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藤原氏
中臣氏／中臣氏一門／藤原氏／北家①九条流／御堂流／摂関家（五摂家）／近衛流／近衛家／鷹司家／松殿家／九条流／九条家／摂家将軍家／二条家／富小路家／一条家／土佐一条氏／醍醐家／式家／

京家／中臣氏二門／大中臣氏（二門）／卜部氏／吉田家／中臣氏三門／大中臣氏（三門）系図
藤原北家②御堂流／花山院流／花山院家／五辻家／中山家／大炊御門家／難波流／難波家／飛鳥井家／中御門流／中御門家／松木家／持明院流／持明院家／園家／一条家／御子左流／御子左家（二条
家）／冷泉家／上冷泉家／藤谷家／下冷泉家／京極派／藤堂氏／中関白家／水無瀬流／水無瀬家／堀河家／坊門家／道兼流／伊沢氏／留守氏／水沢伊達氏／宇都宮氏／世尊寺家／小野宮流／師尹流（小

一条流）／小一条家／姉小路家／系図
藤原北家③閑院流／三条流／三条家／姉小路家／正親町三条流／正親町三条家／三条西流／三条西家／武者小路家／滋野井家／阿野家／西園寺流／西園寺家／橋本家／今出川家／洞院流／洞院家／正親

町家／四辻流／四辻家／西四辻家／徳大寺家／兼通流／本多氏系図
藤原北家④良門流／勧修寺流／甘露寺家／清閑寺家／坊城家／勧修寺家／中御門家／万里小路家／葉室家／上杉氏／八条上杉家／再興上条上杉家／扇谷上杉家／山内上杉家／山浦上杉家／長尾上杉氏／
米沢上杉家／越後上杉家／上条上杉家／井伊氏／掃部頭家／兵部少輔家／高倉流（法性寺流）／高倉家／真夏流／日野家／裏松家／烏丸家／勘解由小路家／柳原家／三室戸家／町家／広橋家／大谷本願

寺／西本願寺（真宗本願寺派）／西大谷家／東本願寺（真宗大谷派）／東大谷家系図
藤原北家⑤／魚名流①／末茂流／善勝寺流／四条家／櫛笥家／園池家／山科家／鷲取流①／山蔭流①／利仁流／斎藤氏／美濃斎藤氏／鬼庭氏／茂庭氏／原田氏／鎌田氏／加藤氏／遠山氏／岩村遠山氏／

飯羽間遠山氏／明知遠山氏／苗木遠山氏／片倉氏／白石片倉氏／仙台片倉氏系図
藤原北家⑥／魚名流②／鷲取流②／山蔭流②／伊達氏／米沢伊達家／仙台伊達家／中村氏／川崎伊達氏／宇和島伊達家／吉田伊達家／岩出山伊達家／亘理伊達家／懸田氏／桑折氏／飯坂氏／吉岡伊達氏

／伊達崎氏／田手氏／宮床伊達氏／安達氏系図　伊達氏諸家血脈図
藤原北家⑦／魚名流③／秀郷流①／千晴流／平泉藤原氏／津軽氏／刈田氏／白石氏／登米伊達氏／米岡白石氏／蒲生氏系図

藤原北家⑧／魚名流④／秀郷流②／千常流／小山氏／大石氏／下総結城氏／越前松平家／福井松平家／糸魚川松平家／津山松平家／松江松平家／広瀬松平家／前橋松平家／明石松平家／白河結城氏／小
峰氏／真坂白河氏／伊賀氏／比企氏／佐藤氏／美濃佐藤氏／信夫佐藤氏／本吉馬籠佐藤氏／長州佐藤氏／置賜佐藤氏／砂金沢佐藤氏／角館佐藤氏／大友氏／立花氏／仙台立花氏系図

藤原南家／工藤氏／伊豆工藤氏／日向伊東氏／安積伊東氏／伊東氏／尾張伊東氏／河津氏／曾我氏／奥州工藤氏／越後赤塚工藤氏／越後赤塚工藤分家／新潟工藤家／二階堂氏／須賀川二階堂氏／吉川氏
／毛利吉川氏／相良氏／高倉流／高倉家／藪家系図
木下氏／羽柴氏／賜姓藤原氏／豊臣氏／蜂須賀氏系図

☆本SiteはmacOS上で制作しています。WindowsなどMac以外のパソコン、全てのスマートフォン上では、図版の罫線の乱れなどで系図類が正しく再現されない場合があります。
その際は、＜PDF版＞をお試しください。

中臣氏／中臣氏一門／藤原氏／北家①九条流／御堂流／摂関家（五摂家）／近衛流／近衛家／鷹司家／松殿家／九条流／九条家／摂家将軍家／二
条家／富小路家／一条家／土佐一条氏／醍醐家／式家／京家／中臣氏二門／大中臣氏（二門）／卜部氏／吉田家／中臣氏三門／大中臣氏（三門）

