
No 氏名 舟印 屋号 字名 No 氏名 舟印 屋号 字名 No 氏名 舟印 屋号 字名 No 氏名 舟印 屋号 字　名 No 氏名 舟印 屋号 字名 No 氏名 舟印 屋号 字名

1 守　 兵助 川尻 40 白井 吉平 神門 79 大草 床屋 天王下 118 坂井　 坂井新宅 韮塚 128 石井 清床 橋向 138 小松　 大田 橋向

2 守　　 塩場 干潟 41 白井 太吉 神門 80 白井 五平 天王下 119 山田 吉五郎新宅 韮塚 129 松本 大東 橋向 139 石井　 茂八 橋向

3 吉浜 此吉 干潟 42 向井 八三 神門 81 白井 平七 天王下 120 長嶋　 傳四郎 韮塚 130 石井 松崎新宅 橋向 140 平野　 市助 橋向

4 鳥井　 仁左衛門 干潟 43 田中 三郎右衛門 神門 82 白井 源五郎 天王下 121 佐野　 三佐衛門新宅 韮塚 131 大口　 大口 橋向 141 平野　 丹源 橋向

5 天笠　 はこや 干潟 44 佐野 平六　 神門 83 天笠　 九左衛門 天王下 122 緒形　 緒形 韮塚 132 平野 長助 川向 142 白井　 さぶどん新宅 橋向

6 石井　 上塩場 干潟 45 斎藤 半七 神門 84 天笠 東　 天王下 123 鳥沢　 陣屋 韮塚 133 石井 丹次郎 川向 143 加藤　 車井戸 橋向

7 向井　 八三 干潟 46 守 傳兵衛 神門 85 天笠　 徳左衛門 天王下 124 小泉　 馬石 韮塚 134 天笠 でっぱ 橋向 144 石井　 湯屋 橋向

8 守　 兵助本家 干潟 47 斉藤 半四朗 神門 86 守 加七 天王下 125 斉藤 斉藤 橋向 135 榎本 榎本 橋向 145 平野　 市助 橋向

9 登山 登八 干潟 48 天笠 いせまつ 神門 87 天笠 魚屋 天王下 126 須藤 氷屋 橋向 136 坂井 坂井本家 橋向 146 天笠　 幸助 橋向

10 酒井 二兵衛 干潟 49 鈴木 松さん 神門 88 大野 九右衛門 天王下 127 田中 松の家 橋向 137 吉浜　 吉浜 橋向 147 坂井　 材木屋 橋向

11 石井 四郎左衛門 浜道 50 桑原 桑原 神門 89 大野 大野 馬込

12 伊川　 戈三
 浜道 51 石井 為次郎 神門 90 白井　 惣右衛門 馬込

13 湯山　 湯山 浜道 52 登山 登山 神門 91 白井　 惣助 馬込 No 氏名 舟印 屋号 字　名 No 氏名 舟印 屋号 字名 No 氏名 舟印 屋号 字名

