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はじめに
　本稿は、瀬戸内海に浮かぶ因島で発見された同
島椋浦集落１）過去帳を翻刻し、年次別、男女別
死亡数および死亡地と死因推定などについて若干
の分析を加えたものである。
　過去帳とは、寺院で、所属している檀家で亡く
なった人の戒名、死亡年月日、享年などが書かれ
ている帳簿である。この過去帳との出会いは「島
の人々のライフコース」調査２）で因島に出かけ
た際、明徳院ご住職との対話で「昔、海難事故が
あってね、それが載っているんです」といって見
せてくださったことによる。長年、日本近世の家
族構成、人口移動に関心を持ってきた筆者３）に
とって、死亡記録としての過去帳は重要資料であ

るにもかかわらず分析することを意識的に避けて
きた。それはプライバシーにかかわる問題で現在
の住民の方々に迷惑がかかるといけないからであ
る。しかし、ここで紹介する「椋之浦過去帳」は
江戸時代に限定されたもので現在への追跡は不可
能であること、記載内容も個人の不利になる情報
ではないことなどの理由により、あえて分析を試
みた次第である。

２．従来研究
　上記のように過去帳研究は慎重を期するが、近
年、公衆衛生学、地理学、日本史学、歴史人口学
等の分野においてに貴重な成果があげられてきて
いる。『椋之浦過去帳』を分析する前に、主要な
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成果を整理しておきたい。
　公衆衛生学として位置づけられるのが須田圭
三『飛騨 O寺院過去帳の研究』（����）で、飛騨
のある寺院の過去帳から江戸時代から今日にい
たる �万人におよぶ住民の死因が分析された。疱
瘡が猛威をふるっていた時代を反映して明和 �年
（����）から明治 � 年（���0）の �00 年間の平均
死亡年齢は男女とも �0 歳弱であった４）。地理学
の立場から災害と関連づけた研究に菊地万雄『日
本の歴史災害−江戸後期の寺院過去帳による実
証』（���0）がある。全国 ��� カ寺の過去帳の記
録を比較したことにより、コレラが長崎から海を
伝って伝播したこと、神奈川からは同心円状に伝
播したことなど興味深い結果が示されている。あ
るいは天明の飢饉の際の死亡は男女別では男子
が、幼壮別では壮年層が先行していたのに対し、
突発的な地震、火災、洪水、津波などでは、女性
と子供に多いことを明らかにしている５）。
　飢饉と関連付けて東北地方の ��� 寺の過去帳を
量的に分析した研究として立命館大学の高木正朗
ゼミの『寺院過去帳からよみとる江戸時代の飢饉
− GISを使用した死亡変動分析』（�00�）がある。
県別に寺院毎の死亡実数が図化されており、「飢
饉による死亡者は男子が女子を上回る」という定
説は秋田県では必ずしも当てはまるものではな
かったとしている。その原因については語られて
いないが飢饉死亡者の地域差の重要性を喚起させ
てくれた意義は大きい６）。同じく東北地方で飢饉
の社会史をライフワークとして研究している菊地
勇夫がその著書『飢饉の社会史』（����）の中で、「寺
院の過去帳から飢饉死者数を推定する方法は有効
な手段ではあるが、『過去帳』に記載されなかっ
た死者たちも少なくなかったとみておくべきであ
ろう」と指摘している点は傾聴すべきであろう７）。
　このように正確な人口学的研究には多少の問題
点もあろうが、「過去帳」の史料的価値は「宗門
改帳と並び、江戸時代人口史研究の史料として双
璧をなすのが寺院の過去帳である」と歴史人口学
の鬼頭宏がその著書『日本二千年の人口史』（����）
で指摘するとおり高く８）、災害研究にも応用でき
ることは先述の菊地万雄の研究で示したとおりで
ある。
　最も新しいところでは、川口洋らはコンピュー
ターで利用者が表示できる「過去帳分析システ

ム」を開発し、過去帳研究の基盤構築を行うと共
に汎用化を進めている。その分析システムには武
蔵国多摩郡の約 �万１千人の被葬者が登録されて
おり、被葬者数、年齢別死亡構造、死亡の季節性、
死因など �� 項目に関わる人口学的指標について
考察できるように工夫されている９）。川口みずか
らがこのシステムを活用して、一研究事例として
他所死亡者について検討したところ、被葬者の死
亡地は �� 世紀初頭から関東のみならず東海、北
陸、近畿、四国、九州の広範囲にわたっていたと
いう興味深い事実を明らかにした �0）。

３．因島、椋浦の過去帳
　さて、従来の研究史を概観した中で、因島の過
去帳と本研究の特色を述べると、第 �に従来の過
去帳研究はそのほとんどが中部地方以北を対象と
したものであったので、西日本の広島県での過去
帳の発見と分析は貴重な情報を提供することにな
る。全国 ��� カ寺を対象とした菊地氏の寺院リス
トにおいて地方別に計算すると、北海道 �寺、東
北 �� 寺、関東 �� 寺、中部 �� 寺、近畿 0 寺、中
国 �� 寺、四国 �寺、九州 �� 寺であった。中国地
方の中でも因島が属する広島県は �寺のみであっ
た。さらに島の過去帳という点でも貴重である。
同氏の寺院リストにおいて離島の寺は東京都に
属する八丈島 �寺と三宅島 �寺の計 �寺に過ぎな
かった。
　また、内容の点で、記載年月が �� 年という長
期に及ぶこと、年齢の記載はない者の �� 歳未満
と以上の区別が付くこと、戒名から水死であろう
との死因が推定できること、死者の出身地および
他所死亡者が確定できることなどの特徴を有して
いる。
　こうした特徴をもつ過去帳の記載内容を、死亡
年月日、戒名、死亡者名・続柄・出身地・死亡地
および童士（女）・信士（女）別にデータベース
化したのが付表 �である。記載は死亡順に書かれ
ているが、必ずしも日付順になっていない。これ
はおそらく届け出が遅れた分が後日帳面の空白部
分に追記されたことによる。文字の自体と墨の濃
淡が明らかに異なるから追記であることがわか
る。
　文政 �� 年（����）から文久 � 年（����）まで
の総死者数は �0� 人であった。
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４．椋浦の集落規模と死亡率
　当時の戸数は不明であるが、推測してみたい。
椋浦は因島でも他の集落とは離れた北西の海岸に
立地している。現在の住宅地図で数えると �� 戸
であった。仮に、江戸時代末の戸数を現在と同等
の �0 戸とし、� 戸当たりの世帯員数は現在より
若干多めに数えて５人とすると、人口は �00 人と
推定される。
　ところが実際はもっと多かったようだ。これは、
江戸時代の椋浦は廻船業で非常に繁栄していたか
らだ。『椋浦学校史』（����）に、宝暦以前（���0
年頃）～弘化期（���0 年頃）の約 �00 年間に、「椋
浦は日本有数の大型千石船を有し」、「従業者は
�00 ～ �00 人、人家も ��0 戸、��0 人と記録」「民
産は舶運を主とし農業はただ婦女のみ、また隣村
より客作するあり」という繁栄ぶりだったとある。
それが、弘化年間には椋浦の廻船業は衰退し、そ
の後は千石船が一艘もなくなっている。同書では、
天保 �� 年（����）の海難事故が衰退の一因であ
ろうと述べている ��）。その �� 年後の安政 �年・
万延元年（���0）にも大海難事故が起こっている
ので、たびかさなる海難事故が廻船業衰退、ひい
ては戸口の減少に大きな影響を与えたことは間違
いなかろう。
　「椋之浦過去帳」の記載時期は文政 �� 年（����）
から文久 � 年（����）の �� 年間である。この時
期における椋浦の集落人口は、残念ながら年次毎
には追えないが、その初期の頃は天保の海難事故
の前であるが故に ��0 戸 ��0 人に近い数字で、最
後の文久期までに急減したものと思われる。しか
し、本稿では、椋浦集落の死亡率を計算する際に、
この �� 年間、同集落がもっとも過密であったと
推測される ��0 戸 ��0 人という戸口であり続けた
と仮定して、とりあえずは議論することにする。
　さて、過去帳とは、ある寺の檀家の死亡記録帳
であるから、村の領域とは母数となる戸口の値は
異なる。�村 � 寺で檀家の範囲がその村に限られ
ておればいいのだが、通常 �村（藩政村：広さと
しては現在の大字にほぼ匹敵）に複数の寺がある
から、村の人口で、村の死亡率を示すのは間違い
である。ただ、今回の場合、その過去帳が「明徳
寺過去帳」ではなく、「過去帳　椋之浦分」となっ
ていることから、明徳寺（三庄町）の檀家で椋浦
村分を書き上げたものと見なしていい。

　さらに問題点が二つあり、その一つは檀家の数
と集落の戸数の整合性に関してである。椋浦集落
の全戸が明徳寺の檀家ならいいのだが、住宅地図
を見る限り、現在の椋之浦には「大日寺」が記さ
れている。もし大日寺が江戸時代にも存在してい
て、かつ檀家を何軒か持っていたなら、その戸数
を引かねばならない。さらに深読みすれば、この
�寺以外にも椋浦の人の旦那寺があるかもしれな
い。ただ、『椋浦学校史』によれば、「万治三年 (���0)
金蔵寺が甚左衛門によって再建された。･･･この
ころから檀家制度ができ、宗門改めも行われるよ
うになるが、椋浦に寺はできても、初めから三庄
明徳寺の檀徒となったようである」とある。そこ
に出てくる金蔵寺はその後も廃寺になり、寛延 �
年（����）に観音堂が新築されたものの坊主意休
が村人から追放されたような寺である。従って『椋
浦学校史』が語るように、椋浦村のほとんどの家
が明徳寺（現在の明徳院）の檀家と仮定してもよ
かろう。
　もう一点は、過去帳記載の死亡者の出身地に関
してである。他所で亡くなった椋浦の人と他所の
人で椋浦で亡くなった人をいかに扱うかである。
「椋之浦過去帳」ではこの両者が記載されており、
厳密に言えばどちらかを削除すべきであろうが、
本稿では前者 �人（備中下道郡、兵庫、大坂 �人、
豆州下田湊、品川、房州）と後者 �人（薩州、日
州延岡城下南町、広島、加州、越後蒲原郡）をとも
に含めることにした。これは、ある村で行き倒れ
などで亡くなった場合、速やかに出身村に返すの
が通例であるという川口の見解によるもので ��）、
他所で亡くなったからといってそれらを除くこと
はしなかった。その一方で、過去帳に記載のある
他所出身者は、たんなる行き倒れではなく、椋浦
に居を構えていたと判断して同村の死亡者とみな
した。
　こうした前提をもとに椋浦集落の死亡者数の年
変化をグラフ化し（図１）、死亡率を計算してみた。
　� 年当たりの死亡者数の平均は �0 人で、村人
口 ��0 人で除した死亡率は �.�‰になる。これは、
木下太志が算出した、飢饉の被害が大きかった東
北地方山形県の山家村の ��0 年間の死亡率 �.�％
をこえる値である ��）。最悪の年の天保 �年（����）
の死者 �� 人、死亡率 �.�‰は山家村の最悪時天保
� 年の �.�‰よりは低いものの、通常時の � 倍の
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死者を出していたことになる。
　木下は「死亡クライシス」という言葉を使い、
普通死亡率がトレンド（その年を中心とした ��
年の平均）の �0％を上回る年をクライシスの年
と定義した。そして山家村の ��0 年間のうちの
��％が該当することを示し、死亡クライシスはい
わゆる享保、天明、天保の三大飢饉のみに起こっ
たのではないと指摘している。この説に従って椋
浦村を検討してみると �� 年間のうち �年（��％）
もがクライシスに見舞われていたことになる。そ
れだけ隔年の増減が激しかった、いいかえれば飢
饉、疫病、その他の突発事故に遭遇することが多
かったといえよう。