系図

＜記紀神話＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中臣氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中臣氏一門＞〔藤原氏〕
天児屋命─天押雲根命…………神聞勝命─国摩大鹿島─臣狭山命─雷大臣命─大小橋命─阿麻毘舎卿─阿毘古─真人─鎌子─黒田─常磐─可多能祜┬御食子─鎌足───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中臣氏二門＞　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├国子──国足──┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中臣氏三門＞　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└糠手子─許米─┐││
┌────────────────────────────────────（中臣氏三門）──────────────────────────────┘││
│┌───────────────────────────────────（中臣氏二門）───────────────────────────────┘│
││┌──────────────────────────────────（藤原氏）──────────────────────────────────┘
│││　　　　　　　　　┌豊成──┬継縄─乙叡─貞雄─保則
│││　　　　〔南家〕　│　　　　└中将姫
│││　　　　┌武智麻呂┼仲麻呂（恵美押勝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔二階堂氏〕
│││　　　　│　　　　│├──┬訓儒麻呂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─時信──┬─維遠────維兼─維行─行遠─行政
│││　　　　│　　　┌宇比良古├朝狩（朝獦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│〔入江氏〕
│││　　　　│　　　││　　　├徳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─維清────清定┬清実　　　〔吉川氏〕
│││　　　　│　　┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　　〔工藤氏〕　　　　　　　　　　│〔伊豆工藤氏〕　　（伊東氏）　└景兼─景義─経義
│││　　　　│　　││├乙麻呂──是公──雄友─弟河─高扶─清夏─維幾──為憲────時理──┼─維景─維職─維継─祐隆＝祐継─祐経　　　　　〔相良氏〕
│││　　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［道長四天王／武人　　└─時文─維兼─維頼─周頼＝光頼─頼寛─頼繁─頼景─長頼
│││　　　　│　　│││　　　　┌黒麻呂─春継─良尚─菅根─元方─致忠─┬保昌　　　四人組］
│││　　　　│　　│││　　　　│　　　┌女子　　　　　　　　　　　　　└───┐
│││　　　　│　　││＜高倉流＞├真作┬三守─有貞─経邦─興方─正雅───師長────登任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高倉家／藪家〕
│││　　　　│　　││└巨勢麻呂┴貞嗣─高仁─保蔭─道明─尹文─永頼───実範───┬季綱────友実────能兼───┬範兼───＝範季
│││　　　　│　　││　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└実兼────通憲（信西）　　　　　└──────範季
│││　　　　│　　││　　　　　　　　＜真夏流＞　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日野家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　┌─真夏─濱雄─家宗─弘蔭─繁時───輔道─有国─資業─実綱─有信┬実光─資長─兼光┬資実─家光─資宣─俊光┬資名
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　　　　┌遠経─良範─純友　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　＜本願寺＞　〔広橋家〕　　　　　　　├資朝
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　　　┌┤　　　　　　　　　┌┐　　　│　　　　　　　　　　└有範─親鸞　　　└頼資　　　　　　　　〔柳原家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　　　│├高経─惟岳─倫寧──┼長能　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└資明
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　＜高倉流（法性寺流）＞　　│└菅原孝標室─菅原孝標女
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　┌長良│　　　　　　　　　│　　　　│
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││　│├─┼清経─元名┬文範───為雅────中清────範永────良綱────孝清─範孝─宗隆─実隆───┐
│││　　　　│　　││　　　　　　　│││┌─乙春│　　　　┌┘　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌──────────────────┘
│││　　　　│　　││　　　　　　　││││（末茂流総継女）│＜小野宮流＞　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│〔高倉家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　││└───────┐　│┌実頼──┬敦敏────佐理　　　　　　　　　　　└─範昌─永経─永賢─永忠─範賢─永季
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　│└頼忠──┬─公任
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　│〔世尊寺家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　│┌伊尹────義季────行成　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔坊門家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　││　　　││　　　　　　┌伊周　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌信隆
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　││　　　││〔中関白家〕＜水無瀬流＞　　　　　　┌師家　　　　　　〔水無瀬家〕
│││　　　　│　　││　　　　　　　││　││　││　　│　││　　　│├兼通　││┌道隆───┼隆家────経輔───┴師信─経忠─信輔┴親信
│││　　　　│　　│├─鳥養　　　　││　││　││　　│　││　　　│［本朝第一美人三人］　　└────┐
│││　　　　│　　││┌永手──曹司││　││　││　　│　││　　　└─藤原道綱母│　　　　　　　　　　│
││（藤原氏）〔北家〕││　　　　登子（坂上苅田麻呂次女）│　││　　　　│├─────道綱────豊子（弁宰相君）
││└─不比等┼房前─┤│　　　　├　││　││　││　　│　││　　　　││├──────────女子　　│
││　　│　　│├───┼真楯──内麻呂│　││　││　　│　└─国章───近江（対御方）　　　　　　　　　│
││　　│　┌─牟漏女王└御楯　　├─┴─冬嗣─┐││　　│　　│　　　　│├──────────────┐│
││　　│　││　　││　├　　　百済永継││││└─基経│　　│　　　　││　　││＜道兼流＞　　　　　││　　　　　　　　　　　　〔伊沢／留守氏〕
││　　│　││　　└──児依　　│　　│├─┼良房＝基経├時平＜九条流＞││　　││├道兼────兼隆────兼房───┬兼仲─兼信─家景
││　　│　││　　　├─清河　　│　　└美都子├┐│├─┼忠平┼師輔──┼兼家　││＜御堂流＞　　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　〔宇都宮氏〕
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　┌──潔姫┌女子│　　│　　　　│├────┼道長　　　　　　　││　　　　　　└宗円────宗綱─朝綱
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││├良相└─┐│　┌──────山蔭流時姫│├───┬─頼通───┬師実┬───師通────忠実┬忠通───┐
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　│＜師尹流＞│　　┌───倫子　　├─教通　│││　　│　　　　　　　　　　　└頼長─師長│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　│└師尹　　│　　└─────┐　│　　　　│││　　＜花山院流＞　　　　　　〔花山院家〕│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　└┐　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　　├家忠─忠宗┬忠雅─兼雅┬忠経　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　〔大炊御門家〕〔中山家〕　〔五辻家〕　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　　├───経実└忠親　　　└家経　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　　│　　〔難波家〕　　　　　　　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　　└───忠教─頼輔─頼経┬宗長　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│　　　　│││　　　　　　　　　　　　　　〔飛鳥井家〕│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　││││　│　│＜中御門流＞│　　　　　〔中御門家〕　　　└雅経　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　　│││├────┬頼宗────俊家──┬─宗俊　　　〔一条家〕　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　┌───明子│　│├能信　│││　　　　│　　　　　　┌通重　　　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│　││├───＝┴───┐│＜持明院流＞〔持明院家〕　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│┌──祉子　││　　　　│└─基頼─通基┴基家┬基宗　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　││││　　　││　　　　│　　　　　　　　　　〔園家〕　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　││││　　　││　　　　│　　　　　　　　　　└基氏　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││＜御子左流＞　　　　│　　　　〔御子左（二条）家〕　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││└長家────忠家─俊忠─俊成─定家─為家┬為氏　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││　　　　││　　　　│　　　　　　　　　　〔冷泉家〕　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││　　　　││　　　　│　　　　　　　　　　├為相　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││　　　　││　　　　│　　　　　　　　　　＜京極派＞　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　　│　　│││││　│││　　　　││〔摂津源氏〕　　　　　　　　　└為教　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　┌─貞純親王│〔清和源氏〕〔多田源氏〕┌頼光────頼国────頼綱─仲政─頼政│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　　││├─────経基王───満仲┘││〔大和源氏〕〔奥州石川氏〕〔澤田氏遠祖〕　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　┌──柄子│││││　│││　├────┼頼親─頼遠─有光─元光─光義（澤田太郎）│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│└────────高倉流女子│　　　│　　　　　　　　├──義季─基光│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　│││　　　　│││　　　│　　　　　　　┌法成院　　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　│││　　　　││〔河内源氏〕　　　┌義親┐（佐竹氏）　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　│││　　　　││└頼信─頼義┬義家┼─＝┴為義─義朝─頼朝│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　││├───────妍子（道長次女）│　　〔足利氏〕　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│├──────超子　││　├───┐│　　└義国─義康─義兼─義氏│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　│││　├─────三条天皇││　　　　　〔佐竹氏〕　　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　│││┌冷泉天皇─┐├　　││└義光┬義業┴義昌〔武田氏〕　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　││││　　　└──北家綏子│　　　└義清─清光┬信義　　　│