14 石井　 三九郎 浜道 53 四栗 四栗 神門 92 守　 元右衛門 馬込 1 守 権左ヱ門 山下 27 白井 角屋 前畑 53 高橋　 惣吉 川向

15 鈴木　 かさ屋 神門 54 佐野 大栄 神門 93 天笠　 新平 馬込 2 鳥居 仁左ヱ門 山下 28 守 治郎左ヱ門
新宅前畑 54 鈴木 長兵ヱ 川向

16 守　 丸傳 神門 55 長嶋 長嶋 神門 94 渡辺　 渡辺 馬込 3 高橋 藤右ヱ門新宅 山下　 29 高橋 藤吉郎 前畑 55 栗坂 青蓮寺 山下

17 守　　 加七 神門 56 白井 惣作新宅 神門 95 天笠　 六兵衛 馬込 4 高徳 高徳 山下 30 高橋 善左ヱ門 山下 56 大森 カゴヤ新宅 前畑

18 石川　 桶屋　 神門 57 天笠 天国 神門 96 佐野 佐野屋 馬込 5 佐野 甚兵ヱ 山下 31 秋元 佐官屋 山下 57 石井 金左ヱ門 前畑

19 岡田　 岡田 神門 58 守 六左衛門 神門 97 沼田 和泉屋 馬込 6 佐野 太ヱム 山下 32 守 叶屋 山下 58 秋元 重郎ヱ門 前畑　

20 広部　 仁花 神門 59 白井 惣右衛門 神門 98 白井 石屋 馬込 7 守 七郎 山下 33 石井 桂造 山下 59 秋元 孫兵ヱ 前畑

21 高橋　 紋太 神門 60 長嶋　 忠右衛門 神門 99 天笠 信良 馬込 8 守 七郎、上 山下 34 白井 助左衛門 池田 60 白井 向川原 前畑

22 長嶋 きいむ 神門 61 向井　 おはりかじや 神門 100 登山　 五右衛門 馬込 9 大嵩 スエヒロ 山下 35 高橋 そばや 池田 61 大森 カゴヤ 前畑

23 芦屋 芦屋 神門 62 向井 向勇 神門 101 白井　 七郎右衛門 馬込 10 戸貝 戸貝商店 山下 36 守 平兵ヱ 池田 62 守 権兵ヱ 前畑

24 三浦　 かじ屋 神門 63 吉浜　 吉浜商店 神門 102 登山 登山 馬込 11 守 大開道 山下 37 守 俵屋 池田 63 小泉 小泉　 前畑　

25 三幣 おきく 神門 64 高浦 こうや 根山 103 山本 山本 馬込 12 守 善次郎 山下 38 石井 庄次 池田 64 秋元 重郎ヱ門新宅 前畑

26 鹿島　 鹿嶋新宅 神門 65 佐野 所左衛門 浜田 104 川名 川名 馬込 13 守 治郎右ヱ門 山下 39 守　 権兵ヱ(嘉助） 西茅野 65 高橋 善五郎 前畑

27 川名　 川名新宅 神門 66 佐野 勘七 浜田 105 川名　 川名大工 馬込 14 守 表 山下 40 前田 工場 押堀 66 守 吉右衛門 上川田

28 三浦　 三浦 神門 67 佐野 三左衛門 浜田 106 長嶋　 長次郎 馬込 15 秋元 八平 山下 41 白井 藤左ヱ門 押堀 67 白井 　 畑ケ中 上川田

29 吉浜　 せんべい屋 神門 68 守 徳田屋 浜田 107 天笠　 傳左衛門 馬込 16 秋元 重郎左衛門 山下 42 白井 川端 押堀 68 白井 五平新宅 上川田

30 白井　 源之助 神門 69 石井 機械屋 浜田 108 斉藤 茂右衛門 馬込 17 守　 川叶屋 山下 43 守 油屋 前畑 69 守　　 大宮台 惣作

31 天笠　 にい 神門 70 守 傳兵衛 浜田 109 白井 こびき 馬込 18 高浦 紺屋新宅 山下 44 守 八郎左ヱ門 前畑 70 高浦 さじ免 惣作

32 鳥居　 新店 神門 71 山田 山田 浜田 110 石井 幸七 外野 19 高橋 与惣五郎 山下 45 守 権右ヱ門 前畑 71 宮崎　 油屋 中島

33 渡辺　 岩吉 神門 72 田中 久蔵 浜田 111 加藤　 船大工 川辺 20 松尾 床屋 山下 46 鈴木 長兵ヱ 前畑 72 宮崎 作兵ヱ 中島

34 鹿島　 鹿島 神門 73 守　 治助 天王下 112 石井　 おきみさん 川辺 21 石井 中屋 山下 47 守 権右ヱ門新宅 前畑 73 宮崎 作兵ヱ新宅 中島

35 鮎川　 もち屋 神門 74 鳥居　 三右ェ門 天王下 113 天笠　 天国新宅 川辺 22 鶴岡 中橋 山下 48 守 平左ヱ門 前畑 74 高橋 新兵新宅 鳥居戸

