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分掌 身分 所属 組役・序列 名前 年齢 抱入年月 備考

用部屋手付 同心 五番組 添物書助 服部正之助 39 文政3年12月

同心 弐番組 若同心 間米弥右衛門 36 文政5年11月

同心 三番組 若同心 岡田源兵衛 38 文政7年8月

同心 壱番組 若同心 庄田伝次郎 40 文政10年12月

同心 四番組 若同心 大八木所左衛門 32 文政11年9月

同心 四番組 若同心 持田勝之助 29 天保4年6月

同心 弐番組 若同心 山本啓助 22 天保6年10月

同心 壱番組 若同心 辻平助 28 天保8年8月

同 当分助 同心 四番組 若同心 高木文左衛門 38 文政9年12月

出座帳掛 同心 五番組 物書 大芦五郎右衛門 47 文化9年4月

同心 弐番組 添物書 菱田勝蔵 47 文化13年6月

年番 与力 五番組 同心支配役 谷村源左衛門 53 文化3年12月

与力 弐番組 本勤・二 中嶋嘉右衛門 45 天保4年5月

同 下役 同心 三番組 年寄 平松喜太夫 62 寛政7年3月

同心 壱番組 年寄 出口杢太夫 61 文化2年8月

同心 壱番組 年寄 大芦喜祖右衛門 44 文政2年8月

同心 三番組 添物書 戸田儀左衛門 55 文化8年10月

同心 四番組 添物書助 新嶋鉄蔵 39 文政4年7月

同心 壱番組 若同心 上田其八 40 文政9年3月

同心 弐番組 若同心 吉沢久太夫 34 文政13年2月

同心 四番組 若同心 田辺弥兵衛 40 天保7年12月

同 下役助 同心 五番組 若同心 三井伴次郎 35 文政11年8月

同 書物方 同心 弐番組 若同心 中村元四郎 24 天保10年4月

同心 五番組 見習 穂坂豊三郎 23 天保7年8月

同心 五番組 無足見習 田中弥十郎 21 天保12年1月

吟味方 与力 五番組 同心支配役 谷村源左衛門 53 文化3年12月

与力 四番組 同心支配役 東條八太夫 44 文化8年4月

与力 弐番組 本勤・二 中嶋嘉右衛門 45 天保4年5月

与力 五番組 本勤・二 高橋鉄次郎 29 文政11年2月

与力 四番組 本勤・三 磯貝七五郎 39 文化15年2月

与力 四番組 本勤・五 後藤三郎兵衛 37 天保3年3月

与力 壱番組 本勤並 秋山久蔵 26 天保2年3月

同 見習 与力 五番組 本勤並 谷村栄五郎 27 天保3年12月

同 下役 同心 四番組 添物書助 中村熊五郎 39 文政4年7月

同心 壱番組 若同心 立羽万平 42 文政2年6月 添物書加人

同心 壱番組 若同心 小笹次郎兵衛 40 文政3年6月

同心 四番組 若同心 田辺清三郎 39 文政5年4月 添物書加人

同心 五番組 若同心 山田三太夫 38 文政6年11月 添物書加人

同心 三番組 若同心 神田孫一郎 36 文政8年3月 添物書加人

同心 五番組 若同心 高木万右衛門 36 文政12年7月

同心 壱番組 若同心 成尾杢右衛門 26 天保2年8月

同心 三番組 若同心 高部熊八郎 31 天保4年3月

同心 五番組 若同心 平松庄兵衛 28 天保4年3月

同心 五番組 若同心 神田孫左衛門 25 天保10年12月

同 書物 同心 五番組 若同心 綿脱豊次郎 24 天保4年3月

同心 四番組 若同心 飯尾藤十郎 32 天保4年7月

同心 三番組 若同心 加藤鉄之丞 26 天保6年3月

同心 四番組 若同心 田辺弥兵衛 40 天保7年12月

同心 四番組 若同心 吉野彦助 27 天保7年12月

同心 三番組 若同心 鈴木定次郎 21 天保8年11月

同心 弐番組 若同心 吉沢仙四郎 27 天保9年7月

例繰方 与力 三番組 本勤・三 藤田岩五郎 25 天保3年8月

与力 四番組 本勤並 松浦栄之助 27 天保4年6月

同 下役 同心 三番組 添物書 関口善太夫 53 文化6年2月

同心 三番組 若同心 岡田源兵衛 38 文政7年8月

同心 弐番組 若同心 内藤清左衛門 60 天保2年7月

同心 五番組 若同心 桜井平四郎 32 天保3年11月