５．死亡原因と性比
　死亡原因は、通常の死因以外において疫病と
飢饉と水死が大きかったことが図 �によってわか
る。過去帳には年齢は記載されていないが、童子
（�� 歳未満）、童女、信士、信女の区別があるので、
子供の死亡状況が分かる。天保 � 年、�� 年、嘉
永元年の童子・童女の死者数は異常である。これ
は明らかに疫病（はしか、疱瘡、消化器系の病気）
で、前 �者は天保の飢饉との関係が強いと思われ
る。全国の疫病の流行年と照合する必要があるが、
事実としてこの村に疫病が流行して子供が数多く
犠牲になったことは確かである。
　そして、水死（海難事故）であるが、これは椋
浦独自の死因であろう。もう少し言い切ってもい
いが、平地村・山村ではみられない漁民・海運業
者の多い海村の宿命かと思う。天保 �� 年、万延
元年の信士（成人男性）の死者の多さは異常であ
る。何故水死かというと、前者の �� 月 � 日には
� 日で �� 人もの死者がでており、何れも男性成
人である。後者の閏 �月 �� 日でも、やはり男性
成人ばかり �� 人の死者が出ている。かつ全員の
戒名に「海」（�人だけ「舟」）の字が入っている
ことから、海難事故に遭ったものと断定できよう。
図 �の写真は「椋之浦過去帳」の万延元年のペー
ジである。
　全帳をみわたして、戒名に「海」の付く人は
�0� 人中 �� 人、内 �� 人が男性であった。それだ
け海に関係のある仕事をしていた人が多かったと
いえる。同じ日に �人以上亡くなった件数が �件
あったが、これも海難事故であろう。

　参考までに、戒名に「山」が付く人は �0 人、
うち男性 ��（うち子供 �）、女性 ��（うち子供 �）
であった。島には平地がなく、海からいきなり山
に入るといっていい。故に、「山」戒名も多くなっ
たのであろうが、これは山で亡くなったというわ
けではなく、信仰の対象としての意味合いが強
かったものと思われる。
　死者 �0� 人中、不明者を除いて、男性 ��0 人（う
ち子供 �� 人）、女性 ��0 人（うち子供 �� 人）と
圧倒的に男性の死亡者が多かった。子供は性別に
関係ないが、成人においてその差が顕著である。
これから類推するとこの村、当時は湊町としての
性格を有していた椋浦の性比（女性 �00 に対する
男性数）は、数ポイント以上男性が上回っていた
一般の近世村落と異なり、�00 を相当下回ってい
たであろうといえる。
　海運従事者が多ければ男性人口比率が高かった
のではないかという疑問があるが、男女別の人口
データがなく、その詳細は不明である。ここでは、
海運従事者にも家族があり女性もいたであろうと
推測して、通常時（海難事故がない時）において
も通常の村（非海運業村）とさほど変わらない性
比であったと、考えておきたい。

６．死亡者の年変化と月変化
　図１をみると、�年ごとの死亡者数の差があり
すぎる。この不安定さは近世村落の一般的な特徴
なのか、海村の特徴なのか、あるいは椋浦だけの
特徴なのであろうか。大量に亡くなった次の年は
急減している。集落規模が小さいから当然で、も
う亡くなる人がいなくなったからといえる。そ
んな中で、���0 年代半ばから子供（童女・童子）
の死者数はほとんどなくなっている。これは嘉永
�年（����）に種痘が日本に到来し、疱瘡患者が
激減したことと期を一にしている。おそらく衛生
状態がよくなり在村医療に進歩がみられたものと
思われる。疫病はなかったようだ。
　月別の死者数を図示してみたが、（閏 �月：�日、
閏 �月：�日、閏 �月：�� 日、閏 �月：�日、閏 �月：
� 日、閏 � 月：� 日が各月に含めてある）�� 月、
� 月の冬場と �月、� 月の夏場に死者が多いのが
特徴といえよう。冬の時化および夏の台風による
海難事故死と思われる（図 �）。
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７．おわりに
　以上、瀬戸内海に浮かぶ因島の過去帳を分析し
た結果、①死亡者数、死亡率共に東北地方で飢饉
のダメージが強かった村以上に深刻な高い値が示
された、②年ごとの死亡者の増減が激しく、飢饉、
疫病に加えて海難事故の犠牲者が多かったことが
「戒名」の分析で明らかになった、③漁村、港町
故の壮年男子の海難事故犠牲者の多さから、男性
過剰の近世の一般農村に相反して、性比が低い（女
性過多）村であったことが示された。

　小さな村で成人男性が一挙に命を落とすことが
短い期間に �度も �度もあり、かつ疫病にも見舞
われ多数の子供が犠牲になる年も何回もあったと
なると「海村」の悲劇は平野部の農村の比ではな
かったようである。小さな村の小さな事例かも知
れないが、従来研究において海村の人口に関する
報告はほとんどなされていないので、この「椋之
浦過去帳」の分析結果は貴重な情報提供になるも
のと思われる。

図１．「椋之浦過去帳」による死亡者数の変化

)

図２　安政 �年（���0）� 月 �� 日の「海」の付く戒名
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付記
　本稿を作成するにあたって、貴重な資料を閲覧
させていただいた明徳院の加藤隆雄住職と因島で
の聞き取りの便宜を図ってくださった森田匡俊ご
一家に心よりお礼申し上げます。
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付表１　「過去帳　椋之浦分」　文政 �� 年（����）～文久３年（����）
頁 No. 戒　　名 死亡月日 俗　　名 男女
＊文政 12年（1829）
� � 清光信士 �.0� 曽吉ｺﾄ M
� � 自覚宗隠信士 �.�� 浅五良ｺﾄ M
� � 桃林樹香信士 �.�� 東　新兵衛 M
� � 愛室妙敬信女 �.0� 貞右衛門母 F
� � 真岳良言信士 �.�� 曽吉忰　熊太郎ｺﾄ M
� � 如蓮童女 �.�� 丈兵衛娘 FD
� � 真心童女 �.�� 梅之助　清蔵孫　梅蔵忰 FD
� � 紅顔童女 �.0� 瓦屋　嘉兵衛娘　お里さｺﾄ FD
� � 恵法童子 �.�0 常吉孫　亀次良忰 MD
� �0 冷浄信士 �.0� 勘助孫　直吉ｺﾄ M
� �� 教意童女 �.�� 伊勢吉娘 FD
� �� 頓覚貞證信女 �0.�� 古地奥　長五良ｻｲ F
� �� 紅月妙葉信女 �0.�� 東　小平ｻｲ F
� �� 戒法恵定信士 �0.0� 古地ノオク　松三良忰　万吉ｺﾄ M
� �� 常巌童子 ��.0� 善吉忰 MD
� �� 不室妙二信女 ��.0� 吉兵衛ｻｲ　政五良母 F
� �� 秋岸即到信士 �.�� 日州延国城下南町　久太郎 M
＊文政 13年（1830）・天保元年（12月 10日から）
� �� 本光妙有信女 �.0� 中空　庄兵衛妻　常次郎養母 F
� �� （阿）屋妙吽信女 �.�� 同　於菊ｺﾄ　辰五郎母 F
� �0 説（阿）道法信士 �.�� 大セド新屋　利吉ｺﾄ M
� �� 本法恵覚信士 �.�� 同　庄兵衛ｺﾄ　常吉養父 M
� �� 阿聲妙吽信女 �.�� 彦兵衛妻　於菊ｺﾄ F
� �� 心法自安信士 �.�� 三居　常三郎忰　徳三郎ｺﾄ M
� �� 不染童女 �.0� 兵蔵娘 FD
� �� 智光童子 �.0� 金吉子 MD
� �� 正慶應成覚信士 �.�� 東　政五郎ｺﾄ M
� �� 智秀童女 �.�� 伊兵衛娘　米平孫 FD
� �� 観梦童女 �.�� 新兵衛孫　浅二郎娘 FD
� �� 善法道哉信士 �.�� 好蔵ｺﾄ　好太郎父 M
� �0 妙光信女 �.�� 粂二郎娘 F
� �� 幼光童子 �.0� 加ジヤ豊蔵子 MD
� �� 観海乗空信士 �.�� 大空　安兵衛子　伊勢次郎ｺﾄ M
� �� 妙恵信女 �.�0 友吉子　於トモｺﾄ　長松母 F
� �� 自山妙由信女 �0.�� 長吉妻　和三次母 F
� �� 深量童子 ��.�� 中屋鹿之助子 MD
＊天保 2年（1831）
� �� 皈法貞依信女 �.�� 東栄作娘　伊セｺﾄ F
� �� 夏岳道林信士 �.0� 長五郎ｺﾄ M
� �� 栄法智繁信女 �.�0 大空　勘兵衛妻　藤助母 F
� �� 玉生童女 �.�� 兵蔵娘　庄三郎孫 FD
� �0 自光童女 �.�� 金左衛門子　政太郎ｺﾄ FD
�0 �� 妙鏡信女 �.�� 林蔵おば　於常ｺﾄ F
�0 �� 妙生童女 �.0� 茂市女子　源七孫也 FD
�0 �� 徳室妙隆信女 �.�� 下中屋　六左衛門妻　浅之助ﾊﾞﾊﾞ F
�0 �� 秋紅妙媛信女 �.�0 東　藤七娘　ちいｺﾄ F
�0 �� 消梦童子 �.�� 三居屋　七郎右衛門忰　房太郎ｺﾄ MD
�0 �� 海峰浄体信士 �.�� 政兵衛ｺﾄ M
�� �� 顕光妙現信女 �0.�� 又左衛門妻　又兵衛娘 F
�� �� 一法常念信士 ��.0� 新吉父　米蔵ｺﾄ M
＊天保 3年（1832）
�� �� 浄頓信士 ��.�� 貞六忰　貞太郎ｺﾄ M
�� �0 霊山妙光信女 �.0� 大空　傳三朗妻　卯吉ばば F