36 守 七兵衛 神門 75 白井　 角次郎 天王下 114 苅込　 苅込 川辺 23 平野 久ヱム 山下 49 白井 惣八 前畑 75 高橋 精三郎 向福田

37 守 佐平 神門 76 石川　 おけや 天王下 115 三浦　 三浦舟大工 川辺 24 白井 サブドン 山下 50 高橋 松屋 前畑 76 高橋 新平新宅 向福田

38 登山 五左衛門 神門 77 川崎 銚子屋 天王下 116 水越 藤本 韮塚 25 斉藤 斉藤 山下 51 守 カエム 前畑 77 高橋 喜三郎 向福田

39 佐野 吉五郎 神門 78 守 道三郎 天王下 117 鈴木　 松崎 韮塚 26 石井 石井 山下 52 守 治郎左ヱ門 前畑 78 白井 助治郎 向福田

79 浦辺 ミドリパーマ 山下 83 村田 下道 前畑 87 宮崎 海軍 向福田 坂田地区　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　参考：坂田郷土誌

人見地区　       　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考：「燦」人見郷土誌　付録

周西地域　屋号・箱印・舟印一覧

神門地区　       　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考：「燦」人見郷土誌　付録神門地区　       　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考：「燦」人見郷土誌　付録



80 守　 九平 山下 84 秋元 重吉 前畑 88 宮崎 弥七郎 川向 No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名

81 高浦 紺屋 山下 85 秋元 重右ヱ門 前畑 89 宮崎 オイ　 川向 58 廣部 喜平治 吉ヶ作 78 伏居　 伏居新宅 二津田 98 安藤　 たが 大境

82 高橋 藤右ヱ門　 山下 86 高橋 大工 前畑 90 高橋 新平 川向 59 廣部 上んげつ 吉ヶ作 79 錦織 隠居 花の井 99 平野　 吉兵衛新宅 前原

60 北見　 吉左えむ 吉ヶ作 80 堤　 せきばた 花の井 100 色部　 かえむ 原

61 有野　 勘正郎新宅 吉ヶ作 81 石崎　 京都 花の井 101 廣部　 傳ざ 原

No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名 62 廣部　 傳ざ新宅 三枚畑 82 牧野 だんご屋 花の井 102 平野　 紋七 原

1 茂田　 六右衛門 花里山 14 茂田　 麵屋 畑中 27 茂田　 太田屋 後場 63 廣瀬　 助ざえむ 三枚畑 83 土屋 土屋 花の井 103 苅込　 弥七 原

2 茂田　 勘左エ門 花里山 15 茂田　 堂山 堂山 28 鳥取　 喜平 後場 64 坂井　 杢兵衛 仲町 84 長谷川 魚屋 花の井 104 平野　 喜左えむ 原

3 榎本　 小左衛門 花里山 16 長谷川　 八兵衛 堂山 29 鳥取　 四郎平 後場 65 齊藤　 宇兵衛 仲町 85 牧野 善兵衛 東五竜 105 平野　 半平 原

4 茂田　 金佐 花里山 17 中野　 傳重郎 堂山 30 中野　 太郎兵衛 後場 66 栗原　 治郎ざえむ 仲町 86 牧野　 ｀ 勘えむ 東五竜 106 平野　 孫兵衛 原

5 榎本　 日々坂 花里山 18 中野　 助右衛門 堂山 31 伊藤　 伊平 後場 67 栗原　 市五郎 仲町 87 牧野　 石橋 東五竜 107 平野　 吉兵衛 原

6 榎本 所左衛門本家 花里山 19 長谷川　 甚三 堂山 32 廣部　 清兵衛 後場 68 廣部　 喜三郎 仲町 88 牧野　 六郎えむ 東五竜 108 坂井　 醤油屋新宅 原

7 榎本　 由田屋 花里山 20 茂田　 忠兵衛 堂山 33 中野　 紺屋 後場 69 廣瀬　 仲町　 仲町 89 色部 勘左えむ 東五竜 109 井祐　 六左衛む 高坂

8 中野　 新傳 東根 21 茂田　 治郎兵衛 堂山 34 廣部　 源兵衛 後場 70 齋藤　 重ざえむ 仲町 90 色部 長九郎 東五竜 110 井祐 四郎左衛む 高坂