││　　│　││　　　│　　　　　│　　　││││││　││　　│　　│││　　│　│││　││││　　　　││├──頼賢　　　　　　┌──┘　　　　　│
││　　│　││　　　│　┌───┘　　　││││││　│└───女子│││　　│　│││　││││　　　　│〔村上源氏〕　　　　　　│　　〔南部氏〕　│
││　　│　││　　　│　│　　〔良岑氏〕││││││　│　　　│├─┘││　　│　│││　│││├為平親王──頼定　└──────┐└遠光─光行　　　│
││　　│　││　　　│　├───安世─────宗貞│　│　　　〔文徳源氏〕　　│　│││　││││　　　　││　　　　│　　　　　│　　　〔花山源氏〕│
││　　│　││　　　│　│　　　　　　　│││（僧正遍昭）　┌─能有│││　　│　│〔宇多源氏〕│　　　　│└花山天皇──清仁親王─延信王─康資王　　│
││　　│　││　　　│　│　　　　　　　││││└────高子│　┌───敦実親王──雅信┘│├─────────────威子（三女）　　　　　　　　│
││　　│　││　　　│　│　　　　　　［本朝第一美人三人］│││　││││　　└─────┐│├──────────┐│　├──┐└─寛子（御堂流→　│
││　　│　││　　　│　│　　　　　　　││││　└明子　├───────陽成天皇└───────遵子　　│　　　　││┌後一条天皇　├　　中御門流　│
││　　│　││　　　│＜桓武朝＞　　　　││└順子　├──清和天皇──┘├──────安子││││├　　　└─中関白定子│　　　└──章子内親王　　　│
││　＜天智朝＞光仁天皇─桓武天皇　　　　│││├──文徳天皇┘│　│└──穏子　　　│├────┴円融天皇　　├　　└──嬉子（六女）├　　　　　　　│
││　　│　││　　　│　├───嵯峨天皇┼──仁明天皇└──┐│　│　　│├─────村上天皇│　├─────一条天皇││├─────後冷泉天皇　　　│
││　　│　││　　┌──乙牟漏（式家良継女）││┌─人康親王┘│　│　　││　　　　└──────詮子　　　　├────┴後朱雀天皇　　　　　　　　　│
││　　│　││　　││　├───淳和天皇│││├┴─光孝天皇　│　│　　││　　〔醍醐源氏〕│└───────彰子　　│　├─────後三条天皇　　　│
││　　│　││　　││┌旅子（式家百川女）├─沢子　├──宇多天皇┴───醍醐天皇──高明┘│　　　　　　　（長女）　└─禎子内親王　├──────┐│
││　　│　││　　││└─────┐　　│（末茂流┌班子女王　│　　　　＜兼通流＞　　　　　│　　　　　　　┌────────────茂子　　　　　││
││　　│　││　　││　│　　　　│　　││総継女）　　　　　│　　　　├兼通─顕光─顕忠─兼家─兼助─光助─助俊─助清─清家─家満─光秀─助秀　　││
││　　│　││　　││　│　　　　│　　││〔嵯峨源氏〕　　　│　　　　＜閑院流＞　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　│　　　　│　　└──融　│　　　　　│　　　　└公季────実成─┴──公成───┴実季──┬─公実──────────┐││
││　　│　││　　││　├───仲野親王─────┘　　　　　│　┌─────────────────────────┘　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││┌河子（京家大継女）│┌┘　　　　　　　│　│┌──────────────────────────────────────┘││
││　　│　││　　││└──────┐　　││　　　　　　　　│　││　＜三条流＞　〔滋野井家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　││　〔三条家〕　┌実国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│└┬─実行─公教┴実房┬公房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　〔姉小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　　├公宣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│＜西園寺流＞　　　〔正親町三条家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│〔西園寺家〕　　　└公氏─実蔭─公貫─実躬─公秀─実継┬公豊　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　├─通季─実宗─公経┬実氏─公相┬実兼┬公衡　　　　　　〔三条西家〕　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│〔徳大寺家〕　　　│　　　　　│　〔今出川（菊亭）家〕└公時　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　├─実能─公能─実定│　　　　　│　　└兼季　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　├─季成─┐　　　　│　　　　　〔橋本家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　│　　　　〔洞院家〕　└実俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　│　　　　├実雄─公守┬実泰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　│　　　　│　　　　　〔正親町家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　　　　　　　│　│　│　　　　│　　　　│　　　　　└実明　　　〔四辻家〕　　　　　　　　　　　　││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　┌利基─兼輔─雅正───為時───┬惟規└実藤─実為─公春─実郷─季顕─実茂─季俊─実仲＝公音─┐││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　│　　　　　│　│　│　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔上杉氏〕│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　│　　　　　│　│　│　　　　│┌─説孝────頼明────憲輔─盛実─顕憲─盛憲─清房─重房　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　││　　│　　　　　│　│　│　　　　││└紫式部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　＜良門流＞＜勧修寺流＞　│　│　　　　││　├─────賢子（大弐三位）　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│└良門┼高藤─定方─朝頼───為輔──┴─宣孝────隆光────隆方────為房──┬─為隆───┐│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　│　　　　　│　│　│　　　　│　　　　　　　〔井伊氏〕　　　　　　　　　　　　└─顕隆──┐││││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　└利世─共良─良春───良宗────共資───＝共保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│┌────────────────────────────────────┘││││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　││┌────────────────────────────────────┘│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││〔吉田家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔甘露寺家〕　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　││└─光房─経房─定経─資経┬経俊┬為経─経長┬隆長─藤長　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　│　　│　　　　　〔清閑寺家〕　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　│　　〔坊城家〕　└資房　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　│　　├俊定─定資┬俊実　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　│　　〔中御門家〕〔勧修寺家〕　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　│　　└経継　　　└経顕　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　〔万里小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　└資通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│││　　　　│　　　　　　　〔葉室家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│└─┬顕頼─光頼─宗頼─宗方─資頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　　　││　　│　　　　　　　　　│　│　││　　　│　　　　〔姉小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　＜鷲取流＞　│　　　＜山蔭流＞　│　│　│└顕長─長方─宗隆─宗房　〔中村氏〕　　　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕　│││
││　　│　││　　││　　　　┌鷲取──藤嗣─高房┬山蔭┬中正┴安親────為盛────定任────実宗────季孝───家周──光隆─朝宗　　　│││
││　　│　││　　││　　　　│　││　　│　　　（四条中納言）　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安達氏〕　│││
││　　│　││　　││　　　　│　││　　│　　　│　　└如無─在衡────国光────忠輔────相任────相継─相国─国重─兼広─盛長　　　│││
││　　│　││　　││　　　　│　││　　│　　　│　　　　　　　│　│　　　　│　　〔加藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　││　　　　│　││　　│　　　＜利仁流＞　　　│　│　〔斎藤氏〕　┌重光────貞正─正重─景道─景清─景員─景廉┬景長　　　│││
││　　│　││　　││　　　　│　││　　│　　　└時長────利仁────叙用───┴伊傳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔遠山氏〕　│││
││　　│　││　　││＜魚名流＞　││　　│　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└景朝　　　│││
││　　│　││　　│├─魚名┐＜末茂流＞　└┐　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　＜善勝寺流＞　　　　　　　　　　　　〔四条家〕　│││
││　　│　││　　││　├──┴末茂──総継┴直道─連茂─佐忠─時明────頼任────隆経────顕季────家保────家成────隆季　　　│││
││　　│　││　┌───女子│＜秀郷流＞　　　　　　　　＜千晴流＞│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔平泉藤原氏〕　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　│││　　　└─藤成──豊沢─村雄─秀郷┬千晴─千清────正頼────頼遠────経清────清衡　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　││└─楓麻呂　　││　　　　　　　　　＜千常流＞│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　│└────┐　　││　　　　　　　　　└千常─文脩───┬文行────公光────公清────季清────康清────義清　　　│││
││　　│　│〔式家〕　　　　│　　││　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　│　　　　　　　　〔太田氏〕　　　　　　　〔小山氏〕　　（西行）　│││
││　　│　│├宇合──┬広嗣│　　││　　　　　　　　　　　　　　│　│　└兼光────頼行────行尊────行政────政光───┬朝政　　　│││
││　　│　││　│　　├良継┼─詫美│　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└朝光　　　│││
││　　│　││　│　┌───┘　　││　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　│　│├清成──種継─┬仲成　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　│　│├百川　　　│││　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　└──┤├──┬緒嗣│└薬子　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││　　　└─諸姉　└─┘│　├──貞本─正峯─在興─正倫────合茂────敦信────明衡────敦光────有光　　　　　　　　　│││
