗屋彦七 61 1020

元亀３年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 阿比留彦三郎 59 2270
元亀３年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 嶋新八 23 390

元亀３年１月11日 宗義調官途状 義調 武末新八郎 50 1950
元亀３年１月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 内野五郎左衛門 54 220
元亀３年閏２月16日 宗貞信（義純）官途状 貞信 久須彦八 84 210
元亀３年４月３日 仁位調興加冠・仮名并

一字書出？
調興 青木喜四郎 59 2140

元亀３年４月10日 宗（伊奈）調国判物 調国 ほけ宮二郎 95 140
元亀３年４月11日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 帆開宮二郎丸 95 141

元亀３年４月15日 宗（伊奈）調国判物 調国 糸瀬弥次郎 17 200
元亀３年４月15日 宗（伊奈）調国判物 調国 糸瀬弥次郎 92 600
元亀３年６月５日 宗義調判物 義調 古藤源左衛門尉 32 150
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀３年６月９日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 原田源三郎 54 1040

元亀３年６月９日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 原田源三郎 96 581

元亀３年６月９日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 原田又三郎 54 1041

元亀３年６月９日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 原田又三郎 96 581

元亀３年６月９日 宗貞信（義純）官途状 貞信 青柳藤四郎 106 1071
元亀３年６月15日 宗義調判物 義調 古藤源左衛門 51 1531
元亀３年６月15日 宗貞信（義純）官途状 貞信 中尾勢兵衛 7 131
元亀３年６月15日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 中尾平四郎 7 140

元亀３年７月３日 宗貞信（義純）判物 貞信 清玄寺玄観蔵司□□□□
〔侍者禅師〕

58 180

元亀３年７月３日 宗貞信（義純）判物 貞信 清玄寺玄観蔵司侍者禅師 25 410
元亀３年７月３日 宗貞信（義純）判物 貞信 清玄寺玄観蔵司侍者禅師 32 190
元亀３年７月６日 宗（伊奈）調国判物 調国 豊田神二郎 15 190
元亀３年７月６日 宗（伊奈）調国判物 調国 豊田神二郎 95 501
元亀３年７月25日 宗貞信（義純）官途并

一字書出
貞信 久和掃部助 98 360

元亀３年８月９日 宗貞信（義純）判物 貞信 山下勢兵衛 98 121
元亀３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留又五郎 14 880
元亀３年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留又五郎 52 181
元亀３年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 小田小十郎 9 290
元亀３年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 青木木工助 59 2150
元亀３年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 扇善五郎 50 2441
元亀３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 大浦源太郎 52 531
元亀３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 大浦次太郎 91 1590
元亀３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 藤与七郎 10 111

元亀３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 藤与七郎 61 1150

元亀３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 藤与七郎 109 210

元亀３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 龍造寺孫三郎 19 320
元亀３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 齋藤彦五郎 29 361
元亀３年８月15日 宗義調官途状 義調 佐々木弥七 61 80
元亀３年８月19日 宗貞信（義純）加冠・

仮名并一字書出
貞信 久和亀松丸 98 360

元亀３年９月２日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 阿比留喜十郎 97 230

元亀３年９月２日 宗（伊奈）調国判物 調国 阿比留民部丞 97 231
元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 庄司玄蕃助 15 111
元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 庄司玄蕃助 95 291
元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 庄司神四郎 15 100

元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 庄司神四郎 95 300

元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 庄司神四郎 15 101

元亀３年10月19日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 庄司神四郎 95 300
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀３年11月７日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 小田三郎五郎 61 3390

元亀３年11月15日 仁位調房加冠并一字書
出

調房 追伯亀鶴丸 60 1100

元亀３年11月16日 宗貞信（義純）官途状 貞信 上野孫二郎 29 51
元亀３年11月26日 宗義調判物 義調 佐々木弥三郎 61 90
元亀３年12月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 草田善太郎 54 100
元亀３年12月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 草田善太郎 97 431
元安〔元亀カ〕３年12月
吉日

宗（伊奈）調国判物 調国 平山市助 15 260

元安〔元亀カ〕３年12月
吉日

宗（伊奈）調国判物 調国 平山市助 95 571

元亀（年間）２月１日 宗貞信（義純）一字書
出

貞信 川本左衛門佐 94 260

元亀４年１月５日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 伊外瀬程丸 55 100

元亀４年１月５日 宗（伊奈）調国仮名并
一字書出

調国 伊外瀬又八郎 55 110

元亀４年１月11日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 国部小七郎 55 290

元亀４年１月11日 佐須盛円仮名書出 盛円 小嶋与五郎 28 180
元亀４年１月11日 佐須盛円官途状 盛円 大庭助七 28 290
元亀４年１月11日 佐須盛円官途状 盛円 大庭助太郎 28 200
元亀４年１月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 薗田彦九郎 51 71
元亀４年１月22日 宗義調加冠并一字書出 義調 二宮源三 36 820
元亀４年１月22日 宗義調加冠并一字書出 義調 二宮源三郎 9 30
元亀４年２月18日 宗（伊奈）調国加冠・