同心 五番組 若同心 坂倉繁三郎 24 天保7年12月

同心 三番組 若同心 鈴木定次郎 21 天保8年11月

同心 四番組 若同心 中村伝吉 23 天保11年6月

同心 壱番組 見習 片山重太郎 21 天保7年8月

同心 壱番組 見習 清水鍗之助 16 天保11年2月



分掌 身分 所属 組役・序列 名前 年齢 抱入年月 備考

赦帳撰要方 与力 四番組 本勤・二 松浦弥左衛門 53 文化15年2月

与力 五番組 本勤・三 尾崎新兵衛 36 天保8年10月

与力 三番組 本勤・四 三村吉兵衛 32 天保8年8月

与力 四番組 本勤並 東條八太郎 20 天保8年3月

同 下役 同心 五番組 添物書 近藤八兵衛 48 文政1年7月

同心 五番組 若同心 杉浦太郎右衛門 60 寛政11年10月

同心 三番組 若同心 三井伴左衛門 37 文政7年11月

同心 弐番組 若同心 田中金次郎 35 文政9年5月

同心 壱番組 若同心 秋山伝八 26 天保2年4月

同心 弐番組 若同心 尾上惣一郎 33 天保4年4月

同心 四番組 若同心 大山三十郎 29 天保4年10月

同心 弐番組 若同心 大瀧平三郎 28 天保6年4月

同心 壱番組 若同心 中村武左衛門 28 天保6年5月

本所方 与力 弐番組 同心支配役 都筑十左衛門 45 文化13年8月

同 下役 同心 五番組 年寄 佐野幾右衛門 60 寛政13年2月

同心 弐番組 添物書 神田武八 48 文化10年8月

同心 三番組 若同心 岩附三右衛門 37 文政8年7月

養生所見廻 与力 四番組 本勤・四 嶋佐太夫 32 文政8年7月

同 下役 同心 壱番組 添物書 山崎清太夫 43 文化11年7月

同心 三番組 若同心 高橋伊三郎 39 文政5年9月

同心 弐番組 若同心 尾上惣一郎 33 天保4年4月

高積見廻 与力 三番組 本勤並 米倉作次郎 31 天保7年11月

同 下役 同心 三番組 年寄 平松喜太夫 62 寛政7年3月

同心 壱番組 年寄 大芦喜祖右衛門 44 文政2年8月

牢屋見廻 与力 弐番組 本勤・二 秋山八左衛門 47 文政1年7月

同 下役 同心 四番組 添物書 中村伴蔵 58 文化11年12月

同心 弐番組 添物書助 田中茂十郎 42 文化14年10月

同心 壱番組 若同心 金田惣太夫 60 寛政12年11月

町火消人足改 与力 弐番組 本勤・三 嶋喜一郎 27 天保5年12月

与力 三番組 本勤・四 三村吉兵衛 32 天保8年8月

同 下役 同心 四番組 添物書 中村熊五郎 39 文政4年7月

同心 五番組 添物書助 服部正之助 39 文政3年12月

同心 弐番組 若同心 間米弥右衛門 36 文政5年11月

同心 壱番組 若同心 庄田伝次郎 40 文政10年12月

同 増下役 同心 五番組 若同心 高木万右衛門 36 文政12年7月

同心 三番組 若同心 高部熊八郎 31 天保4年3月

同心 三番組 若同心 高松利兵衛 24 天保8年5月

猿屋町会所見廻 与力 三番組 同心支配役 中山弥十郎 43 文化11年11月

同 下役 同心 五番組 物書 大芦五郎右衛門 47 文化9年4月

同心 壱番組 添物書助 松田孫七 48 文化13年2月

橋定掛 与力 壱番組 同心支配役 加藤又左衛門 47 文化10年4月

同 下役 同心 弐番組 若同心 家城專左衛門 45 文政3年2月 添物書加人

同心 弐番組 若同心 持田太郎助 32 文政8年6月

古銅吹所見廻 与力 四番組 本勤・二 松浦弥左衛門 53 文化15年2月

同 下役 同心 三番組 添物書 戸田儀左衛門 55 文化8年10月

町会所掛 与力 三番組 本勤・二 加藤九平 45 文政7年8月

与力 三番組 本勤・三 米倉緒右衛門 50 文政11年7月

同 下役 同心 五番組 若同心 加納次右衛門 43 文政4年1月

同心 三番組 若同心 早川由郎 50 天保5年12月

同心 五番組 若同心 桑野善次郎 28 天保6年1月

風烈廻 与力 四番組 本勤並 松浦栄之助 27 天保4年6月

与力 弐番組 本勤並 都筑金之助 21 天保7年10月

昼夜廻 与力 弐番組 本勤・四 小川忠之進 43 天保8年1月