││　　│　│〔京家〕　└蔵下麻呂────縄主　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　│├麻呂───浜成─┬大継┘　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　│├宮子　　　　　　└豊彦──冬緒─灌木─望見─清光─輔遠　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││├────聖武天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　││文武天皇　├───孝謙／称徳天皇　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　├────────光明子　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　│└─────多比能　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　│　　　　　　├───奈良麻呂　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　└────┐〔橘氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　橘三千代───┴─諸兄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　┌─────────────────────────────┘　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　　┌────────────────────────────┘　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　│　　│　　　　　┌───────────────────────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│││（桓武朝）　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
││└─白河天皇─堀河天皇│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
││　　│├────鳥羽天皇┌崇徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜持明院統＞　　　　　＜北朝＞　　　　　　　　　　│　│
││　　└閑院流苡子├───┴後白河天皇─高倉天皇─後鳥羽天皇─土御門天皇─後嵯峨天皇─後深草天皇─伏見天皇─後伏見天皇─光厳天皇─崇光天皇─────┐│
││　　　　　└──徳大寺璋子├─────以仁王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　└─徳大寺成子　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────────（四辻家）──────────────┘││
││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│││〔伏見宮家〕　　　　＜伏見朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─季遠────公遠───季満────与津子　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││└─栄仁親王─貞成親王─後花園天皇─後土御門天皇─後柏原天皇─後奈良天皇─正親町天皇─誠仁親王─後陽成天皇　├──┬──賀茂宮　　　　　　　　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──┬──後水尾天皇─霊元天皇─東山天皇────┐│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌近衛前子　　├─────明正天皇┌近衛熙子（天英　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中和門院）┌和子（東福門院）　　│├　　　　　院）││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔徳川氏〕家康───秀忠───┴家光──┬─綱重───家宣　　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　├　　│└─綱吉　　│├───家継　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌────鷹司孝子　　├　　　│月光院　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　│┌─鷹司信子│　　　　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　┌百子　　〔卜部氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│┌兼名─兼顕─兼好（吉田兼好）　　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　├智治麻呂─平麻呂─豊宗─好真─兼延─兼忠┬兼親─兼政─兼俊─兼康─兼貞─兼茂┴兼直─兼藤─兼益─兼夏─兼豊─────┐││
││（中臣氏　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤井家〕　　　　　　　　│　│　│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　│││
││　　二門）　〔大中臣氏（二門）〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　└兼国　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　│││
│└──意美麻呂─清麻呂─諸魚┴今麻呂─常麻呂──雄良─岡良─輔道─頼基─能宣─輔親┬輔隆─輔経─親定─親仲─親隆─能隆─隆通─隆世─定世─定忠─┐│││
│（中臣氏三門）　　　　　　　　　　　　　　　　〔大中臣氏（三門）〕　　　　　　　　└伊勢大輔〔高階氏〕　│　　　　　││　　　　　│　　　　　　││││
└───大嶋───馬養──石根─道成──益継───逸志─伊度人　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌────────┘│　　　　　│　　　　　　││││
┌────────────────────────────────────（大中臣氏）──────────────────────────────┘│││
│┌───────────────────────────────────（卜部氏）────────────────────────────────┘││
││┌──────────────────────────────────（伏見朝）─────────────────────────────────┘│
│││┌─────────────────────────────────（御堂流）──────────────────────────────────┘
││││　　　〔摂関家（五摂家）〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────┴────┐　│　　　　　│
││││　　　＜近衛流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│││　　　　　　│　│　　　　　│
││││　　　〔近衛家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│││　　　┌＝豊臣秀吉　　　　　│
│││└┬───基実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└──┐　　│　　└信尋　　　　　│
│││　│　　　├──基通┬家実┬兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣─忠嗣─房嗣─政家─尚通┬稙家┴前久┴信尹＝信尋─尚嗣─基熙┬家熙┬家久───┐
│││　│　　　中関白忠隆女　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└晴通〔久我家〕　　　│　　　　　└┘　　│　　　　　│
│││　│　　　　　　　┌────────────────────────────────────────────────┬────────┘　　　　　│
│││　│　　　　　　　││　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└──文智女王　　　││　　　　　　　　　　　　　　│
│││　│　　　　　　　││　　〔鷹司家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　├　　　　　　│└房熙　　　　　　　　　　　　│
│││　│　　　　　　　││　　└兼平─基忠─冬平─師平─冬通─冬家─房平─政平─兼輔─忠冬＝信房┬信尚─教平┬房輔┬兼熙＝房熙＝基輝＝輔平┬政煕──┐│
│││　│　　　　　　　│〔室町鷹司家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───信房├─┘　　　│　　├実輔　　┌─基輝┌輔平└実堅　　││
│││　│　　　　　　　│└兼基─兼忠─兼輔─輔房…………房通［断絶］　　　　　　　　││　　　　〔鷹司　　┌───┘〔西園寺家〕　　│　　　〔徳大寺││
│││　│　　　　　┌師家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　│松平家〕│├─────┐　│　　　│　　　　家〕　││
│││　│　　〔松殿家〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　└信平　　│└────┘│　│　　　［再興］　　　　││
│││　├───基房┴忠房─良嗣─通輔─忠嗣─冬輔─忠行─基高─忠顕─家豊…………………………………………［再興］＝┬道基……………＝┬忠孝［断絶］　││
│││　│〔河内源氏〕義朝┬頼朝─頼家┬公暁　┌───────────────────────────────────────────┘　　　　　　　││
│││　│　　　　　　　│└坊門姫　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　┌───────┤　┌──┘　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　│　　　┌良通　中御門一条能保　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　│　西園寺公経　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　│　　├────掄子│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　│┌全子│　│　│　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　└┴─┐│　│　│　└鞠子（竹御所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　　＜九条流＞│　│　　├　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　　〔九条家〕│　│　〔摂家将軍家〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　├───兼実┴良経　├──頼経─頼嗣　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　┌─兼孝　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　　　　│　├──道家┬教実─忠家─忠教┬師教＝房実＝道教＝経教┬忠基＝満家─政基┬尚経┬稙通＝兼孝─幸家│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　│　　　　└─女子　　　│　　　　　　│　└───房実┌道教┌経教└───満家││　│　　├政長〔花山院家〕│　　│　│　　　│　　　　　　　││
│││　└───慈円　　│　　　│　　　　　　│　　　　└──┘　　│　　　　　　　　││┌───┤　│　　│　├─┼道房└兼晴　　　│　　　　　　　││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││││　　└三好一存室　完子│├─＝兼晴┐　　│　　　　　　　││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││││　　　　│（豊臣秀勝女）鶴姫│├──輔実───────┐││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││││　　　　│　（松平忠直次女）├待姫│　　│　　　　　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││├澄之〔細川氏〕│┌──┘　┌───┤　　│　　　　　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││└脩季〔今出川家〕│　　　　││　│└住如〔大谷家　　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　│　　││　　　　││　│　　　（西本願寺）〕│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　│　　││　　　　│├愛姫〔浅野綱晟後室〕　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　〔二条家〕　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　│　　││　　　　│└八代姫〔浅野綱晟室〕　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　├良実┬師忠＝兼基─道平┬良基┬師嗣┬満基＝持基─持通─政嗣─尹房　　│　　│└康道　　└─綱平　　　│　　　　　　│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　└───兼基　　　│　　│　　└───持基　　　│││　├──晴良┬昭実＝康道─光平＝綱平─吉忠┬宗熙───┐│││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　├─────┘　　　　　　　　││└─経子　　└┤　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　││││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　〔富小路家〕　　　　　　　　　└────────┘　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　││││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　└道直─通則─永職─永則─則氏┬通治＝俊通─資直─氏直─種直─秀直＝頼直────────┐││││
│││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└通慶─俊通　　　　　│　　　　　　（持明院基久男）　　　│││││