官途并一字書出
調国 庄司弥次郎 92 411

元亀４年２月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 庄司弥次郎・庄司四郎左衛
門

92 410

元亀４年３月10日 宗（伊奈）調国判物 （調国花押） （宛所無） 54 681
元亀４年３月10日 宗義調判物 義調 網代源右衛門尉 51 161
元亀４年４月４日 宗（伊奈）調国判物 調国 藤屋内匠助 15 440
元亀４年４月４日 宗（伊奈）調国判物 調国 藤屋内匠助 95 750
元亀４年４月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田慶印 15 361
元亀４年４月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 原田慶印 95 690
元亀４年４月20日 宗（伊奈）調国判物 調国 須川新兵衛 54 1090
元亀４年４月20日 宗（伊奈）調国判物 調国 藤屋内近助〔内匠助カ〕 54 1140
元亀４年６月４日 佐須盛円官途状 盛円 井善次郎 61 1920
天正１年６月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左京助・寄合中 17 291
天正１年６月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左京助・寄合中 54 201
天正１年６月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇左京助・寄合中 92 661
天正１年６月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇主計允・寄合中 17 241
天正１年６月18日 宗（伊奈）調国判物 調国 扇主計允・寄合中 92 631
元亀４年７月６日 宗義調官途状 義調 犬塚新六 50 2370
元亀４年７月８日 宗（伊奈）調国判物 調国 市山源六兵衛 54 30
元亀４年７月８日 宗（伊奈）調国判物 調国 市山源六兵衛 93 170
元亀４年７月11日 宗（伊奈）調国官途并

一字書出
調国 扇弥七左衛門尉 17 411

元亀４年７月11日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 扇弥七左衛門尉 92 780

元亀４年７月11日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇弥七郎 17 290
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀４年７月11日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 扇弥七郎 54 171

元亀４年７月11日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇弥七郎 92 661

元安〔元亀カ〕４年７月
23日

宗（伊奈）調国判物 調国 桜本左衛門助 15 220

元安〔元亀カ〕４年７月
23日

宗（伊奈）調国判物 調国 桜本左衛門助 95 540

元亀４年８月11日 臼祇盛広判物 臼祇伊勢守盛広 武本監物助 51 1270
元亀４年８月12日 宗（伊奈）調国判物 調国 米田神左衛門尉 96 481
元亀４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留孫次郎 12 20
元亀４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 阿比留孫次郎 98 210
元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 吉野弥三郎 61 4140

元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 大浦彦四郎 14 801

元亀４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 大浦彦四郎 14 800
元亀４年８月14日 盛房官途状 盛房 築木与五郎 105 700
元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 田口彦五郎 21 121

元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梅野助八郎 60 520

元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

（貞信花押） 俵弥七郎 61 4360

元亀４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 部原彦四郎 93 120

天正１年８月17日 宗義智仮名并一字書出 義智 古藤佐助 51 1541
元亀４年８月19日 宗貞信（義純）判物 貞信 国部寄合中 59 1680
元亀４年８月19日 宗貞信（義純）一字書

出
貞信 大石源六 29 120

元亀４年８月19日 調勝加冠并一字書出 調勝 大石小六 29 171
元亀４年８月20日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守 14 881
元亀４年８月20日 宗義調判物 義調 阿比留土佐守 52 150
元亀４年８月22日 宗（伊奈）調国判物 調国 妙光寺 15 140
元亀４年８月22日 宗（伊奈）調国判物 調国 妙光寺 95 480
元亀４年９月２日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 中村助五郎 16 271

元亀４年９月２日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 中村助五郎 94 821

元亀４年９月８日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 大武もろ松丸 96 430

元亀４年９月８日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 大武四郎右衛門尉 96 431

元亀４年９月15日 宗義調判物 義調 武本監物助 51 1221
元亀４年９月22日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 小宮彦五郎 96 560

元亀４年10月17日 宗（伊奈）調国判物 調国 中村助五郎 16 270
元亀４年10月17日 宗（伊奈）調国判物 調国 中村助五郎 94 830
元亀４年10月17日 宗（伊奈）調国判物 調国 中村神七郎・中村又四郎 16 310
元亀４年10月17日 宗（伊奈）調国判物 調国 中村神七郎・中村又四郎 94 870
元亀４年12月13日 宗義調官途状 義調 小嶋又次郎 35 161
元亀５年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 仁位左京亮 105 571
元亀５年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 仁位彦太郎 105 570
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
元亀５年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 大浦与二郎 14 590

元亀５年１月12日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 大浦与次郎 50 1771

天正２年１月30日 宗貞信（義純）官途状 貞信 高本弥太郎 34 440
天正２年２月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 ほけ彦五郎 95 221
天正２年３月27日 宗貞信（義純）判物 貞信 松尾又次郎 5 120
天正２年３月27日 宗貞信（義純）判物 貞信 松尾又次郎 107 300
天正２年４月11日 宗貞信（義純）判物 貞信 佐奈豊安房守 104 881
天正２年５月２日 宗貞信（義純）判物 貞信 「宛所相知不申」 84 381
天正２年５月２日 宗貞信（義純）判物 貞信 大石彦五郎 56 1511
天正２年６月15日 宗貞信（義純）官途状 貞信 中原善太郎 103 730
天正２年８月６日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 阿比留新四郎 37 110

天正２年８月６日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 阿比留新四郎 97 551

天正２年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 服部彦三郎 5 90
天正２年８月13日 宗義調加冠并一字書出 義調 服部彦三郎 107 260
天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 阿比留孫二郎 19 461

天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 安藤彦八 19 550

□□□〔天正２〕年８月
14日

佐須盛円官途状 盛円 熊本神九郎 29 521

天正２年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 古藤善次郎 51 1911
天正２年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 古藤藤八郎 106 1420
天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 小田彦八郎 9 291

