
南北三廻り同心録　（寛政三年～天保十三年） v2017110301

寛政3（1791）年 　

南町奉行所

所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

定廻 五番組 年寄 山田三太夫 － 定廻 五番組 年寄 大竹甚蔵 －

三番組 年寄 山本兵太夫 － 四番組 若同心 原田和多五郎 －

弐番組 年寄 神田武八 37 明和8年 弐番組 若同心 中田圓助 －

三番組 若同心 豊田安太夫 28 天明1年 三番組 若同心 小川久兵衛 －

臨時廻 壱番組 若同心 片山善八 － 臨時廻 四番組 若同心 長谷川格左衛門 －

壱番組 若同心 成尾杢右衛門 50 宝暦12年 壱番組 若同心 今泉覚十郎 －

弐番組 若同心 飯尾藤十郎 27 明和7年 四番組 若同心 古川庄五郎 －

弐番組 若同心 山本軍太 35 天明5年 五番組 若同心 石沢太兵衛 －

文化4（1807）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

定廻 五番組 年寄 吉沢安助 57 明和5年 定廻 壱番組 年寄 平松久右衛門 －

壱番組 物書 上田其八 44 天明2年 壱番組 年寄 小川平兵衛 39 天明4年

壱番組 添物書 飯尾藤十郎 43 明和7年 三番組 若同心 古谷武右衛門 36 天明6年

弐番組 若同心 山本啓助（軍太改） 51 天明5年 弐番組 若同心 大竹源蔵 37 寛政6年

臨時廻 三番組 年寄 豊田磯右衛門（安太夫改） 44 天明1年 臨時廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 39 天明4年

壱番組 年寄 大山三十郎 47 天明7年 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

壱番組 物書 橋本佐平次 40 天明3年 四番組 添物書 平野勝五郎 36 天明7年

四番組 物書 大芦喜祖右衛門 39 天明5年 五番組 添物書 土橋孫助 －

四番組 添物書 中村元四郎 38 天明7年 四番組 若同心 岡本三左衛門 43 寛政6年

三番組 若同心 篠崎小十郎 42 寛政3年 四番組 若同心 古川重五郎 25 寛政7年
弐番組 若同心 大八木七兵衛 32 寛政4年7月 五番組 若同心 高柳金太郎 －

弐番組 若同心 高木万右衛門 29 寛政7年 五番組 若同心 大沢弥次郎 －

壱番組 若同心 長瀬藤五郎 34 寛政9年 三番組 若同心 永谷太八郎 37 寛政10年

壱番組 若同心 山崎清太夫 36 寛政11年 三番組 若同心 中田海助 26 寛政11年

三番組 若同心 豊田安太夫 29 寛政7年6月

文化10（1813）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 61 明和6年6月 隠密廻 弐番組 年寄 中田圓助 －

（※） （※） 三番組 若同心 古谷武右衛門 42 天明6年

定廻 五番組 年寄 吉沢小助（安助改） 63 明和5年 定廻 壱番組 年寄 平松久右衛門 －

弐番組 年寄 飯尾藤十郎 49 明和7年 五番組 年寄 中村佐七 －

壱番組 年寄 上田其八 50 天明2年 壱番組 年寄 相場半左衛門 45 天明4年

弐番組 年寄 山本啓助 57 天明5年 弐番組 若同心 大竹源蔵 43 寛政6年

臨時廻 三番組 年寄 豊田磯右衛門 50 天明1年 臨時廻 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

四番組 年寄 大山三十郎 53 天明7年 壱番組 年寄格 小川平兵衛 45 天明4年

弐番組 若同心 大八木七兵衛 38 寛政4年7月 四番組 若同心 古川重五郎 31 寛政7年
五番組 若同心 高木万右衛門 35 寛政7年 五番組 若同心 高柳專五郎（金太郎改） －