│││　　　　　　　　　│　　　│　┌────────────────────────────────────────────────┘　　　　│││││
│││　　　　　　　　　│　　　│　│　　　　│┌──────────────────────────────────────┘　　　│　　　　│││││
│││　　　　　　　　　│　　　〔一条家〕　　││　　　　　　└経嗣　　　　　┌─房通　└──昭良　　　　　└─兼香　　　　　　　　　│　　　　│││││
│││　　　　　　　　　│　　　└実経─家経─内実─内経─経通＝経嗣─兼良┬冬良＝房通─兼冬＝昭良┬教輔─兼輝＝兼香┬道香─輝良─忠良┬忠香─┐│││││
│││（伏見朝）　　　　│　　　　　└─二条舎子（青綺門院）　　　　　　　│　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　（溢子）　　└建通　││││││
││└──────────┬中御門天皇　├────後桜町天皇　　　　　　　│　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──八代君　〔久我家〕││││││
││　　　　　　　　　　││├─────桜町天皇│　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　〔天城池田家〕政純─静子　├──治紀─斉昭　││││││
││　　　　　　　　　　└─近衛尚子　　├────桃園天皇　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　│　　　　　　　〔水戸家〕治保　　　│　　　││││││
││　　　　　　　　　　（新中和門院）┌定子（開明├────後桃園天皇　　│　│　　　　　　　　　〔醍醐家〕　　　　└兼純　　　　　　│　　　││││││
││　　　　　　　　　　　│姉小路実武┘　門院）└一条富子（恭礼門院）　　│　│　　　　　　　　　└冬基┬冬熙─経胤＝兼純＝冬香＝輝久───┐││││││
││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌───────┤　　　　　　│　│┌政房　　　　　　　　　└公全　　　├───冬香┌輝久│　　│││││││
││　　　　　　　　　　　│　　　　　┌──────────近衛維子　　　〔土佐一条氏〕　　　　　　　　〔徳大寺家〕└─────┘　　│　　│││││││
││　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└─欣子内親王┌鷹司繋子　　　└教房┴房家┬房冬─房基─兼定─内政─政親………［再興］＝┬─實基│││││││
││　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　│　├　　　│├　　　　　　　　└───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　〔閑院宮家〕│　　　│＜閑院朝＞├鷹司祺子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　└直仁親王┬─典仁親王─光格天皇│├　　　┌九条夙子（英照皇太后）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　├────仁孝天皇│├　　┌─一条美子（昭憲皇太后）　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　勧修寺婧子├────孝明天皇　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　　　　│正親町雅子├────明治天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　　　　│　　　　│中山慶子　├────大正天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　柳原愛子　├───┬昭和天皇┬平成天皇┬令和天皇─愛子内親王│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　┌────九条節子〔三笠宮家〕　　　　〔秋篠宮家〕　││　　│││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　│　　（貞明皇后）└崇仁親王─┐　　　└文仁親王─悠仁親王　│││││││
││（卜部氏）　　　　　　　　　　　││　　　│　　　┌──────────────────────────┘│　　　　　　　　　　││　　│││││││
│└──┬兼繁─兼有─兼祐　　長上］││　　　│　　　│　│　　　　│　　　│┌───────────────┘　　　　　　　　　　││　　│││││││
│　　　〔吉田家〕　　　　［神祇管領└────────────────────────────────────────────────┘　　│││││││
│　　　└兼煕─兼富─兼名─兼倶┬兼致─兼満＝兼右─兼見─兼治┬兼英─兼起─兼敬─兼章─良延─良倶─良連─良煕─良義┬良正─良兼　　│　　　│││││││
│（大中臣氏）　　　〔藤波家〕　〔清原氏〕　┌兼右　　│　│　〔萩原家〕　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　└良貞　　　　　│　　　│││││││
└───────親世─清世　　　└宣賢───┘│　　　│　│　└兼従＝員従　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔清閑寺家〕　│　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────────────員従　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│││││││
　　　　┌────────────────────────────────────（醍醐家）────────────────────────┘││││││
　　　　│┌───────────────────────────────────（一条家）─────────────────────────┘│││││
　　　　││┌──────────────────────────────────（富小路家）─────────────────────────┘││││
　　　　│││┌─────────────────────────────────（二条家）───────────────────────────┘│││
　　　　││││┌────────────────────────────────（九条家）────────────────────────────┘││
　　　　│││││┌───────────────────────────────（鷹司家）─────────────────────────────┘│
　　　　││││││┌──────────────────────────────（近衛家）──────────────────────────────┘
　　　　│││││││　　　　│　　┌──────────┘　　　　│　　　││┌──────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││││（近衛家）　　││　　　│　　　│　　　　　　│　　　││└護煇　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││└──────内前┴経熙┬基前─忠熙┬忠房┬篤麿─文麿┬文隆＝忠煇（護煇）│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　│　　│　　　││（広大院）　　└英麿〔津軽氏〕││├──忠大　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　│　　│　　　└＝┬寔子│└＝天璋院　│　　││└─三笠宮甯子　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　│　　島津重豪──┘├──敦之助〔清水家〕　└温子│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　│　　│　　　　│　徳川家斉　　　　　│　　　├┬─護熙　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││（鷹司家）│　　│　　　　│　　〔細川氏〕護久┬─護立─護貞│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││└──────┬政通┬輔煕＝煕通─信輔┬平通　　││　　　│└───────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││　　　　　　│├─┘│　┌─煕通　　││├＝┬尚武─尚通　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││　　　　　　││　　├公純　│　　　└─和子内親王│　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││　　　　　　││　　│〔徳大寺家〕　　└章子│　││　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││　　　　　　│└任子〔徳川家定室〕　　　├─┘　││　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││　　　　　　│　　　│　│　│　　　　　乗武（岩村藩大給松平乗長次男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││（九条家）┌幸教　　　└──────────────┐　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││└─┬師孝＝幸教　　　　　│　│　　　　　　　┌尚忠└幸経［奥羽鎮撫総督］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　├──┘├─┬稙基＝尚実┬道前─輔家＝輔嗣＝尚忠＝幸経＝道孝┼道実─道秀─道弘─道成　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　│　　三千君│　　┌尚実└┘　　　　┌輔嗣│├─┴───道孝├籌子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　│　（尾張吉通女）│　│　　　　　　│　唐橋姪子│　　　│　│├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　└────────┘　└───┬────────┘　　　│┌─光瑞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　　　　┌──┘　　　　　　　　│　　│　　│　│　　　　││├紝子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　　　　│　│┌────────────────┘　　　　│││├──光照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││（二条家）└宗基│　　　　　　　　└基弘│　　〔西大谷家〕光尊┼─光明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││└─────＝宗基─治孝┬斉信─斉敬＝基弘─厚基＝弼基─基敬─孝基└良致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││　　　　　　　　││　　│　　　　　└正麿────弼基　　　　││　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││　　　　　　　　││　　├寛季〔西園寺家〕│　　│　　　　　　│└─武子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││　　　　　　　　││　　├────────┘　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││　　　　　　　　││　　└───────────┘　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││（富小路家）　　││　　　　　（伏原宣条男）　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││└┬永貞─貞維＝重直─総直─良直＝貞直＝貞随＝政直┬永忠─敬直─治直─隆直＝文光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　├───────┘│　　　　　└───貞随┌政直└──┐　　　│　　　　│（三室戸敬光男）　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　└利直────重直│　　　　　　　　├──┘　　　　　│　　　│　　　　└禎子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　　　　　　　　┌─忠貞　　　　　〔大原家〕〔岩倉家〕└具綱　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　　　　　　　　││├　　　　　　　└重成─具慶＝具視＝具綱　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　　　　　　　　│┌良子　　　　　〔堀河家〕康親─具視　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　　　　　　　　││├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││（一条家）　　　　│（四条隆謌七男）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│└───────┬実良＝実輝＝実孝─実文─実昭─実綱　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　　　　│　│││　（大炊御門師前長男）　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　　　　│　││├────────────────────────────────────────────────┘
　　　　│　　　　　　　　│　│└細川悦子　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　　　　├────────────────────────┘
　　　　│　　　　　　　　└──＝美賀子（今出川公久女）
　　　　│　　　　　　　　　　│　├
　　　　│　　　　　　　　　　│ 　徳川慶喜
　　　　│（醍醐家）　　　　　│［奥羽鎮撫参謀］
　　　　└─────┬輝弘─忠順┬忠敬─忠重┬忠宜＝忠久
　　　　　　　　　　│　　　　└┘　　　　　└───忠久
　　　　　　　　　　└隆生〔四条家〕