天正２年８月14日 宗義調官途状 義調 庄司又六 15 491
天正２年８月14日 宗義調官途状 義調 庄司又六 95 780
天正２年８月14日 宗義調官途状 義調 菅野弥五郎 9 90
天正２年８月14日 宗義調官途状 義調 菅野弥五郎 37 71
天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 草壁彦五郎 61 851

天正２年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 大浦弥二郎 14 601
天正２年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 内山彦八郎 29 481
天正２年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 日高彦五郎 59 3650
天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 波多野善太郎 59 1920

天正２年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梅野与三郎 8 151

天正２年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 平山善二郎 61 2390

天正２年８月22日 宗貞信（義純）加冠・
仮名并一字書出

貞信 佐奈豊又王丸 104 890

天正２年８月24日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梯源四郎 5 631

天正２年８月24日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梯源四郎 107 871

天正２年８月24日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梯新八郎 5 630

天正２年８月24日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 梯新八郎 107 870
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正２年９月28日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 阿比留太郎 13 930

天正２年９月28日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 阿比留太郎 61 3841

天正２年12月26日 鎮判物 鎮 川上内蔵之助 61 2940
天正３年２月25日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 串崎三郎次郎 9 330

天正３年２月25日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 串崎三郎次郎 37 180

天正３年２月25日 宗貞信（義純）官途状 貞信 串崎三郎次郎 9 321
天正３年２月25日 宗貞信（義純）官途状 貞信 串崎三郎次郎 37 171
天正３年４月10日 宗義調官途状 義調 宮原彦五郎 50 1271
天正３年４月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 桜本左衛門助 15 230
天正３年４月19日 宗（伊奈）調国判物 調国 桜本左衛門助 95 541
天正３年５月２日 佐須盛円判物 盛円 平山宗胤 36 561
天正３年５月２日 宗義調判物 義調 平山宗胤 5 201
天正３年５月２日 宗義調判物 義調 平山宗胤 36 531
天正３年５月２日 宗義調判物 義調 平山宗胤 36 540
天正３年５月２日 宗義調判物 義調 平山宗胤 36 541
天正３年５月２日 宗義調判物 義調 平山宗胤 107 380
天正３年５月15日 宗義調加冠并一字書出 義調 宮原彦五郎 50 1270
天正３年６月７日 宗義調判物 義調 慶昌院 50 1861
天正３年６月23日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 初村孫七郎 29 251

天正３年６月27日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 大武藤太郎 54 381

天正３年６月27日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 大武彦太郎 97 461

天正３年６月27日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 豊田彦五郎 97 140

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 国分つゐたち 15 391

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 国分つゐたち 95 711

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 国分松熊 15 381

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 国分松熊 95 710

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 国分孫次郎 15 390

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 国分孫二郎 95 710

天正３年６月29日 宗（伊奈）調国判物 調国 小宮左馬亮 96 561
天正３年８月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 平松彦五郎 59 2830

天正３年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 国部善七郎 19 660

天正３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 主藤彦太郎 98 400
天正３年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 手光又八郎 29 41
天正３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 藤与七郎 61 1050

天正３年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 藤与七郎 109 61
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正３年８月14日 宗貞信（義純）仮名書

出
貞信 波多野六郎二郎 60 130

天正３年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 平松十郎太郎 59 2820
天正３年８月24日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 平山彦七郎 61 2381

天正３年９月12日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 張彦三郎 28 271

天正３年９月18日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 岩本神四郎 96 351

天正３年９月27日 宗義調判物 義調 赤木右衛門尉 106 951
天正３年11月26日 仁位調房官途状 調房 長郷又二郎 24 120
天正３年11月26日 仁位調房官途状 調房 長郷又二郎 59 1590
天正４年１月４日 宗義調官途状 義調 阿比留小太郎 13 930
天正４年１月４日 宗義調官途状 義調 阿比留小太郎 61 3580
天正４年１月４日 宗義調官途并一字書出 義調 大浦善次郎 106 340
天正４年１月５日 尚広加冠并一字書出 尚広 小田与七郎 59 1220
天正４年１月５日 鎮判物 鎮 武本左京進 51 1191
天正４年１月11日 宗義調仮名書出 義調 下田善七郎 6 760
天正４年１月11日 宗義調仮名書出 義調 下田善七郎 108 1340
天正４年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 山上彦三郎 25 340
天正４年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 山上彦三郎 57 290
天正４年１月11日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 山上彦十郎 25 331

天正４年１月11日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 山上彦十郎 57 280

天正４年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 仁位与四郎 6 511
天正４年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 仁位与四郎 108 980
天正４年１月11日 宗貞信（義純）官途状 貞信 峯弥二郎 19 610
天正４年３月11日 宗貞信（義純）判物 貞信 赤木右衛門尉 36 40
天正４年３月11日 宗貞信（義純）判物 貞信 赤木右衛門尉 106 961
天正４年３月16日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 佐々木右馬助・女子犬は

う・おと・ますう
96 221

天正４年４月８日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 川上彦三郎 61 2650

天正４年５月２日 某判物 「判有之、不知、」 六郎ゑもん 17 361
天正４年５月２日 某判物 「原本曰、判不知、」 六郎ゑもん 92 740
天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 豊田犬王郎丸 15 151

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 豊田犬王郎丸 95 600

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 豊田犬松丸 15 191

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 豊田犬松丸 54 930

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 豊田犬松丸 95 510

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 豊田丈丸 95 511

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 豊田神次郎 54 931

天正４年６月23日 宗（伊奈）調国官途并
一字書出

調国 豊田神次郎 95 511

天正４年７月26日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 小田彦五郎 8 161
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正４年７月26日 宗貞信（義純）仮名書