− �− − �−

�� �� （照）岳宗彦信士 �.�� 千代三郎養父　彦 M
�� �� 知法童女 �.�� 鍛冶屋　豊蔵女 FD
�� �� 明俊童女 �.�� 向兵之助孫 FD
�� �� 妙巌童女 �.�� 六良兵衛娘 FD
�� �� 授法常戒信士 �.�� 忠兵衛ｺﾄ M
�� �� 真諦授法信士 ��.0� 傳助ｺﾄ M
�� �� 蓮来妙遊信女 �.�� 大工　助蔵女　いくｺﾄ F
�� �� 寒光妙雲信女 ��.0� きわｺﾄ F
�� �� 遠岳道悠信士 �.�� 儀平ｺﾄ M
�� �0 賢覚恵蜜信士 ��.�� 伊兵衛ｺﾄ　米平倅 M
＊天保４年（1833）
�� �� 寂梦童子 �.0� 貞左衛門孫　勝平倅 MD
�� �� 法空童子 �.0� 浅二郎倅 MD
�� �� 廣意童子 �.0� 佐助娘　於ｷｻﾞｺﾄ MD
�� �� 自性童女 �.0� 武兵衛娘　佐吉孫 FD
�� �� 現生童女 �.0� 佐助娘　マモンｺﾄ FD
�� �� 春光童女 �.0� 忠兵衛孫　乙市娘　於満ｺﾄ FD
�� �� 宥快童子 �.�� 要蔵倅 MD
�� �� 鏡見童女 �.�� 濱屋　長三郎娘 FD
�� �� 春峰童子 �.�� 兵吉孫　兵太郎倅　直太郎ｺﾄ MD
�� �0 蓮体童女 �.�� 太三郎孫 FD
�� �� 智玉童子 �.�� 向新屋　房蔵倅　重三郎ｺﾄ MD
�� �� 良忍童子 �.0� 寅右衛門倅　貞次郎ｺﾄ MD
�� �� 慈忍童子 �.0� 東兵衛孫　茂平倅 MD
�� �� 乗蓮童女 �.�� 東新屋　仁作娘 FD
�� �� 梵宝妙音信女 �.�� 治平母　治平太妻 F
�� �� 春梦童女 �.�� 大空　庄吉子　市五郎孫 FD
�� �� 芳顔童子 �.�0 儀平倅　安吉ｺﾄ MD
�� �� 法学妙念信女 �.�� 東　長兵衛妻　かよｺﾄ F
�� �� 明体童子 �.�� 保吉孫　勝蔵倅 MD
�� �0 桃岸香樹信士 �.�� 忠五郎倅　伊吉ｺﾄ M
�� �� 桜林香消信士 �.0� 増屋　政蔵倅　嘉助ｺﾄ M
�� �� 貞雲童女 �.0� 巽新屋　甚之助娘　於エイｺﾄ FD
�� �� 深応妙廣信女 �.0� 大本屋　六左衛門妻　於為ｺﾄ F
�� �� 梅光道円信士 �.�� 和四郎ｺﾄ　米吉父 M
�� �� 緑覚常因信士 �.�� 長九郎ｺﾄ　仙吉父 M
�� �� 海峰潮音信士 �.�� ノチ　寅左衛門ｺﾄ M
�� �� 真法道清信士 �.�� 濱新屋　藤吉ｺﾄ M
�� �� 本源壽光信士 �.�� 傳五郎ｺﾄ　武平父 M
�� �� 清室妙浄信女 �.�� 粂次郎妻 F
�� �0 蘭體童女 �.�� 前新屋　元之助娘　おやいｺﾄ FD
�� �� 鏡月妙円信女 �.0� 辰次郎妻　好太郎母 F
�� �� 瑞光童子 �.0� 東　為平倅　万助ｺﾄ MD
�� �� 戴山紅葉信女 �0.0� 万兵衛娘　治右衛門妻 F
�� �� 妙英童女 ��.0� 東清作娘 FD
�� �� 覚純童子 ��.0� 六郎兵衛倅　半之助ｺﾄ MD
�� �� 松月光照信士 ��.0� 大空　半五郎ｺﾄ M
�� �� 真実恵法信女 ��.�� 友吉ｻｲ　ヨメｺﾄ F
�� �� 梅寒童女 ��.�� カ子吉娘　嘉たつｺﾄ FD
＊天保５年 (1834)
�� �� 円翁自寂信士 �.�0 古地ヲク久松ｺﾄ　文七養父 M
�� �00 慈眼信士 �.�0 古地ヲク久松ｺﾄ　文七養父 M
�0 �0� 覚宗妙心信女 �.0� 瓦屋　重次郎妻　嘉兵衛養母 F
�0 �0� 浄岸順航信士 �.�0 品川死ス　浅槌ｺﾄ　浅太郎子 M
�0 �0� 聞覚自性信士 �.�� 吉廣　秀ノ助ｺﾄ　前徳右衛門倅 M
�0 �0� 巳岳妙身信女 �.0� 犬兵衛母　前犬兵衛妻 F
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�0 �0� 空梦常心信士 �.0� 与吉ｺﾄ　嘉平二父 M
�0 �0� 一夢自空信士 �.�� 三五郎ｺﾄ　能太郎父 M
�� �0� 自性童子 �.�� 和二郎倅　サツ吉ｺﾄ MD
�� �0� ā巌信士 �.�� 友吉　長松　祖父 M
�� �0� 円鏡信女 �.�� 伊勢五郎姉　於よしｺﾄ F
�� ��0 隋応常喜信士 �.�� 清助ｺﾄ　長吉父 M
�� ��� 清岸妙浄信女 �.�� 木須屋　為吉妻　於亀ｺﾄ　 F
�� ��� 夏月常林？士 �.0� 東蔵七ｺﾄ　千代父 M
�0 ��� 普岳貞光信女 �.�� 中　伊蔵妻　重助養母　トメｺﾄ F
�0 ��� 寂巌道雲信士 �.�� 向　伊兵衛ｺﾄ　光蔵父 M
�0 ��� 花岳常盛信士 �.0� 光蔵ｺﾄ　伊兵衛倅 M
�0 ��� 海壽智舟信士 �0.0� 良蔵倅　与吉ｺﾄ M
�0 ��� 円翁宗満信士 ��.0� 大空　二弟　磯右衛門ｺﾄ　岩蔵養父 M
�0 ��� 潮音自空信士 ��.�� 五兵衛ｺﾄ　和三郎養子 M
�� ��� 聞馨妙縁信女 ��.�� 安兵衛妻　於コウｺﾄ F
�� ��0 喜覚妙了信女 ��.�� 新屋　喜三八妻　秀助母 F
�� ��� 海遠自消信士 �.0� 肥前佐嘉郎　順蔵　大堂津永徳丸 M
�� ��� 林岳妙隠信女 �.�� 勘兵衛妻　於サリｺﾄ F
�� ��� 遊海信士 �.0� 仲五郎ｺﾄ M
＊天保 6年（1835）
�� ��� 道法信士 �.0� 七兵衛ｺﾄ　貞吉父 M
�� ��� 空山浄光信士 �.�� 増屋政蔵倅　新之助ｺﾄ M
�� ��� 戒如妙法信女 �.0� 新吉妻　伊勢之助母 F
�� ��� 真嶽良言真士 �.�� 古地ヲク　兵之助ｺﾄ M
�� ��� 容顔信女 �.�� 長九郎孫　仙吉娘 F
�� ��� 仁嶽清義信士 �.�� 仁作ｺﾄ　於皆父 M
�� ��0 夏山妙光信女 �.0� 向　甚助妻　於ゲンｺﾄ F
�� ��� 三法妙会信女 �.��* 新宅奥　貞二郎妻　於重ｺﾄ F
�� ��� 到岸妙音信女 �.�� 亀作妻　スエｺﾄ F
�� ��� 蓮如妙台大姉 �.�� 後　嶋屋徳右衛門養母　於長ｺﾄ F
�� ��� 壽等妙貞信女 �.�� 為蔵妻　仙蔵母 F
�� ��� 消空童女 �.�� 新宅　貞二郎娘 FD
�� ��� 貞仁童女 �0.0� 万次郎娘 FD
�� ��� 阿室教？信女 �.�� 喜七妻　兵二郎母 F
�� ��� 義俊智達居士 �0.�0 本新屋　七三郎ｺﾄ　泰次郎父 M
�� ��� 覚法慈円信士 �0.�� 空中屋　東兵衛ｺﾄ　茂兵衛父 M
�� ��0 善如妙哉信女 �0.�� 東　亀二郎妻　於松ｺﾄ F
�� ��� 法如妙性信女 ��.�� 東　惣兵衛妻　力蔵母 F
�� ��� 顕顔正道信士 ��.�� 大工　助蔵倅　兵作ｺﾄ M
�� ��� 阿？声妙？信女 ��.�� 儀八後妻　於シモｺﾄ F
�� ��� 雪峰良白信士 ��.�� 宗儀　政助ｺﾄ　熊吉養父 M
�� ��� 独翁自眠信士 �.�0 熊市ｺﾄ M
* 天保 7年（1836）
�� ��� 心月道清信士 �.0� 東　喜七ｺﾄ　徳次郎父 M
�� ��� 円岳良満信士 �.�� 六五郎ｺﾄ　清次郎父 M
�� ��� 浄意童女 �.0� 松兵衛孫 FD
�� ��� 芳林浄香信士 �.�� 芳兵衛ｺﾄ　亀二郎父 M
�� ��0 智山妙恵信女 �.�0 半五郎妻　於現ｺﾄ F
�� ��� 喜法道悦信士 �.�� 市右衛門ｺﾄ　市五郎父 M
�� ��� 宥念童子 �.0� 末松子 MD
�� ��� 壽法道栄信士 �.�� 長兵衛ｺﾄ　役松父 M
�� ��� 恵覚信士 �0.0� 向　嘉三郎倅　輝兵ｺﾄ M
�� ��� 本阿常照信士 ��.�0 大元屋　治兵衛ｺﾄ　伝右衛門父 M
�� ��� 智範栄道信士 ��.�� 新屋平作倅　勝三郎ｺﾄ M
�� ��� 教清道隠信士 ��.�0 弥兵衛養子　半二郎ｺﾄ M
�� ��� 寒空童子 ��.�� 浅蔵倅　直次郎ｺﾄ MD
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＊天保８年 (1837)
�� ��� 浄順信士 �.0� 新や　丈兵衛古又？　たか父 M
�� ��0 実光貞恵信女 �.0� 豊之助妻　於ワキｺﾄ F
�� ��� 寒室童子 MD
�� ��� 受光浄戒信士 �.�� 徳蔵倅　東栄作ｺﾄ M
�� ��� 霞山清光信士 �.0� 佐兵衛ｺﾄ　弥七父 M
�0 ��� 蓮如妙花信女 ��.�� 武助妻　幸作母 F
�0 ��� 得法受楽信士 �.�� 安蔵ｺﾄ　貞助養父 M
�0 ��� 智本妙光信女 �.�0 竹之丞娘　ヲツセｺﾄ F