三番組 若同心 長瀬藤五郎 40 寛政9年 壱番組 若同心 鈴木丈左衛門 38 寛政9年

壱番組 若同心 山崎清太夫 42 寛政11年 壱番組 若同心 中田海助 32 寛政11年

三番組 若同心 豊田安太夫 35 寛政7年6月 　同増役 四番組 添物書 岡本三左衛門 49 寛政6年

五番組 若同心 竹田久左衛門 －

※文化十年版の『増補改正万世江戸町鑑』に「御用懸り」として初出。ただし隠密廻り自体は、遅くとも寛政年間には存在している

文政1（1818）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 66 明和6年6月 隠密廻 壱番組 年寄 小川平兵衛 50 天明4年

三番組 添物書 篠崎小十郎 53 寛政3年 三番組 年寄 古谷武右衛門 47 天明6年

定廻 壱番組 年寄 上田其八 55 天明2年 定廻 五番組 年寄 中村佐七 －

四番組 年寄 大山三十郎 58 天明7年 壱番組 年寄 相場半左衛門 50 天明4年

弐番組 添物書助 大八木七兵衛 43 寛政4年7月 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

三番組 添物書助 豊田安太夫 40 寛政7年6月 弐番組 年寄格 大竹源蔵 48 寛政6年

臨時廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 45 寛政2年12月 臨時廻 五番組 年寄格 竹田吉右衛門 52 天明8年

壱番組 物書 小笹次郎兵衛 45 寛政9年4月 四番組 年寄格 岡本三左衛門 54 寛政6年

弐番組 添物書助 中村四郎左衛門 49 天明7年12月 五番組 若同心 大沢弥四郎 48 寛政8年

壱番組 添物書助 立羽平蔵 45 寛政12年6月 壱番組 若同心 中田海助 37 寛政11年

四番組 若同心 庄田伝蔵 45 寛政12年6月 同 増役 弐番組 年寄 磯貝勘兵衛 76 天明8年
同 増役 弐番組 若同心 神田吉十郎 40 享和2年12月 壱番組 添物書 鈴木丈左衛門 43 寛政9年

文政3（1820）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 68 明和6年6月 隠密廻 壱番組 年寄 小川平兵衛 52 天明4年

四番組 年寄 大山三十郎 60 天明7年 三番組 年寄 古谷武右衛門 49 天明6年

定廻 壱番組 年寄 上田其八 57 天明2年 定廻 五番組 年寄 中村佐七 －

三番組 年寄 田辺平左衛門 47 寛政2年12月 壱番組 年寄 相場半左衛門 52 天明4年

弐番組 添物書 大八木七兵衛 45 寛政4年7月 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

三番組 添物書助 豊田安太夫 42 寛政7年6月 弐番組 年寄格 大竹源蔵 50 寛政6年

臨時廻 弐番組 年寄 中村四郎左衛門 51 天明7年12月 臨時廻 五番組 年寄 竹田吉右衛門 54 天明8年

壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 47 寛政9年4月 四番組 年寄格 岡本三左衛門 56 寛政6年

壱番組 添物書 立羽平蔵 47 寛政12年6月 五番組 年寄格 大沢弥四郎 50 寛政8年

四番組 若同心 庄田伝蔵 47 寛政12年6月 壱番組 年寄格 中田海助 39 寛政11年

同 増役 弐番組 添物書助 神田吉十郎 42 享和2年12月 同 増役 弐番組 年寄 磯貝勘兵衛 78 天明8年
同 同 当分助 三番組 物書 平松喜太夫 42 寛政7年3月 壱番組 物書 鈴木丈左衛門 45 寛政9年



文政4（1821）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 69 明和6年6月 隠密廻

四番組 年寄 大山三十郎 61 天明7年

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 48 寛政2年12月 定廻

壱番組 年寄 吉沢祐助 44 寛政5年12月

弐番組 物書 大八木七兵衛 46 寛政4年7月

三番組 添物書 豊田磯右衛門（安太夫改） 43 寛政7年6月

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 48 寛政9年4月 臨時廻

臨時廻 弐番組 年寄 中村四郎左衛門 52 天明7年12月

四番組 添物書 大八木所左衛門 41 文化2年2月

三番組 平同心 山本兵太夫 35 文化2年12月

同 増役 壱番組 添物書助 片山善八 40 文化4年12月

文政5（1822）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 70 明和6年6月 隠密廻 壱番組 年寄 小川平兵衛 54 天明4年