出
貞信 小田又左衛門 8 170

天正４年８月６日 宗義調官途状 義調 吉野孫七 8 290
天正４年８月６日 宗義調官途状 義調 吉野孫七 33 111
天正４年８月６日 宗貞信（義純）官途状 貞信 藤松善左衛門 102 741
天正４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 益田彦八郎 29 190

天正４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 吉田左馬大夫 59 3440
天正４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 栗屋孫三郎 5 350
天正４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 栗屋孫三郎 107 560
天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 栗屋満五郎 5 351

天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 栗屋満五郎 107 561

天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 犬塚藤次 23 260

天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 犬塚藤次 59 3370

天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 原善三郎 9 181

天正４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 手塚神八郎 9 120
天正４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 手塚神八郎 37 211
天正４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 手塚弥七郎 9 521
天正４年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 手塚弥七郎 35 240
天正４年８月14日 宗義調官途状 義調 上原藤五郎 9 70
天正４年８月14日 宗義調官途状 義調 上原藤五郎 37 151
天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 早田善四郎 36 320

天正４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 早田善四郎 36 321
天正４年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 草壁源五郎 27 91
天正４年８月14日 佐須盛円官途状 盛円 草壁源五郎 61 950
天正４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 草壁助五郎 27 90

天正４年８月14日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 草壁助五郎 61 951

天正４年８月14日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 俵孫二郎 61 311

天正４年８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 峯六郎 19 101
天正４年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 齋藤弥八郎 29 391
天正４年８月17日 佐須盛円判物 盛円 阿比留市助・阿比留左衛

門・阿比留太郎左衛門・阿
比留左京亮

14 1030

天正４年８月17日 宗貞信（義純）判物 貞信 阿比留土佐守 14 960
天正４年８月17日 宗貞信（義純）判物 貞信 阿比留土佐守・阿比留右馬

大夫
52 160

天正４年８月28日 宗義調官途状 義調 阿比留左馬允 13 921
天正４年８月28日 宗義調官途状 義調 阿比留左馬允 61 3581
天正４年９月８日 宗貞信（義純）加冠并

一字書出
貞信 扇七郎次郎 16 660

天正４年９月８日 宗貞信（義純）加冠并
一字書出

貞信 扇七郎次郎 94 1191

天正４年９月８日 宗貞信（義純）官途状 貞信 扇七郎次郎 16 651
天正４年９月８日 宗貞信（義純）官途状 貞信 扇七郎次郎 94 1191
天正４年９月18日 宗義調加冠并一字書出 義調 内山助八郎 17 420

©2015 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



〈　 〉　「宗家判物写」所載文書編年目録稿（続々）（渡邉）26

年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正４年９月18日 宗義調加冠并一字書出 義調 内山助八郎 92 790
天正４年９月18日 宗義調官途并一字書出 義調 内山藤左衛門尉 17 421
天正４年９月18日 宗義調官途并一字書出 義調 内山藤左衛門尉 92 790
天正４年９月29日 宗義調判物 義調 大浦杢助 103 831
天正４年11月15日 宗義純一字書出 義純 高本勘人助 34 441
天正４年11月15日 宗義純官途并一字書出 義純 早田弥二郎 105 990
天正４年11月15日 宗義純加冠并一字書出 義純 早田与三次郎 61 1380
天正４年11月15日 宗義純一字書出 義純 大嶋彦右衛門 6 661
天正４年11月15日 宗義純一字書出 義純 大嶋彦右衛門 108 1210
天正４年11月15日 宗義純仮名并一字書出 義純 大嶋弥五郎 106 680
天正４年11月15日 宗義純一字書出 義純 藤松市兵衛尉 102 750
天正４年11月28日 宗義純官途状 義純 俵主殿助 61 320
天正４年12月11日 宗義純判物 義純 酘豆郡供僧中 32 340
天正４年12月11日 宗義純判物 義純 酘豆郡供僧中 98 540
（年未詳）３月１日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 中尾五郎 27 120

（年未詳）３月１日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 中尾五郎 61 681

（年未詳）３月21日 佐須盛円判物 成〔盛〕円 佐護近江坊 56 1310
（年未詳）８月14日 佐須盛円加冠并一字書

出
盛円 井手善二郎 61 560

（年未詳）11月15日 佐須盛円加冠并一字書
出

盛円 初村源七郎 29 510

（年未詳）４月８日 宗（伊奈）調国書状 調国 「あて所なし」 91 1581
（年未詳）４月８日 宗（伊奈）調国書状 調国 大浦左近助 52 331
（年未詳）６月29日 宗（伊奈）調国加冠并

一字書出
調国 扇とく二郎丸 17 301

（年未詳）６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇とく二郎丸 54 191

（年未詳）６月29日 宗（伊奈）調国加冠并
一字書出

調国 扇とく二郎丸 92 671

（年未詳）８月14日 宗貞信（義純）官途状 貞信 阿比留彦五郎 98 510
天正５年１月11日 宗義純仮名書出 義純 「宛所相知不申」 84 131
天正５年１月13日 宗義純加冠并一字書出 義純 峯弥次郎 19 110
天正５年２月８日 調恭加冠・仮名并一字