�0 ��� 妙蓮信女 �.0� 太三郎ｻｲ　ヲクノｺﾄ F
�0 ��� 定戒信女 �.�� 太三郎ヨメ　伊セ　太郎ｻｲヲツカｺﾄ F
�0 ��� 空寂童女 �.�� 貞助娘　ヲコマｺﾄ FD
�� ��0 智山信女 �.�� 久二郎娘　ギンｺﾄ F
�� ��� 法室妙信女 �.0� 東　好助ｻｲ　吉ｺﾄ F
�� ��� 安室妙楽信女 �.�� 安蔵ｻｲ　イトウ F
�� ��� 来心信士 �.�� 越后浦原郡伊左衛門ｺﾄ　東新屋船上乗　満願寺村人？ M
�� ��� 法阿光義信士 �.0� 向　栄蔵倅　豊吉ｺﾄ M
�� ��� 紫光妙瑞信女 �.�� 三代目東新屋七三郎娘　フエｺﾄ　 F
�� ��� 妙意信女 �.�� 傳五郎ｻｲ　武兵衛養母 F
�� ��� 智容童子 �0.0� 伊勢太郎倅　松吉ｺﾄ MD
�� ��� 如室貞光信女 �.�� 新宅　貞次郎母 F
�� ��� 繁室妙昌信女 �0.0� 佐兵衛ｻｲ　ツモｺﾄ F
�� ��0 浄光信士 ��.�0 粂二郎倅　長作ｺﾄ M
�� ��� 露消童女 ��.�� 三五郎娘　とめｺﾄ FD
�� ��� 法山義性信士 ��.�0 鍵屋　金三郎ｺﾄ M
�� ��� 妙演信女 ��.�� 只松ｻｲ　升ｺﾄ　卯八母 F
�� ��� 覚道信士 �.�� 廣嶋吾内 M
＊天保９年（1838）
�� ��� 西閣道雲信士 �.0� 兵吉ｺﾄ兵太郎養父 M
�� ��� 瑞応良現信士 �.�� 東　保兵衛ｺﾄ　直三郎父 M
�� ��� 智方浄便信士 �.0� 嶋屋　政四郎ｺﾄ　江戸にて死ス M
�� ��� 戒嵓智定信士 �.0� 作五良ｺﾄ　傳作父 M
�� ��� 智翁道秀信士 �.�0 佐吉ｺﾄ 武兵衛父 M
�� ��0 観蓮知禅信女 �.�� 金屋稲蔵ｻｲ　寅ｺﾄ F
�� ��� 歓法道悦信士 �.�� 寺向　和三郎ｺﾄ　倉造養父 M
�� ��� 戒定妙恵信女 �.��* 太吉ｻｲ　兵兵衛母　カンｺﾄ F
�� ��� 昴成道身信士 �.��* 中空　儀三郎ｺﾄ　与助父 M
�� ��� 自法性身信士 �.��* 東　傳作ｺﾄ　六郎兵衛父 M
�� ��� 海岸自至信士 �.�� 源兵衛倅　勝兵衛ｺﾄ M
�� ��� 善岳恵哉信士 �.�� 大空　磯右衛門養子　岩蔵ｺﾄ M
�� ��� 昴成信士 �.0� 向　平七ｺﾄ　庄二郎父 M
�� ��� 現家貞案信士 �.�� 吉之丞娘ヲ加与　ｺﾄ　鏡村死ス M
�� ��� 真心信士 �.�� 清助兄　寅松ｺﾄ M
�� �00 善岳道哉信士 �.�� 六五郎孫　友松 M
�� �0� 蘭香信士 �.�� 喜七倅　徳二郎ｺﾄ　兼吉弟 M
�� �0� 智法信女 �.�� 喜七娘　於勇ｺﾄ　兼吉弟 F
�� �0� 法山妙性信女 �.�� 兵之助ｻｲ　於花ｺﾄ F
�� �0� 観連妙悟信女 �0.0� 利右衛門ｻｲ　和三次母 F
�� �0� 自法妙性信女 �0.0� 十吉ｻｲ　カルｺﾄ F
�� �0� 利法常益信士 ��.0� 東　良蔵ｺﾄ 惣二良父 M
�� �0� 清応智浄信士 ��.0� 吉右衛門倅　為吉ｺﾄ M
�� �0� 寒山浄空信士 ��.�� 清太郎父　清吉ｺﾄ M
�� �0� 自性童子 ��.�� 新屋　重吉倅　秀助孫 MD
�� ��0 清室妙鏡信女 ��.�� 向新屋　房蔵娘　和歌ｺﾄ F
�� ��� 一室妙念信女 �.�� 卯兵衛ｻｲ　於麦ｺﾄ F
�� ��� 釈教順信士 �.�� 廣島人也　喜八郎父　四良三郎ｺﾄ M
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�� ��� 空夢自消信女 �.0� 三五良 F
�� ��� 妙消信女 �.0� 三五良娘　ヨシｺﾄ F
�� ��� 消光童子 �.0� 同人倅　直吉ｺﾄ MD
�� ��� 妙幻童女 �.0� 同人倅　チカｺﾄ FD
�� ��� 寂往浄性信士 �.�� 大阪ﾆﾃ死ス　新三郎ｺﾄ M
�� ��� 寛岳貞容大姉 �0.�� 本新屋後　七三良ｻｲ　嘉勝次母 F
＊天保 10年（1839）
�0 ��� 観光常音信士 �.0� 吉ノ丞ｺﾄ　輊之助父 M
�� ��0 本空情念信士 �.�� 中空　常三良ｺﾄ 房吉父 M
�� ��� 春山智光信女 �.�� 勘七ｻｲ　於マサ　好太郎ﾊﾞﾊﾞ F
�� ��� 智廣妙観信女 �.0� 亀平母ギン F
�� ��� 清応信士 �.0� 五作ｺﾄ　イザリ M
�� ��� 智山童子 �.0� 鈴尾倅　浦太郎ｺﾄ 房蔵孫 MD
�� ��� 安室知ā信女 �.0� 東ヤ　和四良母　米吉ﾊﾞﾊﾞ F
�� ��� 容顔妙鏡信女 �.0� 向三吉ヤ　能吉ｻｲツマｺﾄ F
�� ��� 案山常光信士 �.�� 初蔵ｺﾄ　清吉養父 M
�� ��� 覚夢妙悟信女 �.�� 松三良ｻｲ　役松母 F
�� ��� 蓮香童女 �.0� 豊蔵娘　於フリｺﾄ FD
�� ��0 還連童女 �.0� 同人娘　サカルｺﾄ FD
�� ��� 智応道秀信士 �.�� 大空　浅蔵ｺﾄ M
�� ��� 紅岳智葉信士 �.�� 中空　徳松父　平治良ｺﾄ M
�� ��� 寂応恵静信士 �.�� 新ヤ　兵三良父　平作ｺﾄ M
�� ��� 菊窓良月信士 �.�� 向貞吉新ヤ　弥助ｺﾄ M
�� ��� 観岳徹心信士 �.�� 市五良養子　庄吉ｺﾄ M
�� ��� 恵室信女 �0.�� 太四良娘　おさをｺﾄ F
�� ��� 真法常宗信士 �0.�� 加州領ノ人　忠蔵ｺﾄ　兼吉養子 M
�� ��� 得法宗意信士 ��.0� 瓦ヤ　嘉兵衛倅　豊之助ｺﾄ M
�� ��� 授法良戒信士 ��.0� 濱　儀助倅　要助ｺﾄ M
＊天保 11年（1840）
�� ��0 松瑞慈門信士 �.0� 増屋　新之助倅　嘉与次ｺﾄ M
�� ��� 愛光常悠信士 �.0� 大瀬戸　幸之助倅　長槌ｺﾄ M
�� ��� 観月自笑信士 �.�� 大工　助蔵倅　貞吉ｺﾄ M
�� ��� 春月妙貞信女 �.�� 中空　源兵衛ｻｲ　林ｺﾄ F
�� ��� 恵光童子 �.�� 新宅　喜三次孫　吉太郎ｺﾄ MD
�� ��� 光範童女 �.0� ヒサ松娘　ハナｺﾄ FD
�� ��� 春光童子 �.�� 喜助倅　彦次良ｺﾄ MD
�� ��� 浄光童子 �.0� 喜助孫　長作ｺﾄ MD
�� ��� 歓光浄悦信士 �.0� 太郎兵衛倅　坂次郎ｺﾄ M
�� ��� 仁山童女 �.�� 音三郎娘　岩ｺﾄ FD
�� ��0 智山童女 �.�� 平七娘　ヲヨシｺﾄ FD
�� ��� 浄光童子 �.�� 音三郎子　勝二良ｺﾄ MD
�� ��� 深法良意信士 �.0� 西口屋　忠兵衛ｺﾄ　倉太郎父 M
�� ��� 一夢童女 �.0� 桶屋　菊吉倅　豊五良ｺﾄ FD
�� ��� 春意妙雲信女 �.0� 浅七ｻｲ　ヲロクｺﾄ儀七母 F
�� ��� 妙英童女 �.�� 茶や　忠右衛門娘　おゑひｺﾄ FD
�� ��� 妙授童女 �.�� 五平娘　和三良孫　まきｺﾄ FD
�� ��� 教学妙誠童女 �.�� 上中屋　万右衛門娘　かせよｺﾄ FD
�� ��� 智秀童女 �.0� 中空　兵太良娘 FD
�� ��� 成光良就信士 �.�� 中空　与茂八孫　伊助ｺﾄ M
�� ��0 禮光恵唱信士 �.�� 半右衛門ｺﾄ　兵作父 M
�0 ��� 恵法妙光信女 �.�� 佐吉ｻｲ　民平母 F
�0 ��� 梅林童女 �.�0 貞助倅　愛助ｺﾄ FD
�0 ��� 智散童子 �.�0 種平倅　喜市ｺﾄ MD
�0 ��� 安室妙全信女 �.�� 貞市ｻｲ　たねｺﾄ F
�0 ��� 円応妙全信女 �.�� コジヲク　七五良母　キクｺﾄ F
�� ��� 観光妙阿信女 �.0� 松五良ｻｲ　スギｺﾄ　役松母 F
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�� ��� 成宥童女 �.�� 近次娘ヲサヨｺﾄ FD
�� ��� 道光義順信士 �.0� 弥太良ｺﾄ　源蔵父 M
�� ��� 天山妙智信女 �.�� 中空　役松姉　ツウｺﾄ F
�� ��0 本阿真覚信士 �.�� 大本や　新五良　好之助ｺﾄ M
�� ��� 恵覚妙智信女 �.�� 新や　平作ｻｲ　兵三良母 F
�� ��� 満光妙誓大姉 �.�� 西新や　行年九十二才　新蔵ｻｲ　酒造蔵養母 F
�� ��� 宝憶光信女 ��.�� 向中や　傳右衛門娘　銀ｺﾄ　大坂死 F
�� ��� 道栄信女 �.�� 大空　半五良倅　栄吉ｺﾄ F
＊天保 12年（1841）
�� ��� 一覚妙眠信女 �.�� 大空　幸次良ｻｲ　クラｺﾄ F
�� ��� 消海自寂信士 �.�� 栄吉倅　茂三吉ｺﾄ M