四番組 年寄 大山三十郎 62 天明7年 三番組 年寄 古谷武右衛門 51 天明6年

同 増役 弐番組 年寄 磯貝勘兵衛 80 天明8年
定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 49 寛政2年12月 定廻 五番組 年寄 中村佐七 －

弐番組 物書 大八木七兵衛 47 寛政4年7月 壱番組 年寄 相場半左衛門 54 天明4年

弐番組 添物書 山本鉄太郎 37 享和2年12月 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

三番組 添物書 豊田磯右衛門 44 寛政7年6月 弐番組 年寄 大竹源蔵 52 寛政6年

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 49 寛政9年4月 臨時廻 五番組 年寄 竹田吉右衛門 56 天明8年

臨時廻 弐番組 年寄 中村四郎左衛門 53 天明7年12月 四番組 年寄格 岡本三左衛門 58 寛政6年

四番組 添物書 大八木所左衛門 42 文化2年2月 五番組 年寄格 大沢弥四郎 52 寛政8年

三番組 平同心 山本兵太夫 36 文化2年12月 壱番組 年寄格 中田海助 41 寛政11年

同 増役 壱番組 添物書 片山善八 41 文化4年12月 壱番組 物書 鈴木丈左衛門 47 寛政9年

弐番組 平同心 葛岡次郎右衛門 55 寛政9年6月 同 増役 五番組 若同心 森泉甚五郎 40 文化3年

壱番組 若同心 石沢又助 41 文化7年

文政9（1826）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 神田造酒右衛門 74 明和6年6月 隠密廻 壱番組 年寄 小川平兵衛 58 天明4年

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 57 天明7年12月 三番組 年寄 古谷武右衛門 55 天明6年

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 53 寛政2年12月 定廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 58 天明4年

弐番組 年寄 大八木七兵衛 51 寛政4年7月 壱番組 年寄 大竹清太夫 －

三番組 添物書 豊田磯右衛門 48 寛政7年6月 弐番組 年寄 大竹源蔵 56 寛政6年

四番組 添物書 大八木所左衛門 46 文化2年2月 壱番組 年寄格 中田海助 45 寛政11年

臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 53 寛政9年4月 臨時廻 四番組 増年寄 岡本三左衛門 62 寛政6年

弐番組 年寄 神田吉十郎 48 享和2年12月 五番組 年寄 竹田吉右衛門 60 天明8年

壱番組 年寄 片山善八 45 文化4年12月 五番組 年寄格 大沢弥四郎 56 寛政8年

三番組 若同心 山本兵太夫 40 文化2年12月 壱番組 年寄格 鈴木丈左衛門 51 寛政9年

同 増役 五番組 若同心 桑野平九郎 47 享和2年3月 同 増役 五番組 年寄格 森泉甚五郎 44 文化3年

三番組 若同心 三井伴左衛門 47 文化6年9月 壱番組 若同心 石沢又助 45 文化7年

四番組 若同心 小川万五郎 29 文化12年

文政10（1827）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 61 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 58 天明7年12月

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 54 寛政2年12月 定廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 52 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 49 寛政7年6月

四番組 添物書 大八木所左衛門 47 文化2年2月

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 54 寛政9年4月 臨時廻

臨時廻 弐番組 年寄 神田吉十郎 49 享和2年12月

壱番組 年寄 片山善八 46 文化4年12月

三番組 添物書助 山本兵太夫 41 文化2年12月

同 増役 三番組 若同心 高部次部左衛門 38 文化3年9月

五番組 若同心 桑野平九郎 48 享和2年3月

同 同 加人 弐番組 物書 上田鉄太郎 42 享和2年12月

文政11（1828）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 62 天明5年8月 隠密廻 壱番組 年寄 小川平兵衛 60 天明4年

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 59 天明7年12月 三番組 年寄 古谷武右衛門 57 天明6年

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 55 寛政2年12月 定廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 60 天明4年