書出
調恭 平山源三郎 60 1250

天正５年２月21日 信国判物 信国 安藤与三右衛門尉 19 591
天正５年２月21日 宗義純判物 義純 早田平四郎・早田善兵衛 36 330
天正５年４月29日 信国判物 信国 齋藤左衛門尉 29 420
天正５年６月１日 宗義純官途状 義純 小宮杢助 94 340
天正５年６月16日 宗義純官途状 義純 俵右馬太夫 104 501
天正５年６月16日 宗義純加冠・仮名并一

字書出
義純 俵千代松丸 104 510

天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 「原本宛所ナシ」 97 260
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留神七郎 9 531
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留神七郎 97 550
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 阿比留民部丞 97 151
天正５年７月１日 宗義純仮名書出 義純 河本源五郎 94 700
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 原田次郎左衛門尉 54 1050
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 原田次郎左衛門尉 96 570
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 広田源左衛門尉 6 650
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 広田源左衛門尉 108 1191
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 国分孫二郎 15 400
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 国分孫二郎 95 700
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 佐々木右馬助 96 220
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 洲河源太左衛門 16 431
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 洲河源太左衛門 94 971
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 洲川彦十郎 94 1020
天正５年７月１日 宗義純仮名書出 義純 小宮彦五郎 96 560
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 小宮杢助 54 1271
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 庄司民部少輔 95 230
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 神田源三郎 93 240
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇主計允 17 210
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇主計允 92 610
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇助五郎 17 310
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇助五郎 58 540
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇助五郎 92 690
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 扇善右衛門 92 481
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 早田神八郎 97 510
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 相庭新三郎 93 371
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 帆開新七郎 95 160
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 飯大膳亮 96 170
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 平間与五郎 96 450
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 平山伊助 15 261
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 平山伊助 95 560
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 平野主計允 96 520
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 米田五郎三郎 15 81
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 米田五郎三郎 92 381
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 米田藤太夫 92 300
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 米田彦三郎 15 80
天正５年７月１日 宗義純加冠并一字書出 義純 米田彦三郎 92 380
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 豊田次郎左衛門 97 91
天正５年７月１日 宗義純一字書出 義純 豊田新五郎 97 270
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 齋藤弥二郎 17 151
天正５年７月１日 宗義純官途状 義純 齋藤弥二郎 95 410
天正５年７月２日 宗義純一字書出 義純 「原本曰、あて所字切不見、」 96 361
天正５年７月２日 宗義純一字書出 義純 米田源三郎 53 221
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 阿比留新四郎 16 521
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 阿比留新四郎 94 1100
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 財部又六 16 530
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 財部又六 94 1100
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 糸瀬彦八 16 551
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 糸瀬彦八 94 1120
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 糸瀬彦八郎 54 1470
天正５年７月３日 宗義純官途并一字書出 義純 小宮源太郎 94 540
天正５年７月３日 宗義純仮名并一字書出 義純 相部彦太郎 94 490
天正５年７月８日 宗義純加冠并一字書出 義純 山田新八郎 96 360
天正５年７月８日 宗義純官途状 義純 小宮与七郎 94 430
天正５年７月８日 宗義純官途状 義純 扇主計允 36 220
天正５年７月８日 宗義純官途状 義純 扇弥七左衛門 17 400
天正５年７月８日 宗義純官途状 義純 扇弥七左衛門 92 770
天正５年７月８日 宗義純官途状 義純 帆開新七郎 54 631
天正５年７月８日 宗義純一字書出 義純 飯大膳允 54 980
天正５年７月12日 宗義純官途并一字書出 義純 飯田助三郎 33 81
天正５年閏７月11日 宗義純一字書出 義純 原田又次郎 93 420
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正５年閏７月17日 宗義調判物 義調 梅野惣左衛門尉・梅野源八