�� ��� 真如妙法信女 �.0� 傳助ｻｲ　佐市ﾊﾞﾊﾞ　フキｺﾄ F
�� ��� 真阿妙覚信女 �.��* 好之助ｻｲ　ツウｺﾄ F
�� ��� 妙照信女 �.�� 亀蔵娘　カノｺﾄ F
�� ��0 開法道悟信士 �.�� 本新や別家　小源次ｺﾄ　七三良倅 M
�� ��� 林山道光信士 �.�� 東　和四良倅　米吉ｺﾄ M
�� ��� 如覚妙真信女 �.0� 林蔵ｻｲ　リヨｺﾄ　相兵衛娘 F
�� ��� 海誉良消信士 �.�0 東　新兵衛養子　常蔵ｺﾄ M
�� ��� 海雲相悟信士 �.0� 東　嘉市良倅　忠治良ｺﾄ M
�� ��� 善恵妙哉信女 �.�� 東　嘉市良ｻｲ　ぬいｺﾄ F
�� ��� 涼光童子 �.�� 西口や　吉左衛門 MD
�� ��� 智富妙恵信女 ��.0� 平五良ｻｲ　音右衛門娘 F
�� ��� 観法見界信士 ��.�� 米蔵養子　弥吉ｺﾄ M
�� ��� 密法良三信士 ��.�� 新や　平作倅　孫市 M
�� ��0 禮誉道智信士 ��.�� 瓦や　嘉兵衛ｺﾄ　勝治良父 M
＊天保 13年（1842）
�� ��� 智廣妙方信女 �.0� 東　新兵衛ｻｲ　坂五良母 F
�� ��� 浄海恵性信士 �.�� 吉之丞倅　吉之助ｺﾄ M
�� ��� 円成道実信士 �.�� 竹市ｺﾄ M
�� ��� 清室知浄信女 �.�� 文蔵ｻｲ　和兵衛母　たこ F
�� ��� 隋緑常法信士 �.�� 三居　七良右衛門ｺﾄ M
�� ��� 密法妙教信女 �.0� 二代目ノ　徳左衛門姉　ヨシｺﾄ F
�� ��� 貞応妙念信女 �.�� 多蔵ｻｲ　佐太良母 F
�� ��� 普山浄品信士 �.�� 仁太郎倅　万吉ｺﾄ M
�� ��� 白応道圭信士 �.�� 藤助ｺﾄ　貞松父 M
�� �00 深夕宗夢信士 �.0� 貞治良ｺﾄ　藤八父 M
�� �0� 僊齢智光信女 �.�� 本かぎや　善右衛門ｻｲ　和平母 F
�� �0� 俊峯妙信女 �.�� 新宅　吉兵衛ｻｲ　喜平ﾊﾞﾊﾞ F
�� �0� 妙善童女 �.�� 貞吉娘　かよｺﾄ FD
�� �0� 覚法妙教信女 �.�� 東　庄三良ｻｲ　兵蔵母 F
�0 �0� 寂円智静信士 �0.0� 東　庄三良倅　兵蔵ｺﾄ M
�0 �0� 善如道心信士 ��.�� カシハヤ　貞市ｺﾄ　房治良養父 M
�0 �0� 廣岸慈海信士 ��.0� 鍵屋　友五良養子　民治良ｺﾄ M
�0 �0� 冬風定海信士 ��.0� 新兵衛孫　徳蔵ｺﾄ M
�0 �0� 定源恵海信士 ��.0� 大空　磯右衛門倅　栄三良ｺﾄ M
�� ��0 海法道源信士 ��.0� 大空　武助倅　幸作ｺﾄ M
�� ��� 梵海浄音信士 ��.0� 源蔵ｺﾄ　嘉吉父 M
�� ��� 智舟乗海信士 ��.0� 源蔵倅　嘉吉ｺﾄ M
�� ��� 海如常烟信士 ��.0� 伊勢吉父　伊世太郎ｺﾄ M
�� ��� 海臨自空信士 ��.0� 三居や　嘉吉倅　儀作ｺﾄ M
�� ��� 海烟良潮信士 ��.0� 儀七ｺﾄ　茂作父 M
�� ��� 海光潮音信士 ��.0� 梅倅　嘉吉ｺﾄ M
�� ��� 海清良烟信士 ��.0� 重吉ｺﾄ　太吉父 M
�� ��� 海雲常色信士 ��.0� 治右衛門倅　万吉ｺﾄ M
�� ��� 海嶋潮咽信士 ��.0� 佐太良倅　坂市ｺﾄ M
�� ��0 海岸自生信士 ��.0� 和助ｺﾄ　芳蔵倅 M
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�� ��� 善法常光信士 �.�0 源治郎養子　与吉ｺﾄ　亀三良父 M
＊天保 14年 (1843)
�� ��� 観如妙音信女 �.�� 和吉ｻｲ　かねｺﾄ F
�� ��� 真清智浄信士 �.�� 嘉助ｺﾄ　幸吉父 M
�� ��� 花容童子 �.�� 万吉倅 MD
�� ��� 得光妙意信女 �.0� イカケ　清吉ｻｲ　清太郎母 F
�� ��� 双誉善林信女 �.�� 浅治良ｻｲ　元治良母 F
�� ��� 心情浄観信士 �.0� 助蔵ｺﾄ　清作父 M
�� ��� 観空童子 �.0� 武平孫 MD
�� ��� 玉樹童子 �.�0 東　喜八倅　元治良ｺﾄ MD
�� ��0 緑覚信士 �.�� 吉之丞倅　米五良ｺﾄ M
�� ��� 廣海消雲信士 �.�� 今吉倅　繁治良ｺﾄ M
�� ��� 栄玉童子 �.�0 前新や　元之助倅　伊三槌ｺﾄ MD
�� ��� 諸山常法信士 �.0� 東　由助ｺﾄ　竹蔵父 M
�� ��� 真清浄観信士 �.0� 佐屋　利右衛門ｻｲ　菊吉母 M
�� ��� 遠岸自寂信士 �.0� 山祢　和助ｺﾄ　清之助養父 M
�� ��� 秋山童女 �.0�* 大クビ　仁市娘　ツガｺﾄ FD
�� ��� 玄空信女 �.0�* 重吉姉　岩ｺﾄ F
�� ��� 得法理證信士 ��.0� 梅吉ｺﾄ M
�� ��� 慈観常忍信士 ��.�� 向　由助倅　竹蔵ｺﾄ M
�� ��0 功岳慈徳信士 ��.�� 仙吉ｺﾄ　近治良父 M
�� ��� 如法妙貞信女 ��.0� 弥助ｻｲ　ゆきｺﾄ F
�� ��� 妙本童女 ��.�� 貞右衛門孫 FD
＊天保 15年（1844）・弘化元年（12月 2日から）
�� ��� 唯法道識信士 �.�� 貞吉ｺﾄ　和佐吉父 M
�� ��� 悟道自寂信士 �.0� 向　久五良ｺﾄ　万三良養父 M
�� ��� 花盛浄香信士 �.�� 七五良倅　助松ｺﾄ M
�� ��� 常因妙緑信女 �.0� 兵太郎娘　兵吉孫　りしｺﾄ F
�� ��� 本室猛有信女 �.�� 増屋　政蔵ｻｲ　新之助母 F
�� ��� 善応諸方信士 �.�� 種助ｺﾄ　新五良倅 M
�� ��� 如法童女 �.�� 民平娘　たみｺﾄ FD
�� ��0 聞心信士 �.�� 由蔵倅　富吉ｺﾄ M
�� ��� 寂心童子 �.�� 空中や　茂平倅　嘉太良ｺﾄ MD
�0 ��� 廣岸自嶋信士 �.�� 友吉倅　喜三良孫　長松ｺﾄ M
�0 ��� 東海知到信士 �.0� 吉之丞倅　転之助ｺﾄ M
�0 ��� 雪岸常光信士 ��.�� 新やかきや　平左衛門ｺﾄ M
�0 ��� 実山良性信士 ��.�� 本かきや　和平ｺﾄ　亀三良養父 M
＊弘化 2年（1845）
�� ��� 徳壽義満居士 �.0� 前新や　七良兵衛ｺﾄ　元之助父 M
�� ��� 春雪良光信士 �.0� 中空　武平ｺﾄ　傳五良養父 M
�� ��� 清鏡信女 �.�� 向　豊吉娘　アサｺﾄ F
�� ��� 受法常戒信士 �.�� 三居　利助ｺﾄ　嘉吉父 M
�� ��0 帰岸道依信士 �.�� 古地ヲク　勘助養子　文蔵ｺﾄ M
�� ��� 即法知成信女 �.�� 利右衛門娘　和三治イモト　はよｺﾄ F
�� ��� 恵屋妙智信女 �.�� 竹ｺﾄ　新兵衛孫　常蔵娘 F
�� ��� 慈月妙鏡信女 �.�� 東　伊三良娘　トヨｺﾄ F
�� ��� 遠遊帳意信士 �.�� 大阪ﾆﾃ死ス　嘉市ｺﾄ M
�� ��� 最光浄勝信士 �.�� 大空　庄吉倅　利作ｺﾄ M
�� ��� 恵山光信士 �.0� 常次郎倅　幸作ｺﾄ M
�� ��� 本空良有信士 �.�� 儀七倅　茂作ｺﾄ M
�� ��� 清意信女 �.0� 初治良娘　おきくｺﾄ F
�� ��� 寂ā童子 �.0� 初治良倅　元五良ｺﾄ MD
�� ��0 黄花童子 �.0� 向　由蔵倅　菊太郎ｺﾄ MD
�� ��� 光誉成寛信士 �.�� 貞蔵ｺﾄ　想平父 M
�� ��� 禅光道林信士 �.0� 東　平五良ｺﾄ M
�� ��� 慈眼無量信士 ��.�� 本カギヤ　和兵衛養子　亀三良ｺﾄ M
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�� ��� 喜岳良隋信女 ��.0� 安三良養子　徳兵衛ｺﾄ F
�� ��� 意光妙隋信女 ��.�� 西　和平ｻｲ　貞槌母 F
�� ��� 梅室妙林信女 ��.�� 伊世次良娘　トみｺﾄ F
＊弘化 3年（1846）
�� ��� 義堅宗理信士 �.�� 東中屋　傳右衛門ｺﾄ　助三良養父 M
�� ��� 湛然智清信女 �.�� 濱　嘉三太ｻｲ　民三良 F
�� ��� 芳山道景信士 �.�� 東　林右衛門倅　菊吉ｺﾄ M
�� ��0 授光恵戒信女 �.0� 中空　与平ｻｲ　三之助養母 F
�� ��� 善能演説信女 �.�� 向　亀松ｻｲ　りちｺﾄ F
�� ��� 教含定訓信士 �.�� 桔梗屋　定五良ｺﾄ　亀五良父 M
�� ��� 成室妙就信女 �.�� 伊世五良ｻｲ　房太良母　やくｺﾄ F
�� ��� 覚眼自声信士 �.0� 又兵衛ｺﾄ　元五良父 M
�� ��� 妙音童女 �.0� 貞松娘　いちｺﾄ FD