藤原北家②御堂流／花山院流／花山院家／五辻家／中山家／大炊御門家／難波流／難波家／飛鳥井家／中御門流／中御門家／松木家／持明院流／
持明院家／園家／一条家／御子左流／御子左家（二条家）／冷泉家／上冷泉家／藤谷家／下冷泉家／京極派／藤堂氏／中関白家／水無瀬流／水無
瀬家／堀河家／坊門家／道兼流／伊沢氏／留守氏／水沢伊達氏／宇都宮氏／世尊寺家／小野宮流／師尹流（小一条流）／小一条家／姉小路家系図

　　　　＜小野宮流＞
　　　　┌実頼┬敦敏─佐理
　　　　│　　│　　　├──頼房
　　　　│　　│　　　淑子（藤原為輔女）
　　　　│　　├頼忠┬公任─定頼─経家─公定
　　　　│　┌───┘
　　　　│　│└斉敏─実資
　　　　│　│〔世尊寺家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌行房
　　　　│　│┌伊尹─義季─行成─行経─伊房─定実─定信─伊行┬伊経─行能─経朝┬経尹┴行尹─行忠─行俊─行豊─行高＝行季（清水谷実久男）
　　　　│　│├兼通　　　　　　┌良頼─良基─隆宗─宗兼┐　　└建礼門院右京大夫└勾当内侍〔新田義貞妻〕？ 
　　　　│　││　　　　　　　　│　　┌師家─家範┬基隆─忠隆┬基成─藤原秀衡妻
　　　　│　││　　　　　　　┌────────────┘　　├信頼─信親
　　　　│　││　　　　　　　││　　│　　　　　│　┌───┘├
　　　　│　││　　　　　　　││　┌──（時子）───┐　　　勧修寺顕頼女
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　　　│平時信　　　末茂流家成女
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　　　│├─┴時忠
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　　　└美福門院女房少将局
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　┌──┤　
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　藤原顕憲
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　│〔坊門家〕
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　│┌信隆┬信清┬忠信┬基信─信宗─信良─信行─信藤─信守─信豊
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　││　　│　　├忠清├長信─信家─信顕　
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　││　　│　　│　　└＝信成
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　││　　│　　│┌───信成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高倉永家次男）
　　　　│　││　　　　　　　││　││　　　│　　　││　　│　　└西八条禅尼〔源実朝室〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝親具┬────┐
　　　　│　││　　　　　┌伊周│　││　　　│　　　││　　└───────────────────┐　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔樋口家〕│
　　　　│　││〔中関白家〕＜水無瀬流＞　　　│　　　│〔水無瀬家〕　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└信孝　　│
　　　　│　││　　┌道隆┼隆家┴経輔┴師信─経忠─信輔┴親信─親兼─信成─親成─良親─具良─具兼─具隆─具景─重親＝季兼─英兼＝兼成┴氏成─────┐│
　　　　│　││　　│├──好親　　│　　　　│　　　│　　　　　　〔坊門忠信養子〕　　　　　　　　　│　　　　　　（三条公冬男）（三条西公条次男）　││
　　　高倉流││　　│橘清子　│　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　藤原倫寧┬菅原孝標室─菅原孝標女　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　│　│└藤原道綱母│　│　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　│　││├──道綱│　│　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　│　│││　＜道兼流＞│　　│　　　　│〔伊沢氏〕〔留守氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┌詮家┌宗綱（伊達尚宗次男）　　　││
　　　　│　│││　├道兼─兼隆─兼房┬兼仲─兼信─家景─家元─家広─恒家─家信─家助─家高─家冬─家任─家政─家明┴持家＝郡宗＝景宗─顕宗────┐││
　　　　│　│││　│　┌┘　│　　││　　　│　［陸奥国留守職］　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　（伊達持宗五男）　　　　　│││
　　　＜天智朝＞│　│　│　　│　　│〔八田氏〕　〔宇都宮氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌──持綱　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　┌─冷泉天皇│　│　│　　│　　│└宗円─宗綱─朝綱─業綱─頼綱─泰綱─景綱┬貞綱─公綱─氏綱─基綱─満綱＝持綱─等綱┬明綱＝正綱──────┐│││
　　│　├────三条天皇　　│　　│　　　　│　　　│　　　〔下総結城　　　　〔武茂氏〕　　　　　　│　├──────＝┴───正綱　　　　　　││││
　　│┌超子│││├──────┐┌─後一条天皇　　　│　　　　朝光猶子〕　　　└泰宗─時綱─氏泰─綱家─┘　　　　　　┌────────────┘│││
　　│└─┐││┌妍子（次女）││││├────┐　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│┌成綱─忠綱〔天童氏〕　　│││
　　│　│││││　│　│┌─────威子（三女）　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└┴興綱─尚綱─広綱─国綱　│││
　　│　││││└────┤　││││　　　　││　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└殖子（七条院）　　　　　　（俊綱）　　　　　│││
　　│　││└──遵子　││　│└──禎子内親王│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──後鳥羽天皇─土御門天皇─後嵯峨天皇─┐│││
　　┴─村上天皇│├│　└─定子　││├─────後三条天皇─白河天皇─堀河天皇─鳥羽天皇─後白河天皇─高倉天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　├────円融天皇│├│　│││　┌───────────────────────────────────────────────────┘│││
　　　┌安子　││├────一条天皇││　│　　└章子内親王　　　　　　　　　　　　　　〔伏見宮家〕　　　　　　　　　　　　＜伏見朝＞　　　　　　　│││
　　　││├───詮子　　│├──┴─後朱雀天皇　├　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌崇光天皇──栄仁親王──貞成親王──後花園天皇　　　　　　│││
　　　││└────┤　　├彰子（長女）├────後冷泉天皇　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────┐│││
　　　└───┤│　│　　├─────嬉子│（天智朝）│＜持明院統＞　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┌──────＝大炊御門信子　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　（六女）│┌後深草天皇─伏見天皇＜北朝＞　　　　　　　│　　　　　　　　　　│＜南北合一朝＞（嘉楽門院／高倉流　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　│││　　　│　├────後伏見天皇─光厳天皇┴後光厳天皇─後円融天皇─後小松天皇─称光天皇　　孝長女）││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　│＜大覚寺統＞┌五辻経子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　└┴亀山天皇─後宇多天皇＜南朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　　　│　　　│├─────後醍醐天皇─後村上天皇　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　　　│　　┌＝花山院忠子（談天門院）　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　　　│　　││└───────────────┐　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　││　│　　│　│　　│　　　　│　　└──────────────┐　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　〔北家〕　　││　＜御堂流＞│　　│　　　　│　　　│〔近衛家〕　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　忠平┼師輔┴兼家┴道長┼頼通─師実┬師通─忠実┬忠通─基実　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　│　├──基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣─忠嗣─房嗣─政家─尚通──┐││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　└─中関白忠隆女　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　└頼長─師長　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│（悪左府）├─＝成宗　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　　　　┌女子┌成宗　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　藤原末茂流成親┴──┘　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│＜花山院流＞　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│├家忠─忠宗┬忠雅┬兼雅〔花山院家〕　　　　│　　│　　　　　　　　　　（近衛某男）　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│├─┬忠経─定雅┬通雅─家定─長定─兼定─通定─忠定＝持忠┬定嗣＝政長─忠輔＝家輔─┐│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│平清盛次女　　　└師継＝┤　　│　　　　　　　　　　│　　└───政長　　┌─家輔　││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│　　〔五辻家〕　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│　　└家経─雅継─忠継┬経氏─┘　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　└久我通親室　　　　　　└┘　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　〔中山家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　└忠親─兼宗─忠定─基雅─家親─定宗─親雅─満親─定親─親通─宣親┬康親┬孝親┬親綱───┐││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────┘　　│　│　　　│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子┌──┘　　　　　│　│　　　│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　└重親┌─────┘　│　　　│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔庭田家〕重経＝重親─重保┬重具　　│　　　│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　┌頼実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└季秀〔正親町家〕│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│〔大炊御門家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└経頼　　　┌頼国　　　│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│├経実─経宗┴師経─家嗣─冬忠─信嗣─良宗─冬氏─冬信─冬宗─宗氏─信宗＝信量─経名…経頼┴経孝──┐│││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　＜難波流＞〔難波家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三条実量男）　　　┌宗勝　　││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│└忠教─頼輔─頼経┬宗長─宗教─教俊─宗継─宗緒─宗清─宗仲─宗相─宗興─宗富……［再興］＝宗勝　　││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│　　　　│　　　　〔飛鳥井家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┐　││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│　　　　│　　　　└雅経─教定┬雅有＝雅孝─雅家─雅縁─雅世─雅親─雅俊─雅綱─雅春┬雅敦─雅庸┴┐││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│　　　　│　　　　　　　　　　└基長─雅孝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───宗房　│││││││││
　　　　│　　　　　　　　＜中御門流＞　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔中御門家〕　　　　　　　　　〔松木家〕　　　　　　　　　│　│││││││││
　　　　│　　　　　　　　├頼宗─俊家┬宗俊─宗忠─宗能─宗家─宗経─宗平─宗雅─宗冬┬宗清─宗重─宗泰─宗宣─宗継─宗綱─宗藤───┐│││││││││
　　　　│　　　　　　　　├能信　　││　　　│　〔一条家〕　　　　　　　　　　　　　└冬定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│├│　　││　　　│　┌通重─能保＝隆暁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│祉子　　││　　　│　│　　　├─┬高能─頼氏─能清─公冬─実遠［絶家］　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│（閑院実成女）　　│　│　　　│　│西園寺公経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　├教通　　││　　　│　│　　　│　│├──掄子〔摂家将軍家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　　│　├全子　├──頼経─頼嗣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　┌坊門姫　　　│　　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│〔九条家〕兼実─良経┌───鞠子（竹御所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│　　│├──道家─教実─忠家─忠教─師教＝房実＝道教＝経教─忠基＝満家─┐│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││　　　│　│　　│　　└女子│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──────────┘│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　││〔河内源氏〕義朝┴頼朝─頼家┴公暁　　　　　　　　　　　　　　　　　└─政基─尚経┬稙通　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│＜持明院流＞〔持明院家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────┘││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　│└基頼─通基┴基家┬基宗─家行─家定─基盛┬基世─基兼─基清─基親─基繁─基信─基春─基規──┐││││││││││