弐番組 年寄 大八木七兵衛 53 寛政4年7月 四番組 年寄 岡本三左衛門 64 寛政6年

三番組 年寄 豊田磯右衛門 50 寛政7年6月 弐番組 年寄 大竹源蔵 58 寛政6年

三番組 添物書助 山本兵太夫 42 文化2年12月 壱番組 年寄格 中田海助 47 寛政11年

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 55 寛政9年4月 定廻格臨時廻 五番組 年寄 竹田吉右衛門 62 天明8年

臨時廻 弐番組 年寄 神田造酒右衛門（吉十郎改） 50 享和2年12月 臨時廻 五番組 年寄 大沢弥四郎 58 寛政8年

壱番組 年寄 片山善八 47 文化4年12月 壱番組 年寄格 鈴木丈左衛門 53 寛政9年

五番組 若同心 桑野平九郎 49 享和2年3月 五番組 年寄格 森泉甚五郎 46 文化3年

同 増役 三番組 若同心 高部次部左衛門 39 文化3年9月 同 増役 壱番組 若同心 石沢又助 47 文化7年

同 同 加人 弐番組 物書 上田鉄太郎 43 享和2年12月 四番組 若同心 小川万五郎 31 文化12年



文政12（1829）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 63 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 60 天明7年12月

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 56 寛政2年12月 定廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 54 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 51 寛政7年6月

三番組 添物書助 山本兵太夫 43 文化2年12月

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 56 寛政9年4月 臨時廻

臨時廻 弐番組 年寄 神田造酒右衛門 51 享和2年12月

壱番組 年寄 片山善八 48 文化4年12月

五番組 若同心 桑野平九郎 50 享和2年3月

同 増役 三番組 若同心 高部次部左衛門 40 文化3年9月

同 同 加人 弐番組 物書 上田鉄太郎 44 享和2年12月

天保1（1830）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 64 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 61 天明7年12月

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 57 寛政2年12月 定廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 55 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 52 寛政7年6月

三番組 添物書 山本兵太夫 44 文化2年12月

定廻格臨時廻 壱番組 年寄 小笹次郎兵衛 57 寛政9年4月 臨時廻

臨時廻 弐番組 年寄 神田造酒右衛門 52 享和2年12月

壱番組 年寄 片山善八 49 文化4年12月

五番組 若同心 桑野平九郎 51 享和2年3月

同 増役 三番組 添物書助 高部次部左衛門 41 文化3年9月

同 同 加人 弐番組 物書 上田鉄太郎 45 享和2年12月

※翌天保2年5月27日、三之助一件により、北の神田造酒右衛門が重追放、豊田磯右衛門も押込となる。南は定廻4人、臨時廻5人が押込（『藤岡屋日記』）

天保2（1831）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 65 天明5年8月 隠密廻 三番組 年寄 古谷武右衛門 60 天明6年

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 62 天明7年12月 四番組 年寄 古川重五郎 59 寛政7年

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 58 寛政2年12月 定廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 63 天明4年

弐番組 年寄 大八木七兵衛 56 寛政4年7月 四番組 年寄 岡本三左衛門 67 寛政6年

三番組 年寄 豊田磯右衛門 53 寛政7年6月 壱番組 年寄 鈴木丈左衛門 56 寛政9年

三番組 添物書 山本兵太夫 45 文化2年12月 壱番組 年寄 中田海助 50 寛政11年

臨時廻 壱番組 年寄 片山善八 50 文化4年12月 臨時廻 五番組 年寄 竹田吉右衛門 65 天明8年

弐番組 物書 上田鉄太郎 46 享和2年12月 五番組 年寄 大沢弥四郎 61 寛政8年

三番組 添物書助 高部次部左衛門 42 文化3年9月 壱番組 年寄 石沢又助 50 文化7年

五番組 若同心 桑野平九郎 52 享和2年3月 弐番組 物書 古谷勇吉 36 文化9年

同 増役 壱番組 添物書 片山吉郎兵衛 36 文化7年5月 壱番組 添物書格 小倉朝五郎 38 文化7年

同 同 当分助 弐番組 添物書助 持田勝助 40 文化7年8月 壱番組 添物書格 安原鉄三郎 36 文化10年

天保3（1832）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 66 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 63 天明7年12月