郎
50 2081

天正５年閏７月17日 宗義調判物 義調 梅野惣左衛門尉・梅野又八
郎・梅野孫六

50 2090

天正５年８月10日 宗義純加冠并一字書出 義純 神宮善次郎 61 4421
天正５年８月12日 宗義純加冠・仮名并一

字書出
義純 小宮六郎 94 530

天正５年８月13日 信国加冠并一字書出 信国 初村源三郎 29 250
天正５年８月13日 信国官途状 信国 齋藤六郎 29 370
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 熊本神八郎 29 520
天正５年８月14日 国信加冠并一字書出 国信 高尾弥七郎 61 2521
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤七郎 10 120
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤七郎 61 1151
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤七郎 109 220
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤平次郎 10 121
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤平次郎 61 1160
天正５年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 藤平次郎 109 221
天正５年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 比田勝六郎次郎 51 630
天正５年８月14日 宗義調加冠并一字書出 義調 部原彦八郎 93 120
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 阿比留喜助 97 160
天正５年８月16日 宗義純仮名并一字書出 義純 阿比留新五郎 96 420
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 阿比留与五郎 97 531
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留与次郎 97 530
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 岩本孫九郎 96 320
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 原田又八 93 340
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 洲河小二郎 35 40
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 小宮惣十郎 94 400
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 庄司彦十郎 15 500
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 庄司彦十郎 95 780
天正５年８月16日 宗義純仮名并一字書出 義純 松崎清五郎 8 250
天正５年８月16日 宗義純仮名并一字書出 義純 扇源三郎 54 730
天正５年８月16日 宗義純仮名并一字書出 義純 扇源三郎 92 540
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇源七郎 18 110
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇源七郎 93 400
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇善六 92 490
天正５年８月16日 宗義純仮名并一字書出 義純 扇太郎 92 490
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇彦八郎 17 211
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇彦八郎 36 230
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇彦八郎 92 611
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 大浦又太郎 14 730
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 大武神九郎 54 390
天正５年８月16日 宗義純官途并一字書出 義純 大武神九郎 97 440
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 帆開新七郎 54 640
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 帆開新七郎 95 160
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 飯善七郎 54 1000
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 飯善七郎 96 171
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 飯藤次郎 54 971
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 飯藤次郎 96 170
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 比田勝弥五郎 51 631
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 豊田神二郎 54 940
天正５年８月16日 宗義純加冠并一字書出 義純 豊田神二郎 95 490
天正５年８月20日 宗義純加冠并一字書出 義純 財部又四郎 92 250
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正５年10月28日 宗義純加冠并一字書出 義純 山上掃部介 57 90
天正５年10月28日 宗義純判物 義純 波多野右馬大夫 59 1040
天正５年10月30日 宗義純判物 義純 桜本弥十郎 15 231
天正５年10月30日 宗義純判物 義純 桜本弥十郎 95 530
天正５年11月５日 宗義純判物 義純 河本惣兵衛 94 640
天正５年11月10日 宗義純判物 義純 洲河治部丞 16 440
天正５年11月10日 宗義純判物 義純 洲河治部丞 94 980
天正５年11月27日 宗義純加冠并一字書出 義純 大任神太郎 106 771
天正５年11月29日 宗義純判物 義純 財部大膳亮 92 201
（年未詳）閏２月20日 国信書状 国信 なかとみ志んえもん 21 71
天正６年１月３日 調恭加冠・仮名并一字

書出
調恭 助太郎 23 190

天正６年１月３日 調恭加冠・仮名并一字
書出

調恭 助太郎 59 3330

天正６年１月３日 調恭加冠・仮名并一字
書出

調恭 彦七郎 23 191

天正６年１月３日 調恭加冠・仮名并一字
書出

調恭 彦七郎 59 3340

天正６年１月４日 宗義調官途并一字書出 義調 内山善七郎 34 160
天正６年１月６日 信国加冠并一字書出 信国 市丸源次郎 24 111
天正６年１月11日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 阿比留三郎 14 970

天正６年１月11日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 阿比留三郎 52 131

天正６年１月11日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留七郎次郎 24 171
天正６年１月11日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留七郎次郎 59 2890
天正６年１月11日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留又八郎 23 151
天正６年１月11日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留又八郎 59 3280
天正６年１月11日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留弥七郎 59 2610
天正６年１月11日 宗義純官途状 義純 塩津留彦太郎 20 390
天正６年１月11日 宗義純官途状 義純 山下神四郎 106 1050
天正６年１月11日 宗義純仮名書出 義純 中原掃部助 103 731
天正６年１月11日 宗義純官途状 義純 弟川彦二郎 21 170
天正６年１月11日 宗義純官途状 義純 平郷善二郎 59 3550
天正６年１月13日 宗義純加冠・仮名并一

字書出
義純 阿比留喜十郎 97 161

天正６年２月９日 宗義純加冠・仮名并一
字書出

義純 内野犬房丸 101 871

天正６年３月13日 宗義純官途并一字書出 義純 大浦善六 14 610
天正６年３月13日 宗義純官途并一字書出 義純 大浦善六 50 1821
天正６年４月晦日 宗義純判物 義純 阿比留和泉守 96 500
天正６年４月晦日 宗義純判物 義純 峯杢助 31 200
天正６年４月晦日 宗義純判物 義純 峯杢助 59 3980
天正６年６月14日 宗義純官途状 義純 岡村太郎左衛門尉 61 1651
天正６年６月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 岡村弥次郎 61 1660
天正６年７月23日 宗義純官途状 義純 嶋弥五郎 5 670
天正６年７月23日 宗義純官途状 義純 嶋弥五郎 107 901
天正６年７月23日 宗義純加冠并一字書出 義純 嶋弥六 5 661
天正６年７月23日 宗義純加冠并一字書出 義純 嶋弥六 107 900
天正６年８月11日 宗義純官途状 義純 阿比留十郎次郎 24 180
天正６年８月11日 宗義純官途状 義純 阿比留十郎次郎 59 2880
天正６年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 古藤善次郎 51 1970
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正６年８月14日 宗一鴎（義調）加冠并

一字書出
一鴎 早田市五郎 9 471

天正６年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 早田孫三郎 9 441

天正６年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 多田孫三郎 20 101
天正６年８月14日 宗義純官途状 義純 波多野与三左衛門 59 1050
天正６年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 龍蔵寺新五郎 19 371
天正６年８月15日 宗昭景（義智）官途状 昭景 古藤雅楽助 106 1421
天正６年10月27日 調恭判物 調恭 容顔寺当住慶林庵主 59 3110
天正７年１月６日 宗義純官途并一字書出 義純 小宮弥五郎 54 670
天正７年１月11日 宗義純官途并一字書出 義純 久和弥次郎 102 361
天正７年２月７日 宗義純判物 義純 塩津留□勢□〔伊勢守〕 20 391
天正７年２月21日 大膳国久売券 大膳国久 （宛所無） 54 231
天正７年２月29日 宗義純判物 義純 古川土佐守 103 231
天正７年４月27日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留彦太郎 31 70
天正７年４月27日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留彦太郎 59 2390
天正７年５月３日 宗義純加冠并一字書出 義純 松尾与三郎 5 310
天正７年５月３日 宗義純加冠并一字書出 義純 松尾与三郎 107 520
天正７年８月12日 宗義純判物 義純 梅野大蔵丸 105 351
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留与次 19 510
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 阿比留与次 55 181
天正７年８月14日 信国加冠并一字書出 信国 井原彦十郎 30 100
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 吉田助七郎 36 660
天正７年８月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 宮原与七郎 50 1390