　　　　│　　　　　　　　〔平家〕忠盛─清盛─重盛　├┬─保家　　　　　　　　　│　　　　　〔大沢家〕　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　││　├──宗盛　│││後高倉院　　　　　　　└基継─家藤─基秀─◯◯─◯◯─◯◯─◯◯─基房─┐│││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　│└─時子＝┴能円│││├──後堀河天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　│　　　　　　　　│└─陳子（北白河院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　│　　　　┌光盛─宰相局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　├──頼盛┴保業─光度─為度─維度─宗度─顕盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　└─宗子（池禅尼）　　　〔園家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└基氏─基顕─基藤─基成─基隆─基光─基秀─基有─基富─基国─基継───┐││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　＜御子左流＞　　　　　　　　　　　　〔御子左（二条）家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　└長家─忠家┬俊忠─俊成─定家─為家┬為氏─為世─為道─為定─為遠─為衡　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔加藤氏〕　　　　　　　〔冷泉家〕　　　　〔上冷泉家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└忠家　　　　　　　　　├為相┬為秀─為尹┬為之─為富─為広─為和─為益┬為満─為頼┬─┐│││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└久明親王妃│　　　　　　　　　　　　　　└隆昌〔四条家〕││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　┌──────────────┘　││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　┌為清　　　└光綱〔柳原家〕││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　├言行〔山科家〕　　　　　　││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　〔藤谷家〕　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　└為賢┴為条┬為茂　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔入江家〕　　　　　　││││││││││││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔下冷泉家〕　　　　　　└相尚┌惺窩─為景　　││││││││││││││
　　　　（小一条流）［陸奥守］　　　　　　　　　　　　　　　　＜京極派＞　　　　└持為─政為─為孝─為豊┬為純┴為将＝為景─┐││││││││││││││
　　　　│　　┌定時─実方─貞叙　　　　　　　　　　　　　　　├為教─為兼＝忠兼＝為仲─為俊　　　　　　└経元〔甘露寺家〕　│││││││││││││││
　　　　│　　│（実方中将）├─成尋阿闍　　　　　　　　　　　└為顕─為仲（正親町公蔭）　　　　　　　　〔藤堂氏〕　　　　　│││││││││││││││
　　＜師尹流＞〔小一条家〕　醍醐源氏俊賢女　　　　　　　　　　　　　　　　〔姉小路家〕　　　　………………景盛─景冨─景持┐│││││││││││││││
　　　　└師尹┴済時─通任─師成─師季─尹時─師綱─親綱─家時─師平─頼基─高基─高基─家綱─昌家─基綱─済継─済俊──┐││││││││││││││││
　　　　　　　（小一条大将）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││││││││
┌────────────────────────────────────（姉小路家）─────────────────┘││││││││││││││││
│┌───────────────────────────────────（藤堂氏）───────────────────┘│││││││││││││││
││┌──────────────────────────────────（下冷泉家）───────────────────┘││││││││││││││
│││┌─────────────────────────────────（上冷泉家）────────────────────┘│││││││││││││
││││┌────────────────────────────────（園家）───────────────────────┘││││││││││││
│││││┌───────────────────────────────（大沢家）───────────────────────┘│││││││││││
││││││┌──────────────────────────────（持明院家）───────────────────────┘││││││││││
│││││││┌─────────────────────────────（松木家）─────────────────────────┘│││││││││
││││││││┌────────────────────────────（飛鳥井家）─────────────────────────┘││││││││
│││││││││┌───────────────────────────（大炊御門家）─────────────────────────┘│││││││
││││││││││┌──────────────────────────（近衛家）────────────────────────────┘││││││
│││││││││││┌─────────────────────────（花山院家）────────────────────────────┘│││││
││││││││││││┌────────────────────────（中山家）──────────────────────────────┘││││
│││││││││││││┌───────────────────────（伏見朝）───────────────────────────────┘│││
││││││││││││││┌──────────────────────（留守氏）────────────────────────────────┘││
│││││││││││││││┌─────────────────────（水無瀬家）────────────────────────────────┘│
││││││││││││││││┌────────────────────（水無瀬家庶流）───────────────────────────────┘
│││││││││││││││││（水無瀬家庶流）　
│││││││││││││││││〔堀河家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌具視〔岩倉家〕
││││││││││││││││└─康胤─則康─康綱─康致─康行＝冬輔─康実─康曉─親実─康親┴康隆┬護麿─康文
││││││││││││││││　〔七条家〕　　　〔園池家〕実守─冬輔　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││││　┌隆脩─隆豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││││　│家）〔桜井家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││││（水無瀬┌兼里　　　┌兼条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││││││││││└─┴兼俊┴氏信┬氏孝┼経業─師成─友信＝忠成─成貞─有成─教成─経務＝忠輔─忠政─忠寿
│││││││││││││││（留守氏）　　　└兼豊└─────────忠成　　　　　　　　　　　　（裏松勲光次男）
│││││││││││││││　┌─藤王丸　　　　　　　　　　　　　　┌村儀┬村善　　　　　　　　　│
│││││││││││││││　│［仙台藩一門第三席］　　　　　　　　│　　└村賢〔川崎伊達氏〕　　│
│││││││││││││││　│〔水沢伊達氏〕　　　　　　　　　　　│　　　　　┌邦命　　　　　　│
││││││││││││││└─┴＝政景（伊達晴宗男）〔中津山藩伊達村和〕　　　　〔留守氏〕　　　　│
││││││││││││││　　　　├─┬宗直─宗景＝村任＝村景─村利┴村福─宗衡┴邦寧　　　　　　│┌──園国子（新広義門院）
││││││││││││││　　　　竹乙└重頼　　　（伊達（涌谷伊達村元次男）　　　　　　　　　　　││　　├─────霊元天皇
││││││││││││││　　　（黒川晴氏女）　　　綱宗次男顕孝）　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│　　　　　├────東山天皇────────┐
││││││││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│　　　　┌松木宗子（敬法門院）　　　　　　　│
││││││││││││││　　　　　　　　　　　┌──────────────────────近衛前子　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┬後水尾天皇│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　│├─────後光明天皇　　　　　　　　　　　　│
││││││││││││││（伏見朝）　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││┌─園光子（壬生院）　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││││││││└────後土御門天皇─後柏原天皇─後奈良天皇─正親町天皇─誠仁親王─後陽成天皇└信尋〔近衛家〕　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││││││││　　┌─────────────────────────────────────────────────────────────┘
│││││││││││││　　└┬─中御門天皇─桜町天皇─桃園天皇─後桃園天皇─┐　　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　┌────────────┘　　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　└欣子内親王　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　＜閑院朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　┌光格天皇─仁孝天皇─孝明天皇　　　　　　　　│││　　　　　　│
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　├────明治天皇─大正天皇─昭和天皇─平成天皇┬令和天皇
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　┌─中山慶子　├───┬昌子内親王〔竹田宮家〕│　　〔秋篠宮家〕
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　│　　　　┌─園祥子　├房子内親王〔北白川宮家〕　　└文仁親王─悠仁親王
│││││││││││││　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　│　　　　（小菊典侍）├允子内親王〔朝香宮家〕│
│││││││││││││　　　│〔閑院宮家〕　　│　│　　　　　　　　│　　　　（伏見宮家）└聡子内親王〔東久邇宮家〕
│││││││││││││　　　└─直仁親王─典仁親王┴美仁親王─孝仁親王─愛仁親王＝載仁親王─春仁王││　　　　　　│
│││││││││││││（中山家）　　　　　　　│　　　　　　　　　　└──────┐　　　　　　│││　　　　　　│
││││││││││││└──慶親─元親─英親＝篤親┬兼親─栄親＝愛親┬忠尹─忠頼─忠能┬忠愛─孝麿─輔親─忠敬─忠和│
││││││││││││　　　　　　　　　　　　（正親町実豊男）│（正親町実連男）│　│├公董〔正親町家〕　　　　　　│
││││││││││││　　　　　　　　　　　　　│└重孝〔庭田家〕　├今城定成室│　│├忠光　　　│││　　　　　　│
││││││││││││　　　　　　　　┌実久〔徳大寺家〕　　　│　　└重基〔庭田家〕└┘　　　　　│││　　　　　　│
││││││││││││（花山院家）　　├忠長┌定教　　　┌師夏│　　　　　　　　┌家正　　　　　　└親家　　　　　　│
│││││││││││└─────＝定熙┴定好┴定誠─持実┴常雅─長熙＝愛徳─家厚┴家理─家威─忠遠＝親家─親忠─弘匡─悠生
│││││││││││（近衛家）　（西園寺公朝次男）　　　　　　└───愛徳　　　│　　　　　　　　　││　　　　　　│
││││││││││└───────稙家┬前久　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││　　　　　　│
││││││││││（大炊御門家）　　　└────┘　　　┌経長　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││　　　　　　│
│││││││││└────┬経光＝経音┬経秀─家孝─経久┴家信┬幾麿─経輝─経昭│　　　　　　　　　││　　　　　　│
│││││││││（飛鳥井　〔内藤家〕　└鷲尾隆熙──相良頼完　└師前─実孝〔一条家〕　　　　　　　　││　　　　　　│
│││││││││　　家）　└義竜─経音（西園寺致季次男）　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││　　　　　　│
││││││││└──────雅章─雅豊＝雅香─雅重┬雅威─雅光─雅久─雅典─恒麿─雅信─雅道─雅友　││　　　　　　│
││││││││（松木家）　　　　　　　　　　　　　└─────────宗章（樋口長康次男）　　　　　││　　　　　　│
│││││││└───＝宗房─宗則─宗敦＝宗保─宗条┬宗顕─宗長─宗美＝宗章＝宗徳─宗行─宗有─宗隆＝宗弘　　　　　　│
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────────────────────────────────┘
│││││││（持明院家）　　　　　　　　（花山院定熙男）　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││
││││││└─────基孝＝基久┬基征＝基定─基時─基輔┬基雄　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││
││││││　　　　　（正親町季秀男）┌─基定　　　　　　└公尚〔四辻家〕　　　　│　　　　　　　　　││
││││││（大沢家）　　　　　　└頼直〔富小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││
│││││└──────基相─基胤─基宿┬基重　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　　　　　　　└┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　┌───────────────────────────────────────┘│
│││││　　　　　　│　　┌─────────────────────────────────────┘
│││││（園家）　　│　　│　　　　　　　　　　　┌基村┌基利　　　　　　　　　│
││││└────基任┴基音┴基福─基勝─基香─基衡┴基理┴基茂─基祥┬基資─基健─基久＝基信
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├周次─陽光────基信
││││（上冷泉家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘
│││└─────為治＝為清─為綱┬為久─為村┬為泰─為章─為則─為理─為紀─為系─為臣＝為任＝為人（松尾勝彦）
│││（下冷泉家）　　　　　　　　└光村〔柳原家〕　　　　　　　　　　　　　　　　（西四辻公順）├
││└──────為元＝為経─宗家─為栄＝為訓＝為起┬為行─為柔─為勇─為安─為弘　　　│├──貴実子
││　　　　　　　　　（葉室頼業次男）　（風早（勧修寺経逸男）　　　　　　　　　　　　　└布美子
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公雄男）　└資訓王〔白川伯王家〕
││（藤堂氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌高久　　　　　　（高豊）
│└───────景兼─景高─高信─忠高＝虎高┬高虎┬高次┼高睦＝高敏＝高治＝高朗┬高嶷┬高兌┬高猷┬高潔─高紹─高廷─高正─松見高人
│（姉小路家）　〔姉小路氏〕　　　　　　（近江三井乗綱次男）　　┌高敏┌高治┌高豊│┌高敦│　│　　└長知（黒田氏）
└─────秀綱＝嗣頼─頼綱┬秀綱　　　　　　│　┌┘　　│　　│　　│　　│　　││　│└─────────────────┐
　　　　　　　　（三木良頼）〔三木氏〕　　　　│　│　　　│　　│　　│　　│　　├─────────┐　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　└近綱　　　　　　│　│　　　│　　│　　│　　│　　├高悠├────────────────────┐　　┌＝高秭─利則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　│　　│　　│　　└─┐│└┐└─────────────────────────高秭　〔土井氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　＜久居藩＞　└───┐│└───────────┐　　　　　　　　　│　│┌──────高邦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　〔久居藩藤堂家〕　　│└─┐└────┐　　│　└高興　　　　　　　│　││　│　　┌＝高邦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　└高通＝高堅─高陳＝高治＝高豊＝高雅＝高敦＝高朶＝高興＝高衡＝高矗＝高兌＝高邁┴高聴＝高義───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　┌高治┌高豊┌高雅│　　　　　　　　┌高衡┌高矗　　　└高邁　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔名張藤堂家〕　　　　　│　　┌長美│　　│　　┌───────────────┘┌─────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└＝高吉┬長正┬長守─長源＝長熙┴長旧─長徳─長徳＝高美＝高節＝高成（竹内治則男）　└─高寛＝正彦─高彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（丹羽長秀三男）　　　　┌長熙│　　│　　└───高美　（藤堂采女家元晋男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔藤堂修理家〕└長定　　　│　┌───┘　　　　　　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└長則＝長定───┘　││　　　　　　　　　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤堂出雲家〕　　　　　　┌────┘　　　　　　　　　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└高清─高英─高明┬高武┬高豊＝高文＝高周┬高茂─高芬─高克　　　│　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└────┘│　　└───────────┘　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘　　└─────────────────┘