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 59 寛政2年12月 定廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 57 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 54 寛政7年6月

三番組 添物書 山本兵太夫 46 文化2年12月

臨時廻 弐番組 年寄 上田鉄太郎 47 享和2年12月 臨時廻

壱番組 年寄 片山善八 51 文化4年12月

三番組 添物書助 高部次部左衛門 43 文化3年9月

五番組 若同心 桑野平九郎 53 享和2年3月

同 増役 壱番組 添物書 片山吉郎兵衛 37 文化7年5月

天保4（1833）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 67 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 64 天明7年12月

定廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 60 寛政2年12月 定廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 58 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 55 寛政7年6月

三番組 添物書 山本兵太夫 47 文化2年12月

臨時廻 弐番組 年寄 上田鉄太郎 48 享和2年12月 臨時廻

壱番組 年寄 片山善八 52 文化4年12月

三番組 添物書助 高部次部左衛門 44 文化3年9月

五番組 若同心 桑野平九郎 54 享和2年3月

同 増役 壱番組 添物書 片山吉郎兵衛 38 文化7年5月

同 同 当分助 弐番組 物書 持田勝助 42 文化7年8月



天保5（1834）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 岩附三右衛門 68 天明5年8月 隠密廻

弐番組 年寄 中村四郎左衛門 65 天明7年12月

定廻→隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 61 寛政2年12月 定廻

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 59 寛政4年7月

三番組 年寄 豊田磯右衛門 56 寛政7年6月

三番組 物書 山本兵太夫 48 文化2年12月

臨時廻 弐番組 年寄 上田鉄太郎 49 享和2年12月 臨時廻

臨時廻→定廻 壱番組 年寄 片山善八 53 文化4年12月

臨時廻 三番組 添物書 高部次部左衛門 45 文化3年9月

壱番組 添物書 片山吉郎兵衛 39 文化7年5月

五番組 若同心 桑野平九郎 55 享和2年3月

同 増役当分助 弐番組 物書 持田勝助 43 文化7年8月

天保6（1835）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 弐番組 年寄 中村四郎左衛門 66 天明7年12月 隠密廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 67 天明4年

三番組 年寄 田辺平左衛門 62 寛政2年12月 四番組 年寄 古川重五郎 63 寛政7年

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 60 寛政4年7月 定廻 四番組 年寄 平野勝五郎 64 天明7年

三番組 年寄 豊田磯右衛門 57 寛政7年6月 四番組 年寄 岡本三左衛門 71 寛政6年

壱番組 年寄 片山善八 54 文化4年12月 壱番組 年寄 中田海助 54 寛政11年

三番組 物書 山本兵太夫 49 文化2年12月 五番組 物書 小林藤太郎 46 文化1年

臨時廻 弐番組 年寄 持田勝助 44 文化7年8月 定廻格臨時廻 壱番組 年寄 鈴木丈左衛門 60 寛政9年

三番組 添物書 高部次部左衛門 46 文化3年9月 臨時廻 五番組 年寄 竹田吉右衛門 69 天明8年

壱番組 添物書 片山吉郎兵衛 40 文化7年5月 壱番組 年寄 石沢又助 54 文化7年

五番組 若同心 桑野平九郎 56 享和2年3月 壱番組 添物書 小倉朝五郎 42 文化7年

同 増役 五番組 若同心 近藤八兵衛 43 文政1年7月 壱番組 添物書 安原鉄三郎 40 文化10年

同 同 当分助 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 33 文政7年8月 三番組 添物書格 吉田武右衛門 44 文化5年