天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 原田助兵衛尉 93 341
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 原田善三郎 54 1051
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 原田善三郎 96 571
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 黒岩神三郎 61 981
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 篠栗六郎 6 410
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 篠栗六郎 36 370
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 篠栗六郎 108 821
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 若松三郎次郎 93 320
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 小田彦四郎 61 3391
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 小田彦四郎 26 190
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 成瀬市次郎 36 791
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 中村将監助 16 311
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 中村将監助 94 860
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 梅野彦五郎 54 111
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 比田勝太郎 51 380
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 俵彦太郎 36 871
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 平江善太郎 31 210
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 平江善太郎 59 4100
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 北嶋神八郎 55 670
天正７年８月14日 宗義純加冠并一字書出 義純 龍蔵寺善七郎 19 291
天正７年８月14日 宗義純官途状 義純 龍蔵寺又四郎 19 300
天正７年８月19日 信国加冠并一字書出 信国 犬塚新五郎 59 1170
天正７年９月25日 宗義純判物 義純 高本勘人助 34 450
天正７年10月７日 宗義純判物 義純 糸瀬与三郎 51 1711
天正７年10月９日 宗義純判物 義純 糸瀬又次郎 51 910
天正７年10月10日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 大浦善四郎 14 771
天正７年10月10日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 大浦善四郎 52 50
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正７年11月15日 宗貞信（義純）判物 貞信 河上彦三郎 28 110
天正７年11月15日 宗貞信（義純）判物 貞信 川上彦三郎 61 2660
天正７年11月19日 宗義純判物 義純 惣宮司宰相坊 13 671
天正７年11月26日 宗義純判物 義純 佐々木佐渡助 9 421
天正７年11月26日 宗義純判物 義純 佐々木佐渡助 37 31
天正７年11月28日 宗義純判物 義純 齋藤彦十郎 28 30
天正７年11月28日 宗義純判物 義純 齋藤彦十郎 61 2850
天正７年12月１日 嶋井調正判物 嶋井右衛門尉調正 財部助次郎 16 491
天正７年12月２日 嶋井調正判物 嶋井右衛門尉調正 財部助次郎 94 1070
天正７年12月３日 佐奈豊盛国判物 佐奈豊安房守盛周

〔盛国〕
峯左衛門大夫 55 420

天正７年12月８日 仁位調興判物 調興 山上采女亮 57 100
天正７年12月８日 仁位調興判物 調興 山上彦十郎 57 680
天正７年12月８日 宗義純加冠并一字書出 義純 小田彦三郎 8 171
天正７年12月18日 宗義純判物 義純 龍蔵寺当住 27 211
天正７年12月18日 宗義純判物 義純 龍蔵寺当住 61 1461
天正７年12月23日 宗昭景（義智）官途状 昭景 大浦善五郎 14 780
天正７年12月27日 宗（佐須）盛廉官途状？ 盛廉 宗彦八郎 29 500
天正８年１月７日 信国官途状 信国 俵与太郎 26 310
天正８年１月11日 宗昭景（義智）官途状 昭景 国部神太郎 55 240
天正８年１月11日 宗義純判物 義純 大石又三郎 106 390
天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 武末助三郎 50 1950

天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 峯又五郎 19 220

天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 峯又五郎 55 401

天正８年１月11日 宗昭景（義智）官途状 昭景 柳川近兵衛尉 34 350
天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 龍蔵寺弥八郎 19 410

天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 蒻野弥五郎 9 91

天正８年１月11日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 蒻野弥五郎 37 80

天正８年１月12日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 大浦孫八郎 14 731

天正８年１月12日 宗義純判物 義純 大石左馬允 56 681
天正８年１月12日 宗義純官途并一字書出 義純 大石又七 84 340
天正８年１月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 波多野与四郎 59 850

天正８年１月15日 宗昭景（義智）仮名并
一字書出

昭景 松井源次郎 6 720

天正８年１月15日 宗昭景（義智）仮名并
一字書出

昭景 松井源次郎 108 1300

天正８年１月15日 宗昭景（義智）官途状 昭景 中原賀助 103 740
天正８年１月16日 宗昭景（義智）官途状 昭景 塩津留主税助 16 280
天正８年１月16日 宗昭景（義智）官途状 昭景 塩津留主税助 94 840
天正８年１月18日 信国加冠并一字書出 信国 一宮助三郎 30 30
天正８年１月22日 宗義純仮名并一字書出 義純 内山弥介 84 611
天正８年１月23日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 井助八郎 6 540

天正８年１月23日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 井助八郎 108 1020
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正８年１月29日 宗昭景（義智）仮名書

出
昭景 森山善四郎 6 701

天正８年１月29日 宗昭景（義智）仮名書
出

昭景 森山善四郎 108 1280

天正８年２月26日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 波多野弥四郎 59 1790

天正８年２月30日 宗義純加冠并一字書出 義純 扇善次郎 92 491
天正８年３月12日 宗義智加冠并一字書出 義智 上原彦三郎 37 160
天正８年閏３月２日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 吉田監物丞 106 851
天正８年閏３月４日 宗義智袖判判物 （義智花押） 竹の浦市左衛門所 61 2461
天正８年閏３月13日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 阿比留民部丞 106 870
天正８年４月14日 調恭仮名書出 調恭 阿比留弥三郎 59 2440
天正８年４月28日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 赤木惣右衛門尉 36 30
天正８年５月５日 調恭加冠・仮名并一字