同 下役 同心 弐番組 若同心 田中金次郎 35 文政9年5月

同心 五番組 若同心 桜井平四郎 32 天保3年11月

同心 五番組 若同心 綿脱豊次郎 24 天保4年3月



分掌 身分 所属 組役・序列 名前 年齢 抱入年月 備考

隠密廻 同心 三番組 年寄 田辺平左衛門 67 寛政2年12月

同心 弐番組 年寄 大八木七兵衛 65 寛政4年7月

定廻 同心 三番組 年寄 豊田磯右衛門 62 寛政7年6月

同心 三番組 年寄 山本兵太夫 54 文化2年12月

同心 三番組 物書 高部次部左衛門 51 文化3年9月

同心 壱番組 物書 片山伊左衛門 44 文化7年5月

臨時廻 同心 弐番組 年寄 鈴本定八 47 文化7年8月

同心 弐番組 年寄 持田勝助 49 文化7年8月

同心 五番組 若同心 桑野平九郎 61 享和2年3月

同心 壱番組 若同心 瀧田源次郎 44 文政2年5月

同心 弐番組 若同心 大八木四郎三郎 38 文政7年8月

同 増役当分助 同心 五番組 添物書 片山門左衛門 44 文政1年7月

人足寄場定掛 同心 三番組 若同心 早川杢之助 77 文政5年2月

同心 弐番組 若同心 葛岡郡蔵 38 文政9年12月

下馬廻 同心 三番組 添物書 関口善太夫 53 文化6年2月

同心 四番組 若同心 田辺清三郎 39 文政5年4月 添物書加人

同心 五番組 若同心 山田三太夫 38 文政6年11月 添物書加人

同心 三番組 若同心 三井伴左衛門 37 文政7年11月

同心 三番組 若同心 神田孫一郎 36 文政8年3月 添物書加人

同心 五番組 若同心 三井伴次郎 35 文政11年8月

同心 四番組 若同心 大八木所左衛門 32 文政11年9月

門前廻 同心 三番組 若同心 長瀬又次郎 36 文政7年5月

同心 三番組 若同心 岡田源兵衛 38 文政7年8月

同心 三番組 若同心 三井伴左衛門 37 文政7年11月

同心 弐番組 若同心 田中金次郎 35 文政9年5月

同心 弐番組 若同心 葛岡郡蔵 38 文政9年12月

同心 弐番組 若同心 内藤清左衛門 60 天保2年7月

同心 弐番組 若同心 柴田勘太夫 29 天保2年8月

同心 四番組 若同心 高部長蔵 31 天保4年5月

同心 三番組 若同心 加藤鉄之丞 26 天保6年3月

同心 壱番組 若同心 大村万助 34 天保8年9月

世話役 同心 五番組 若同心 早川鍋五郎 39 文政5年4月

同心 三番組 若同心 長瀬又次郎 36 文政7年5月

同心 弐番組 若同心 柴田勘太夫 29 天保2年8月

引纏役 同心 五番組 若同心 早川鍋五郎 39 文政5年4月

同心 三番組 若同心 長瀬又次郎 36 文政7年5月

同心 弐番組 若同心 柴田勘太夫 29 天保2年8月

定触役 同心 三番組 添物書 戸田儀左衛門 55 文化8年10月

同心 壱番組 若同心 吉野勝十郎 58 文政3年8月

同心 五番組 若同心 早川鍋五郎 39 文政5年4月

同心 弐番組 若同心 内藤清左衛門 60 天保2年7月

定中役 同心 壱番組 若同心 秋山伝八 26 天保2年4月

同心 五番組 若同心 桜井平四郎 32 天保3年11月

同心 五番組 若同心 平松庄兵衛 28 天保4年3月

同心 三番組 若同心 加藤鉄之丞 26 天保6年3月

同心 壱番組 若同心 中村武左衛門 28 天保6年5月

同心 四番組 若同心 吉野彦助 27 天保7年12月

同心 弐番組 若同心 中村元四郎 24 天保10年4月

同心 壱番組 見習 出口直三郎 23 天保7年8月

同心 五番組 見習 穂坂豊三郎 23 天保7年8月

両組姓名掛 同心 弐番組 若同心 中村元四郎 24 天保10年4月

同心 五番組 見習 穂坂豊三郎 23 天保7年8月

同心 五番組 無足見習 田中弥十郎 21 天保12年1月

データ作成者：瀬田琉次郎

更新履歴 ※朱書きが今回の更新箇所

v2017052301 出口杢三郎→出口直三郎

大八木和左衛門→大八木所左衛門

v2015052001 添物書加人を備考欄に追記

下馬廻に山田三太夫を追記