�� ��� 貞順禅定尼 �.�� 松本　玄庵母　きちｺﾄ F
�� ��� 浄海信士 �.0� コジヲク　大坂ニテ死ス　松三良倅　民三良ｺﾄ M
�� ��� 善性信士 �.�� 徳治良ｺﾄ　茂次良倅 M
�� ��� 観月道光信士 �.0� 濱屋　清兵衛ｺﾄ　長三良父 M
�� ��0 浄意童女 �0.0� 平七孫　おあい倅　うのｺﾄ FD
�� ��� 満岳浄円信士 �0.�� 川　忠蔵ｺﾄ　音三良父 M
�� ��� 即室妙證信女 ��.0� 大世戸　利吉ｻｲ　房次良母 F
�� ��� 繁屋妙昌信女 ��.0� 向新屋　房蔵ｻｲ　幾治良母 F
�� ��� 潮高信士 ��.�� 古地ヲク　兵槌ｺﾄ　直吉倅　勘助孫 M
�� ��� 寂然童子 末松倅 MD
＊弘化 4年（1847）
�� ��� 教戒信女 �.�� 弥三兵衛ヨメ　庫吉ｻｲ　カツｺﾄ F
�� ��� 観夢童女 �.0� 濱　勝平娘　カツノｺﾄ FD
�0 ��� 瑞光恵東信士 �.�� 山祢　作右衛門ｻｲ　平四良母 M
�0 ��� 愛山自敬信士 �.�� 大本屋　六左衛門養子　玉治良ｺﾄ M
�0 �00 蘭舟滄海信士 �.�� 仙吉倅　追治良ｺﾄ M
�0 �0� 桂舟滄（深）信士 �.�� 古地ヲノ　役松倅　馬之助 M
�0 �0� 孤舟乗海信士 �.�� 太平倅　松吉ｺﾄ M
�� �0� 潮高良海信士 �.�� 東　太良兵衛倅　末吉ｺﾄ M
�� �0� 照珠妙遍信女 �.�� 松本　玄篤ｻｲ　相太郎母 F
�� �0� 念西妙正信女 �.0� 平九良娘　さかｺﾄ F
�� �0� 恵覚智等信士 �.�� 西口屋　忠兵衛倅　幾治良ｺﾄ M
�� �0� 涼山道全信士 �.0� 川島屋　豊治良　麻太良養父 M
�� �0� 本屋妙光信女 �.0� 種助ｻｲ　廣助養母　直ｺﾄ F
�� �0� 円鏡信女 �.�� 平五良娘　さとｺﾄ F
�� ��0 教意童女 �0.0� 幸吉 FD
�� ��� 真観貞浄信女 ��.�� 濱新屋　藤吉ｻｲ F
＊弘化 5年（1841）・嘉永元年（4月 1日から）
�� ��� 戒岸貞法信女 ��.�� 与助ｻｲ　源蔵養母 F
�� ��� 霊空自消信士 �.�� 兵之丞　兵三良 M
�� ��� 青松妙瑞信女 �.0� 松兵衛ｻｲ　福蔵養母 F
�� ��� 瑞岸妙応信女 �.�� 中空　米平ｻｲ　為平母 F
�� ��� 晴霞妙照信女 �.�� 松本　惣太郎妻 F
�� ��� 宗心童子 �.0� 貞蔵孫　宗平倅　宗作ｺﾄ MD
�� ��� 観岳良念信士 �.�� 大空　重助父　忠蔵ｺﾄ M
�� ��� 性空智堂信士 �.�� 大首　保太郎父　与右衛門ｺﾄ M
�� ��0 如岳妙意信女 �.0� 源蔵妻　於ねｺﾄ F
�� ��� 至円功善信女 �.�� 清助娘　嘉津ｺﾄ F
�� ��� 清月妙光信女 �.�� 要助妻　房ｺﾄ F
�� ��� 理法童女 �.�� 直三良娘　理多ｺﾄ FD
�� ��� 随円信士 �.�� 吉松ｺﾄ　音吉父 M
�� ��� 理法妙善信女 �.�� 庄五郎娘　サンｺﾄ　庄蔵妻 F
�� ��� 紅顔青蛾信女 �.�� 瓦屋　与左衛門妻　於松ｺﾄ F
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�� ��� 帰法童子 �.�0 嘉市倅　嘉助ｺﾄ MD
�� ��� 妙冷童女 �.0� 和平孫　坂与ｺﾄ FD
�� ��� 高俊自徳信士 �.�� 東新屋　仁作養子　利三良ｺﾄ M
�� ��0 霜深童子 �.�� 平次良孫　徳松倅　平吉ｺﾄ MD
�� ��� 玄覚童子 �.�� 音治良倅　儀助ｺﾄ MD
�� ��� 唱法妙念信女 �.�� 新七孫　源治郎娘　宇多ｺﾄ　亀三郎母 F
�� ��� 成光妙就信女 �.�� 七郎左衛門孫　常三郎娘　雪ｺﾄ F
�� ��� 妙随童女 �0.�� 本京屋　貞五郎孫　亀五良娘　喜与野ｺﾄ FD
�� ��� 喜法童子 �0.�� 廣助倅　茂作ｺﾄ MD
�� ��� 皆応童子 �0.�� 房吉倅　源治郎ｺﾄ MD
�� ��� 幻空童子 �0.�� 秀助孫　虎吉倅　市松ｺﾄ MD
�� ��� 緑随童女 �0.�� 栄助孫　長松娘　嘉根典ｺﾄ FD
�� ��� 本空童女 �0.�� 木京屋　貞五郎孫　亀五郎娘　政ｺﾄ FD
�� ��0 秀玉童子 ��.0� 兵治良孫　松之助倅　刀之助ｺﾄ MD
�� ��� 覚幻童子 ��.�0 川島　麻太良　伊勢松ｺﾄ MD
�� ��� 交月智寛信士 ��.�� 中空　長九良孫　仙松 M
�� ��� 恵浄信女 ��.�� 白　貞松母　仁太良妻　鶴ｺﾄ F
�� ��� 阿山妙吽信女 ��.�� 濱　新七妻　源次良母 F
�� ��� 随法妙貞信女 ��.�0 貞蔵妻　宗平母 F
�0 ��� 寂清智消信士 �.�� 薩州鹿児島　彦右衛門 M
＊嘉永 2年（1849）
�0 ��� 実恵童子 �.0� 辰巳新屋　千代吉倅　金太良ｺﾄ MD
�0 ��� 春円童子 �.�� 寅右衛門孫　嘉代次倅　市次良ｺﾄ MD
�� ��� 廣行信女 �.�� 備中下道郡（四）村ﾆ而死　源兵衛孫　勝平娘　於長ｺﾄ F
�� ��0 最光成勝信士 �.�� 中空　重五良ｺﾄ M
�� ��� 廣修智道信士 �.�� 東　禎助ｺﾄ　卯助父 M
�� ��� 浮泉通宥信士 �.�0 豊蔵ｺﾄ　大吉父 M
�� ��� 観清良音信士 �.�� 市五郎ｺﾄ M
�� ��� 義範智高信士 �.�� 上中屋　萬右衛門ｺﾄ　吉之助父 M
�� ��� 転室浄輪信女 �.0� 大本屋　芳之助母　利吉妻　長之助母 F
�� ��� 黄花童子 �.�� 東ノ　音次郎倅　市蔵ｺﾄ MD
�� ��� 松壽道等信士 �.0� 松兵衛ｺﾄ　福蔵養父 M
�� ��� 連容貞乗信女 �0.�� 地本　嘉蔵妻　 F
�� ��� 縁応信士 �.�� 保吉倅　兵松ｺﾄ M
�� ��0 法如妙戒信女 ��.�� 東　政吉妻　今吉養母 F
�� ��� 源山良還信士 �.�� 松本　源南　大坂ニテ死 M
＊嘉永 3年（1850）
�� ��� 指山妙照信女 �.�� 利助妻　嘉吉母 F
�� ��� 茂林永繁信士 �.�� 勘兵衛ｺﾄ　直治良父 M
�� ��� 緑応妙随信女 �.�� 梅蔵妻　軽次良母 F
�� ��� 智清道俊信士 �.�� 平吉ｺﾄ　勇吉父 M
�� ��� 勇進智勢信士 �.0� 新鍵屋　友五良ｺﾄ M
�� ��� 恵秀童子 �.0� 直次郎倅　初太郎ｺﾄ MD
�� ��� 紅岳信士 �.�� 専松ｺﾄ M
�� ��� 潮音静然信士 �.�� 大空　吉兵衛倅　卯吉ｺﾄ M
�� ��0 智勇童子 �.�� 定松倅　鶴太良ｺﾄ MD
�� ��� 寛光童女 �0.�� 石原　与助娘　ことｺﾄ FD
�� ��� 心念妙智信女 �0.�� 茂冶良妻　りはｺﾄ　嘉市母 F
�� ��� 喜岳良歓信士 �0.�� 又兵衛倅　元五良ｺﾄ　ひめ父 M
�� ��� 秋月浄光信女 �0.�� 大瀬戸　粂蔵妻　幸之助母 F
�� ��� 心法了随信士 ��.0� 茂治良ｺﾄ　嘉市父 M
�� ��� 山入道林信士 ��.�� 中空　与兵衛倅　三平ｺﾄ M
�� ��� 鶴壽妙貞信女 ��.�� 中空　常三良妻　房吉母 F
�� ��� 智屋妙勇信女 ��.�� カギや　友五良妻　カテｺﾄ F
�� ��� 梅円貞香信女 ��.�� 大東　竹市妻　庄三良養母 F
＊嘉永 4年（1851）
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�� ��0 春恵妙元信女 �.0� 藤助妻　定松母　 F
�� ��� 松円常春信士 �.0� 秀助ｺﾄ　亀太良祖父 M
�� ��� 春円妙雪信女 �.0� リトｺﾄ　弥吉妻　万助母 F
�� ��� 雪光妙春信女 �.0� 亀平妻　トヨｺﾄ F
�� ��� 智雄信女 �.�� 林作母　イトｺﾄ F
�� ��� 空誉妙光信女 �.�� 新蔵妻 F
�� ��� 紫雲青葉信士 �.�� 万兵衛養子　治右衛門ｺﾄ　大吉父 M
�� ��� 緑応信士 �.0� 保吉倅　兵松ｺﾄ M
�� ��� 随法信士 �.0� 保吉倅　鉄治良ｺﾄ M
�� ��� 授法信女 �.�� 粂次良孫　はなｺﾄ F
�� ��0 安室貞心信女 �.�� 萬吉母　常次良妻 F
�� ��� 法室妙性信女 �.0� 浅五良妻　トニｺﾄ F
�00 ��� 随法信士 �.�� 林蔵ｺﾄ　前いよ倅 M
�00 ��� 白顔恵連信女 �.�� 幸吉妻　きぬｺﾄ F
�00 ��� 利法妙益信女 �.�� 豊吉妻　りやｺﾄ F