弐番組 若同心 岡本三平 29 天保2年

※朱書きの数字は前後の年齢と整合しないもの

天保7（1836）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 63 寛政2年12月 隠密廻

壱番組 年寄 片山善八 55 文化4年12月

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 61 寛政4年7月 定廻

三番組 年寄 豊田磯右衛門 58 寛政7年6月

三番組 物書 山本兵太夫 50 文化2年12月

三番組 添物書 高部次部左衛門 47 文化3年9月

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 43 文化7年8月 臨時廻

弐番組 年寄 持田勝助 45 文化7年8月

壱番組 添物書 片山伊左衛門（吉郎兵衛改） 40 文化7年5月

五番組 若同心 桑野平九郎 57 享和2年3月

同 増役 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 34 文政7年8月

同 同 当分助 壱番組 若同心 瀧田源次郎 40 文政2年5月

※朱書きの数字は前後の年齢と整合しないもの

天保8（1837）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 64 寛政2年12月 隠密廻

壱番組 年寄 片山善八 56 文化4年12月

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 62 寛政4年7月 定廻

三番組 年寄 豊田磯右衛門 59 寛政7年6月

三番組 物書 山本兵太夫 51 文化2年12月

三番組 添物書 高部次部左衛門 48 文化3年9月

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 44 文化7年8月 臨時廻

弐番組 年寄 持田勝助 46 文化7年8月

壱番組 添物書 片山伊左衛門 41 文化7年5月

五番組 若同心 桑野平九郎 58 享和2年3月

同 当分助 弐番組 年寄 中村四郎左衛門 68 天明7年12月

同 増役 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 35 文政7年8月

天保9（1838）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 65 寛政2年12月 隠密廻 壱番組 年寄 相場半左衛門 70 天明4年

壱番組 年寄 片山善八 57 文化4年12月 四番組 年寄 古川重五郎 66 寛政7年

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 63 寛政4年7月 定廻 四番組 年寄 岡本三左衛門 74 寛政6年

三番組 年寄 豊田磯右衛門 60 寛政7年6月 壱番組 年寄 鈴木丈左衛門 63 寛政9年

三番組 物書→年寄 山本兵太夫 52 文化2年12月 四番組 年寄 小林藤太郎 49 文化1年

三番組 添物書→物書 高部次部左衛門 49 文化3年9月 三番組 物書 吉田武右衛門 47 文化5年

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 45 文化7年8月 臨時廻 壱番組 年寄 石沢又助 57 文化7年

弐番組 年寄 持田勝助 47 文化7年8月 弐番組 年寄 人見脩助 66 文化9年

壱番組 添物書→物書 片山伊左衛門 42 文化7年5月 壱番組 添物書 小倉朝五郎 45 文化7年

五番組 若同心 桑野平九郎 59 享和2年3月 壱番組 添物書 安原鉄三郎 43 文化10年

同 増役→免 弐番組 年寄→若同心 中村四郎左衛門（※） 69 天明7年12月 三番組 若同心 加藤太左衛門 44 文化13年

同 増役 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 36 文政7年8月 弐番組 若同心 岡本三平 32 天保2年

同 同 助役 壱番組 若同心 瀧田源次郎 42 文政2年5月

※増臨時廻を免となり、組役（年寄）も辞して、若同心となる。中村は翌年4月に病気のため、暇（番代）



天保10（1839）年

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 66 寛政2年12月 隠密廻

壱番組 年寄 片山善八（※） 58 文化4年12月

定廻 弐番組 年寄 大八木七兵衛 64 寛政4年7月 定廻

三番組 年寄 豊田磯右衛門 61 寛政7年6月

三番組 年寄 山本兵太夫 53 文化2年12月

三番組 物書 高部次部左衛門 50 文化3年9月

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 46 文化7年8月 臨時廻

弐番組 年寄 持田勝助 48 文化7年8月

壱番組 物書 片山伊左衛門 43 文化7年5月

五番組 若同心 桑野平九郎 60 享和2年3月

同 増役 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 37 文政7年8月

同 同 当分助 壱番組 若同心 瀧田源次郎 43 文政2年5月

※3月9日暇

天保11（1840）年

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門 67 寛政2年12月 隠密廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛 65 寛政4年7月