9 茂田　 鍛冶屋 堂ケ谷 22 中野　 卯之大工 合戸 35 稲村　 小兵衛 下田 71 坂井　 治郎兵衛 仲町 91 色部　 伊左えむ 東五竜 111 井祐 四郎左衛む新宅 高坂

10 小松　 新左衛門 堂ケ谷 23 埜中　 畑中 合戸 36 飯塚　 篭屋 南子安 72 堤　 せきばた新宅 滝の前 92 色部　 勘左えむ新宅 東五竜 112 坂井　 醤油屋 高坂

11 小松　 車井戸 堂ケ谷 24 茂田　 六兵衛 合戸 37 茂田　 中里 転出 73 小野　 小野新宅 滝の前 93 廣部　 加兵衛 志毛 113 谷　 谷 高坂

12 中野　 滝之谷 畑中 25 榎本　 榎本屋 中通 38 榎本　 中道 転出 74 色部　 長九郎新宅 滝の前 94 廣部　 油屋 志毛 114 坂井　 武兵衛 高坂

13 小松　 新兵衛 畑中 26 榎本　 新宅 中通 39 茂田 畳屋 　 75 鈴木　 烏田 滝の前 95 廣部　 茂兵衛 志毛 115 井祐　 八兵衛　 一の壺

76 大森　 さえむ 滝の前 96 安藤 太郎えむ 志毛 116 金見　 金見 一の壺

77 廣部　 七三 谷 97 廣瀬　 庄左えむ 志毛 117 関口　 樽屋 一の壺

No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名 No 氏名 舟印 　屋号 字名

1 秋元　 七兵衛 浜大津 20 安藤　 太郎えむ新宅 谷 39 廣瀬　 久兵衛 志毛

2 小野　 小野 大作 21 水越　 やつ新宅 谷 40 堤　 せきばた新宅 志毛

3 伏居　 伏居 大作 22 廣部 源兵衛新宅 谷 41 秋元　 庄六 前志毛

4 初津　 初津新宅 西本名輪 23 水越　 やつ 谷 42 安藤　 みなみ 前志毛

5 本間　 さじえむ 西本名輪 24 安藤　 甚兵衛 宇和手 43 苅込　 弥兵衛 前志毛

6 高瀬　 高瀬 西本名輪 25 安藤　 宇和手 宇和手 44 廣部　 滝きむ 前志毛

7 本間　 本間隠居 本名輪 26 平野　 下店 宇和手 45 秋元　 加左えむ 前志毛

8 小幡 重兵衛新宅 本名輪 27 初津　 初津 宇和手 46 秋元　 たばた 前志毛

9 本間　 本崇 本名輪 28 齊藤　 大牧 宇和手 47 廣部　 七三新宅 前志毛

10 廣瀬　 庄左えむ新宅 本名輪 29 安藤　 宇和手新宅 宇和手 48 色部　 半兵衛 前志毛

11 大隅　 大隅 本名輪 30 諏訪 長福寺 宇和手 49 安藤　 田代屋新宅 竜畑

12 秋元　 新兵衛 本名輪 31 安藤　 清九郎 西五竜 50 錦織　 畳屋 前五竜

13 苅込　 安三 本名輪 32 安藤　 あめ屋 西五竜 51 平野　 富士屋 堰下

14 小幡　 重兵衛 本名輪 33 青澤　 兵えむ 西五竜 52 洲崎　 洲崎 堰下

15 秋元　 九兵衛 本名輪 34 苅込　 弥えむ 西五竜 53 平野　 与左えむ　 加知畑

16 青澤　 魚屋四郎 東本名輪 35 安藤　 仁平 西五竜 54 栗原 かじや 加知畑

17 秋元　 治いむ 東本名輪 36 安藤　 半九郎 西五竜 55 保坂　 保坂 加知畑

18 秋元　 作えむ 東本名輪 37 安藤 田代屋　 西五竜 56 斎藤　 花の井 加知畑

19 有野 勘四朗 吉ヶ作 38 平野　 佐平 西五竜 57 安藤 南新宅 供僧免

坂田地区　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　参考：坂田郷土誌

大和田地区　       　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調査：平成２７年４月










	転出含む（148）