�00 ��� 覚幻童子 �.�� 豊吉倅　久槌ｺﾄ MD
�00 ��� 恵空信女 �.�� 兵兵衛妹　とうｺﾄ F
�0� ��� 妙貞童女 �.�� 大世戸　卯吉娘　さかｺﾄ FD
�0� ��� 海岸妙風信女 �.�� 東　与平妻　せきｺﾄ　平吉母 F
�0� ��� 妙海信女 �.�� 庫吉娘　きくｺﾄ F
�0� �00 常念妙典信女 �0.�0 亀十良妻　かやｺﾄ　元太良母 F
�0� �0� 法如妙性信女 ��.�� 禎助妻　みちｺﾄ　卯助母 F
�0� �0� 智幻童子 ��.�� 庫太良倅　嘉冶良 MD
�0� �0� 量屋貞無信女 ��.0� 市五良妻　ちよｺﾄ　六冶良母 F
�0� �0� 梅林童女 ��.�� 太良兵衛孫　宗冶良娘　たかｺﾄ FD
＊嘉永 5年（1852）
�0� �0� 声法縁覚信士 �.�� 古地ヲク　常冶良ｺﾄ　音吉養父 M
�0� �0� 恵法妙智信女 �.�0 嶋屋　徳左衛門姉　前さとｺﾄ F
�0� �0� 花屋妙壽信女 �.�� 嶋屋　静蔵妻　りうｺﾄ　梅蔵母 F
�0� �0� 生空童女 �.�� 梅蔵娘　まちｺﾄ FD
�0� �0� 花岳浄連信士 �.��* 大空　庄助ｺﾄ　栄太良祖父 M
�0� ��0 永室妙壽信女 �.��* 大空　庄吉妻　松吉母 F
�0� ��� 恵屋妙光信女 �.�� 古地ヲク　兵之助娘　みつｺﾄ F
�0� ��� 本空童子 �.�� 松本　玄得倅　寅直ｺﾄ MD
�0� ��� 慈空童子 �.�� 幸吉倅　助松ｺﾄ MD
�0� ��� 覚随童子 �.�� 幸吉倅　留吉ｺﾄ MD
�0� ��� 源空信士 �.0� 中空　東兵衛倅　茂平ｺﾄ M
�0� ��� 円翁智足信士 �0.�� 政吉ｺﾄ　今吉養父 M
�0� ��� 生演信士 �.�� 長三良倅　幸作ｺﾄ M
�0� ��� 随道信士 ��.�0 吉之丞倅　庄蔵ｺﾄ M
�0� ��� 寂法智静信女 ��.0� 大世戸　幸之助妻　トモｺﾄ F
�0� ��0 妙本信女 ��.�� 長兵衛娘かよｺﾄ F
�0� ��� 順海信士 ��.�� 長三良倅　伊勢吉ｺﾄ M
�0� ��� 妙幻童女 ��.0� 新宅　喜平娘　キンｺﾄ FD
�0� ��� 消海信士 ��.0� 向　亀五良倅　定太良ｺﾄ M
�0� ��� 海烟信士 ��.�� 弥七倅　岩吉ｺﾄ M
�0� ��� 雪栄信士 ��.�� 平七倅　庄冶良ｺﾄ M
�0� ��� 貞室信女 ��.�� 東　菊吉母 F
�0� ��� 義貞妙理信女 �.�0 東中や　傳右衛門妻　助三良養母 F
＊嘉永 6年（1853）
�0� ��� 妙春信女 �.�0 中空　菊吉妻　世ンｺﾄ F
�0� ��� 一貫禮専居士 �.0� 地本　専蔵ｺﾄ　嘉蔵父 M
�0� ��0 浄本信士 �.�� 藤助倅　貞松ｺﾄ M
�0� ��� 等覚信士 �.�� 幸吉ｺﾄ　やくよ父 M
�0� ��� 義法貞性大姉 �.�� 地本　専蔵妻　嘉蔵母 F
�0� ��� 海音良雲信士 �.0� 豆州下田湊死　新五良養子　亀十良ｺﾄ M
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�0� ��� 壽屋妙等信女 �.�� 儀助妻　はツｺﾄ　熊吉養母 F
�0� ��� 恵覚童子 �.�� 中空　徳松倅　由五良ｺﾄ MD
�0� ��� 冬巌旅空信士 �0.0� 力蔵倅　万助ｺﾄ M
�0� ��� 清光妙浄信女 �0.0� 新や　秀助妻　ちか母 F
��0 ��� 消散童子 �0.0� 貞六孫　友太良ｺﾄ MD
��0 ��� 浄観信士 �0.�0 貞六倅　貞六ｺﾄ M
��0 ��0 恵寂信女 ��.0� 濱や　静兵衛妻　長三良母 F
��0 ��� 恵等信士 ��.�� 向　豊吉養子　吉兵衛ｺﾄ M
��0 ��� 妙離信女 ��.�� 東　伊勢冶妻　直三良母 F
＊嘉永７年（1854）・安政元年（1月 15日から）
��� ��� 法覚道身信士 �.�� 東　想兵衛ｺﾄ　力蔵父 M
��� ��� 弧峯妙意信女 �.�� 兵冶良妻　さめｺﾄ　元蔵養母 F
��� ��� 義誠信士 �.�0 紺や　倉蔵倅　米吉ｺﾄ M
��� ��� 義海信士 �.�0 中空　平冶良倅　徳松ｺﾄ M
��� ��� 法室妙卯信女 �.�� 勝蔵妻　せきｺﾄ　作冶良母 F
��� ��� 花法妙香信女 �.0� 与三良妻　まんｺﾄ　りき母 F
��� ��� 智翁常恵信士 �.�� 新宅　半兵衛ｺﾄ　嘉平父 M
��� ��0 妙灌信女 �.�� 藤七妻 F
��� ��� 雪光信女 ��.�� 栄吉妻　辰三良母 F
��� ��� 海東恵雲信士 ��.0� 役松ｺﾄ　卯佐冶良父 M
��� ��� 草隠信士 �.��* 嘉市倅　信吉ｺﾄ M
＊安政 2年（1855）
��� ��� 湛然信士 �.�� 三京や　嘉吉ｺﾄ　利助倅 M
��� ��� 智妙童女 �.0� カギや　禎四良娘　ウノｺﾄ FD
��� ��� 義法妙利信女 �.�� 由蔵妻　よねｺﾄ　浅吉母 F
��� ��� 春陽信女 �.�� 庄五郎娘　きせｺﾄ F
��� ��� 潮烟梵入信士 �.�� 向岡嶋や　種助養子　廣助ｺﾄ　寅吉父 M
��� ��� 玄虚吹典信男 �.0� 松本　泰寛弟　政冶良ｺﾄ M
��� ��0 樹色環江信士 �.0� 大空　伊勢ﾆﾃ死　浅蔵養子　傳吉ｺﾄ M
��� ��� 玄冬信士 �0.�� 重吉倅　徳三良ｺﾄ M
��� ��� 慈法妙眼信女 ��.0� 泰平妻　わさｺﾄ　やつ母 F
��� ��� 仁室妙恵信女 ��.0� 古地うり　由蔵妻　菊松母 F
��� ��� 浄貞信士 ��.0� 東　力蔵倅　宗兵衛ｺﾄ M
＊安政３年（1856）
��� ��� 恵法童子 �.0� 大空　直助倅　只冶郎ｺﾄ MD
��� ��� 春容童女 �.0� 辰巳新や　潤三良娘　いせよｺﾄ FD
��� ��� 円覚妙法信女 �.�� 東兵衛妻　和佐冶ﾊﾞﾊﾞ F
��� ��� 妙理信女 �.�� 伊勢太良娘　春ｺﾄ F
��� ��� 光範童女 �.�� 松本　玄得娘　きいｺﾄ FD
��� ��0 妙泰童女 �.�� 万三郎孫　ヲマンｺﾄ FD
��� ��� 寂室妙雲信女 �.�� 米蔵妻　亀松母 F
��� ��� 法消常身信士 ��.�� 東　今吉ｺﾄ　政吉養子 M
��� ��� 声因信士 ��.�� 房州ニテ死ス　新宅　安吉倅　文平 M
��� ��� 寂静信女 ��.�� 古地ノ奥　兵之介娘　於長ｺﾄ F
＊安政４年（1857）
��� ��� 寂念信士 �.�� 和平次ｺﾄ　松吉養父 M
��� ��� 実相道正信士 �.�� 上中屋　萬右衛門倅　吉之介ｺﾄ M
��� ��� 妙連貞光信女 �.0� 常吉妻　亀次良　母 F
��� ��� 顕覚自教信士 �.�� 石原　与介ｺﾄ　由太良父 M
��� ��� 徳誉義清居士 ��.�� 嶋屋　徳左衛門ｺﾄ　雅四郎父 M
��� ��0 妙華信女 ��.�� 定蔵娘　モトｺﾄ F
��0 ��� 獨翁自隠信士 �.�� 新宅　酒造蔵ｺﾄ M
＊安政５年（1858）
��0 ��� 寂静信士 �.�0 向　相平ｺﾄ　定吉父 M
��0 ��� 戒室妙授信女 �.0� 忠兵衛妻　イサ　竹松養母 F
��0 ��� 妙戒理定信女 �.0� 大空　柳介妻　カナｺﾄ F
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��� ��� 海烟自寂信士 �.�� 相兵衛ｺﾄ　コイセ父 M
��� ��� 乗連智法信士 �.0� 新宅新や　貞次郎倅　藤吉ｺﾄ M
��� ��� 本願成有信士 �.�� 向　丈介父　作次郎ｺﾄ　兵庫ニテ死 M
��� ��� 浄法道清信士 �.�� 大空　幸作倅　勝蔵ｺﾄ　二ツ茶やﾆﾃ死ス M
��� ��� 徳応自功信士 �.0� 中空　房吉ｺﾄ　常三郎父 M
��� ��0 浄光道現信士 �.�� 大空　兵庫ﾆﾃ死ｽ　庄吉倅　岩吉ｺﾄ M
��� ��� 覚随信士 �.�� 和平養子　松吉 M
��� ��� 進勢智説信士 �.�� 中空　貞右衛門倅　岩吉ｺﾄ M
��� ��� 本空妙貞信女 �.�0 六五郎妻　清次郎母 F
��� ��� 実門智正信士 �.0� 中空　房吉　常作ｺﾄ M
��� ��� 観室妙音信女 �0.�� 大空　浅蔵妻　カチｺﾄ　トウ母 F
��� ��� 妙體信女 �0.�� 古地之奥　金作妻　トク母　ハクｺﾄ F
��� ��� 常光明言信女 ��.0� 初蔵妻　初次郎母 F
��� ��� 常戒信士 �.0� 浅次郎倅　新八孫　品次郎ｺﾄ M
��� ��� 魚藻宗徳信士 �.�0 濱口や　金左衛門倅　民三郎弟　兼次郎ｺﾄ　江戸ﾆﾃ死ｽ M