書出
調恭 千代松 59 2380

天正８年６月20日 宗義調判物 義調 永泉寺 11 61
天正８年６月20日 宗義調判物 義調 永泉寺 99 30
天正８年６月21日 宗昭景（義智）官途并

一字書出
昭景 財部市助 92 461

天正８年６月21日 宗昭景（義智）官途并
一字書出

昭景 財部彦七郎 92 250

天正８年８月13日 信国加冠并一字書出 信国 長留与市 21 441
天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 阿比留孫次郎 97 540

天正８年８月14日 信国官途状 信国 井惣次郎 61 1961
天正８年８月14日 宗義調官途并一字書出 義調 河本左衛門佐 94 261
天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途并

一字書出
昭景 河本惣兵衛 94 160

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 守屋神四郎 59 280

天正８年８月14日 宗昭景（義智）仮名書
出

昭景 洲河彦十郎 94 1020

天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途状 昭景 小宮蔵人助 54 1271
天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途状 昭景 小宮蔵人助 94 340
天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途状 昭景 小宮内蔵助 16 581
天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途状 昭景 小宮内蔵助 94 1150
天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 松本彦三郎 6 931

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 松本彦三郎 108 1590

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 早田善五郎 9 480

天正８年８月14日 宗昭景（義智）官途状 昭景 草壁助三郎 61 721
天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 草壁助四郎 61 860

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 草壁助七 61 730

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 築城藤二郎 60 690

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 筑城藤二郎 25 550

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 嶋山彦八・嶋山左馬允 101 390
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 藤善三郎 61 1130

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 藤善三郎 109 141

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 梅野右馬五郎 36 691

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 梅野新太郎 57 360

天正８年８月14日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 部原彦七郎 93 121

天正８年８月15日 宗昭景（義智）官途状 昭景 嶋山左馬允・嶋山彦三郎 101 391
天正８年８月15日 宗昭景（義智）官途状 昭景 嶋山彦三郎・嶋山彦八 101 400
天正８年８月19日 信国判物 信国 佐護□□□□〔助左衛門〕・

佐護石見守
84 31

天正８年８月19日 信国判物 信国 佐護助左衛門・佐護石見守 56 910
天正８年８月25日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 桜本弥十郎 15 240
天正８年８月25日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 桜本弥十郎 95 530
天正８年８月27日 宗一鴎（義調）書状 一鴎 三正老 102 450
天正８年８月27日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 洲河治部丞 94 1021
天正８年８月28日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 内山藤十郎 17 430

天正８年８月28日 宗昭景（義智）加冠并
一字書出

昭景 内山藤十郎 92 791

天正８年９月５日 宗昭景（義智）判物 昭景 小田彦四郎 25 70
天正８年９月５日 宗昭景（義智）判物 昭景 小田彦四郎 57 370
天正８年９月５日 宗昭景（義智）判物 昭景 小田弥助 57 380
天正８年10月17日 宗昭景（義智）判物 昭景 井弥六左衛門 61 1950
天正８年10月17日 宗昭景（義智）判物 昭景 金剛院当住敬賢 11 150
天正８年10月17日 宗昭景（義智）判物 昭景 金剛院当住敬賢 32 270
天正８年10月17日 宗昭景（義智）判物 昭景 金剛院当住敬賢 99 121
天正８年10月17日 宗昭景（義智）判物 昭景 手塚左衛門佐 35 250
天正８年10月17日 信国判物 信国 手塚左衛門佐 35 251
天正８年11月４日 宗昭景（義智）加冠并

一字書出
昭景 豊田彦九郎 84 281

天正８年11月17日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 平山修理亮 96 530
天正８年11月20日 宗昭景（義智）仮名并

一字書出
昭景「ひねり御判」 武田又五郎 96 141

天正８年11月20日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 武田与助 96 140
天正８年11月26日 調親加冠并一字書出 調親 平馬又八郎 20 161
天正８年11月26日 調親加冠并一字書出 調親 平馬又八郎 55 541
天正８年12月３日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 阿比留和泉守 96 501
天正８年12月３日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 佐々木右馬助 96 230
天正８年12月３日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 佐々木右馬助 96 231
天正８年12月４日 宗昭景（義智）判物 昭景 阿比留民部丞 106 871
天正８年12月７日 宗一鴎（義調）判物 一鴎 古川和泉守 103 1271
（年未詳）７月１日 宗義純官途状 義純 藤屋新四郎 54 1140
（年未詳）７月１日 宗義純官途状 義純 藤屋新八郎 15 431
（年未詳）７月１日 宗義純官途状 義純 藤屋新八郎 95 740
（年未詳）７月２日 宗義純官途并一字書出 義純 中村又四郎 16 320
（年未詳）７月２日 宗義純官途并一字書出 義純 中村又四郎 94 860
（年月日未詳） 宗義純官途并一字書出 義純 小宮惣五郎 54 831
（年月日未詳） 宗義純官途状 義純 梅野彦五郎 54 111
（年未詳）８月13日 信国官途状 信国 嶋井又兵衛尉 84 490
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年　月　日 文　書　名 差　　　出 宛　　　所 番 丁
（年未詳）８月14日 信国官途状 信国 内山藤二郎 29 351
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