定廻 三番組 年寄 豊田磯右衛門 62 寛政7年6月 定廻

三番組 年寄 山本兵太夫 54 文化2年12月

三番組 物書 高部次部左衛門 51 文化3年9月

壱番組 物書 片山伊左衛門 44 文化7年5月

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 47 文化7年8月 臨時廻

弐番組 年寄 持田勝助 49 文化7年8月

五番組 若同心 桑野平九郎 61 享和2年3月

壱番組 若同心 瀧田源次郎 44 文政2年5月

弐番組 若同心 大八木四郎三郎 38 文政7年8月

同 同 当分助 五番組 添物書 片山門左衛門 44 文政1年7月

天保12（1841）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門（※1） 68 寛政2年12月 隠密廻 四番組 年寄 岡本三左衛門（※2） 77 寛政6年

弐番組 年寄 大八木七兵衛（※1） 66 寛政4年7月 壱番組 年寄 堀口六左衛門（※3） 61 文化2年

定廻 三番組 年寄 豊田磯右衛門（※1） 63 寛政7年6月 定廻 四番組 年寄 岡本三左衛門（※2） 77 寛政6年

三番組 年寄 山本兵太夫 55 文化2年12月 四番組 年寄 小林藤太郎 52 文化1年

三番組 物書 高部次部左衛門 52 文化3年9月 五番組 年寄 宍戸郷蔵 52 文化6年

壱番組 物書 片山伊左衛門 45 文化7年5月 弐番組 年寄 人見脩助 63 文化9年

定廻格臨時廻 弐番組 年寄 持田勝助（※1） 50 文化7年8月 臨時廻 弐番組 物書 古川源次郎 46 文化9年

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 48 文化7年8月 四番組 物書 中嶋兵左衛門 44 文化12

壱番組 若同心 瀧田源次郎 45 文政2年5月 壱番組 添物書 小倉朝五郎 48 文化7年

弐番組 若同心 大八木四郎三郎（※1） 39 文政7年8月 三番組 若同心 加藤太左衛門 47 文化13年

同 増役 五番組 物書 大芦五郎右衛門 48 文化9年4月 三番組 若同心 三繩茂左衛門 44 文化14年

同 同 当分助 弐番組 添物書 神田武八 49 文化10年8月 四番組 若同心 大関庄三郎 41 文政8年

※1）田辺平左衛門は市中風俗取締掛、大八木七兵衛、豊田磯右衛門、持田勝助は市中風俗取締掛と肴掛、大八木四郎三郎は肴掛を兼ねる

※2）岡本三左衛門は隠密廻と定廻を兼帯

※3）長年吟味方下役を勤め、廻り方とは無縁だった堀口がいきなり隠密廻になったのは娘婿といわれる矢部奉行との関係によるものと思われる。翌年3月、堀口は

　　買米不正一件で追放の判決を受けるが、すでに病死した後であった。

天保13（1842）年

北町奉行所 南町奉行所

分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人 分掌 所属 組役 名前 年齢 抱入・入人

隠密廻 三番組 年寄 田辺平左衛門（※） 69 寛政2年12月 隠密廻

弐番組 年寄 大八木七兵衛（※） 67 寛政4年7月

定廻 三番組 年寄 豊田磯右衛門（※） 64 寛政7年6月 定廻

三番組 年寄 山本兵太夫 56 文化2年12月

三番組 物書 高部次部左衛門 53 文化3年9月

壱番組 物書 片山伊左衛門 46 文化7年5月

定廻格臨時廻 弐番組 年寄 持田勝助（※） 51 文化7年8月 臨時廻

臨時廻 弐番組 年寄 鈴本定八 49 文化7年8月

壱番組 若同心 瀧田源次郎 46 文政2年5月

弐番組 若同心 大八木四郎三郎 40 文政7年8月

同 増役 五番組 年寄 大芦五郎右衛門 49 文化9年4月

同 同 当分助 弐番組 添物書 神田武八 50 文化10年8月

※市中風俗取締掛を兼ねる

データ作成者：瀬田琉次郎

更新履歴
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v2017110301 天保十三年：田辺平左衛門の年齢を訂正（68→69）

一部の文字サイズを修正