��� �00 俊法信士 �.�� 向　源蔵ｺﾄ M
＊安政 6年（1859）
��� �0� 善誉良哉信士 �.0� 亀平ｺﾄ　セン養父 M
��� �0� 堅室妙固信女 �.�� 中空　与右衛門妻　シカｺﾄ　保太郎母 F
��� �0� 夏覚自妙信女 �.�� 大本ヤ　源介妻　由太郎母　フミｺﾄ F
��� �0� 義観妙貞信女 �.�� 栄介妻　リンｺﾄ F
��� �0� 円室妙鏡信女 �.�0 寅右衛門妻　嘉与次養母 F
��� �0� 宏範童子 �.0� 定吉孫　和三吉子　吉太郎ｺﾄ MD
��� �0� 秀善良光信士 �.�� 好兵衛倅　亀次郎ｺﾄ　常吉父 M
��� �0� 喜法妙光信女 �.�� 中空　保三郎妻　ハナｺﾄ　坂松養母 F
��� �0� 智法貞恵信女 �.�� 中空　小平妻　栄太郎ﾊﾞﾊﾞ　カンｺﾄ F
��� ��0 素光妙消信女 �.�� 大空　勘兵衛後妻　サカｺﾄ　直吉母 F
��� ��� 喜岸道悦信士 �.�� 大空　和平倅　文吉ｺﾄ M
��� ��� 萬岳清光信士 �.�� 東　長兵衛倅　役松ｺﾄ M
��� ��� 如山俊法信士 �.�� 三四山　弥太郎倅　源蔵ｺﾄ M
��� ��� 覚随道法信士 �0.�� 向新ヤ　房蔵ｺﾄ　幾次郎父 M
��� ��� 寂応妙貞信女 ��.�� 向　弥太良妻　サンｺﾄ　源蔵母 F
��� ��� 円寂道法信士 ��.0� 中空　松蔵ｺﾄ　貞次良父 M
��� ��� 妙寂信女 ��.�� 於モト娘　於ウラｺﾄ F
��� ��� 寒光妙気信女 ��.�� 栄介妻　ヒサｺﾄ　与吉ﾊﾞﾊﾞ F
＊安政 7年（1860）・万延元年（3月 18日から）
��� ��� 松瑞信士 �.0� 兼吉ｺﾄ　勘吉父 M
��� ��0 円月妙壽信女 �.�� 吉之助母　伊吉妻 F
��� ��� 清室妙貞信女 �.�� 清助妻　長吉母 F
��� ��� 海東自隠信士 �.�� 音市倅　松蔵ｺﾄ M
��� ��� 随光妙喜信女 �.�� 清助妻　長吉母 F
��0 ��� 善室妙法信女 �.��* 重吉ｺﾄ　亀之助父 F
��0 ��� 常無信士 �.��* 好造妻　好太郎母 M
��0 ��� 智室妙光信女 �.0� 長七妻　チヨｺﾄ F
��0 ��� 消海信士 �.��* 浅二良倅　増吉ｺﾄ M
��0 ��� 円海智雲信士 �.��* 瓦ヤ　勝次良ｺﾄ　周之助父 M
��� ��� 海舟信士 �.��* 浅吉倅　民二良ｺﾄ M
��� ��0 智舟信士 �.��* 浅吉倅　乙吉 M
��� ��� 海烟自寂信士 �.��* 嘉吉倅　兵市ｺﾄ M
��� ��� 潮烟智船信士 �.��* 佐助倅　伊三次ｺﾄ M
��� ��� 海音信士 �.��* 直三郎倅　仁作ｺﾄ M
��� ��� 海東自寂信士 �.��* 与助倅　伊世作ｺﾄ M
��� ��� 潮海消音信士 �.��* 松造倅　貞二郎ｺﾄ M
��� ��� 海岸信士 �.��* 長三良倅　松吉ｺﾄ M
��� ��� 海常信士 �.��* 萬兵衛倅　常五郎ｺﾄ M
��� ��� 海順信士 �.��* 初二郎倅　伊世吉ｺﾄ M
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��� ��� 梵海潮音信士 �.��* 幸助倅　幸吉ｺﾄ M
��� ��0 廣海自隠信士 �.��* 元二良倅　房太郎ｺﾄ M
��� ��� 船消信士 �.��* 多平倅　音吉ｺﾄ M
��� ��� 法室妙性信女 �.0� 傳作妻　スミｺﾄ F
��� ��� 良怡禅童子 �.�� 愛造倅　友太郎ｺﾄ MD
��� ��� 寂翁智静信士 �.�� 大世戸　幸之助ｺﾄ M
��� ��� 成光妙就信女 �.�� 又兵衛後妻　カルｺﾄ F
��� ��� 照光信士 �.�� 多吉倅　与市ｺﾄ M
��� ��� 梵光信女 ��.0� 佐太良ｻｲ　サヲｺﾄ F
��� ��� 実恵妙貞信女 ��.0� 和平妻　禎四良養母 F
��� ��� 雪岸信士 ��.�� 亀松養子　勝次良ｺﾄ M
��� ��0 徳壽禮光大姉 �.�� 七良兵衛妻　元之助母 F
��� ��� 寒山妙光信女 ��.0� 竹之丞妻　スデｺﾄ F
��� ��� 梅岸信女 ��.�� 嘉助妻　モンｺﾄ F
��� ��� 梅散信女 ��.�0 新兵衛娘　吉ｺﾄ F
＊萬延 2年（1861）・文久元年（2月 19日から）
��� ��� 松林信士 �.0� 茂次良倅　嘉市ｺﾄ M
��� ��� 随応道光信士 �.�0 和平ｺﾄ　貞槌父 M
��� ��� 春光妙晴信女 �.�� 松造妻　ユミｺﾄ F
��� ��� 本尚円乗信士 �.�� 勘兵衛倅　直吉ｺﾄ M
��� ��� 浄空理照信士 �.�� 大空　柳介ｺﾄ M
��� ��� 光誉妙法信女 �.�� 初二良妻　ミツｺﾄ F
��� ��0 観道信士 �.�� 浅之助ｺﾄ　網五良父 M
��� ��� 妙春信女 �.�� 平二良妻　徳松母 F
��� ��� 松山自寂信士 �.�� 玄篤ｺﾄ　恭党父 M
��� ��� 声応妙縁信女 �.�� 磯右衛門妻　ヨシｺﾄ F
��� ��� 受法信女 �.�� 丈吉妻　スマｺﾄ F
��� ��� 恵観信士 �.0� 利作倅　利吉ｺﾄ M
��� ��� 秋消信士 �.�� 作太郎倅　吉兵衛ｺﾄ M
��� ��� 秋光妙貞信女 �.�� 嘉市妻　想太良母 F
��� ��� 智山道恵信士 �.0� 庫蔵ｺﾄ　鶴太良父 M
��� ��� 頓覚妙しょう信女 �.�� 房太郎妻　ツ子ｺﾄ F
��� ��0 東海消雲信士 ��.�� ハマ　音一ｺﾄ　寅吉父 M
��� ��� 禅覚道林信士 ��.0� 卯吉倅　想作ｺﾄ M
＊文久 2年（1862）
��0 ��� 常応道無信士 �.�� 平作倅　兵三良ｺﾄ M
��0 ��� 光法智門信士 �.�� 長松倅　亀助ｺﾄ M
��0 ��� 寂清信女 �.�� 豊ｺﾄｺﾄ　源助姉 F
��0 ��� 法室妙界信女 �.�� 伊世二良妻　ハルｺﾄ F
��0 ��� 法恵信女 �.�� 茂兵衛妻　コヨｺﾄ F
��� ��� 海舟乗消信士 �.�� 軽松ｺﾄ　柳吉養父 M
��� ��� 開蓮信女 �.�� 清兵衛娘　カメｺﾄ F
��� ��� 盛林妙光信女 �.�� 仙吉妻　ミカｺﾄ F
��� ��0 常哉信女 �.�� 重吉後妻　カチｺﾄ F
��� ��� 教傳良還信士 �.�0 平庫ニテ死ス　次平倅　亀五良ｺﾄ M
��� ��� 恵覚信女 �.�� 佐助娘　ユキｺﾄ F
��� ��� 心月妙光信女 �.�� 勝平娘　トミｺﾄ F
��� ��� 秋月妙照信女 �.0� 浅之助娘　丈ｺﾄ F
��� ��� 秋山童女 �.0� 音吉娘　ゲンｺﾄ FD
��� ��� 廣海自決信士 �.�� 和助養子　留造ｺﾄ M
��� ��� 海深自消信士 �.�� 市五良倅　六二良ｺﾄ M
��� ��� 妙光童女 �0.0� 亀作孫　キヨノ娘 FD
��� ��� 善能演説信士 �.0�* 秀助孫　金三良ｺﾄ M
��� ��0 智覚明光信士 �.�� 栄助子　与吉ｺﾄ M
��� ��� 遠山暁入信士 �.�� 貞右衛門孫　石太良ｺﾄ M
��� ��� 遠海自照信士 �.�� 貞五良倅　亀五良ｺﾄ M
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��� ��� 桃岳自性信士 �.0� ヲモト夫ｺﾄ M
��� ��� 霊山入定信士 ��.0� 金や　豊五良ｺﾄ M
��� ��� 海雲良晴信士 �.�� 善四良倅　喜太良ｺﾄ M
��� ��� 遠雲乗光信士 �.�� 好造倅　菊太郎ｺﾄ M
＊文久 3年（1863）
��� ��� 清山樹栄信士 �.0� 饅頭ヤ　栄助ｺﾄ M
��� ��� 春光栄林信士 �.�� 吉左衛門倅　幸一ｺﾄ M
��� ��� �山顕光信士 �.�0 地本専造倅　竹三良ｺﾄ M
��� �00 顕徳義貞大姉 �.�� 七三良妻 F
��� �0� 春寂童女 �.0� 大瀬戸　幸之助女 FD
��� �0� 自光妙連信女 �.�� 音右衛門女　鹿ノｺﾄ F
��� �0� 夏雲妙晴信女 �.�� 貞吉倅　与助ｺﾄ F
��� �0� 夏月妙光信女 �.�� 平五良妻　チカｺﾄ F
��� �0� 壽山道長信士 �.�� 定右衛門ｺﾄ M
��� �0� 鏡嶽妙義信女 �.0� 東新ヤ　仁兵衛妻 F
��� �0� 清顔妙粧信女 �.0� 下中ヤ　浅之助妻ｺﾄ F

出典：『椋之浦過去帳』明徳院蔵
注）　FD：童女、MD：童士

＊：閏月