藤原北家③閑院流／三条流／三条家／姉小路家／正親町三条流／正親町三条家／三条西流／三条西家／武者小路家／滋野井家／阿野家／西園寺流
／西園寺家／橋本家／今出川家／洞院流／洞院家／正親町家／四辻流／四辻家／西四辻家／徳大寺家／兼通流／本多氏／平八郎家／弥八郎家系図

〔藤原北家〕　　＜御堂流＞　 　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
忠平─師輔┬兼家─道長┬頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣─忠嗣─房嗣─政家─尚通─稙家─前久
　　　│　│　　　　　├頼宗
　　　│　│　　　　　└能信　　　 　 　 　　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　　　　　　＜姫路藩＞ 
　　　│　│　　　　　　├＝┬（茂子）┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［徳川四天王］
　　　│　＜兼通流＞　┌祉子│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔本多氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平八郎家〕
　　　│　├兼通─顕光─顕忠─兼家─兼助─光助─助俊─助清─清家─家満─光秀─助秀─助定─助政┬定通─定忠─定助┬助時─助豊─忠豊─忠高─忠勝─────┐
　　　│┌──────────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔彦八郎家〕　　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└正時─正助┬正忠─忠俊─忠次＝康俊　　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　（酒井忠次次男）│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔越前府中本多家〕│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌重富　　　　　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔作左衛門家〕　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└信正─重正┴重次（鬼作左）│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［一筆啓上文］　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔弥八郎家〕［改易］　│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└定正─定吉┬正明─忠正─正定─俊正┬正信┬正純────┐│
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　〔加賀本多家〕││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　└政重　　　　││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔三弥左衛門家〕　　││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└正重〔豊後守家〕　││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└正経─秀清─清重─信重─広孝─康重　　　　││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　〔滋野井家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──季国　　　　　　　　　　　　　││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　┌実国┬公時─実宣─公光─実冬─冬季─実前─公尚─実勝＝実益┬教国＝季国┬公古─之仲─季吉───┐││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　│〔阿野家〕┌公寛─実淳─季長─実長─公具────実益└────季賢　　　　　　　　　　　│││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　└＝公佐（末茂流成親男）┌実廉　　　　　　　　　　　　　│　┌＝季賢　　　　　　　　　　　│││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　〔阿野氏〕├─実直┴公仲─公廉┼季継┬実村＝実為┬公為─実治─公熙┴季綱＝季時─実時─実顕──┐│││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　源義朝─全成──女子　　　　　　　　└廉子└───実為│　　　　　　│　　　　（万里小路賢房男）　　││││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　（今若）　　　　　　　　　　　　│┌──────┘　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│└─嘉喜門院　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　│││　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　├──後亀山天皇　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　││［閑院大臣］│　　│　　　　　＜三条流＞　│　　　　　　　　　　　　　　　├──後村上天皇　　　　　　　│　　　　　　　　　　〔花園家〕││││
　　　││＜閑院流＞　│　　│　　　　　〔三条家〕　│　　　　　　┌──後宇多天皇─後醍醐天皇　　　　　　　　　　│　　　　　　┌─実教┌公久　　││││
　　　├──公季┬実成┴公成┴実季┬公実─実行─公教┴実房┬公房─実親─公親─実重─実忠─公忠─実冬─公量─実量┬公敦─実香─公頼＝実教＝実綱─┐││││
　　┌康子内親王│　　　　　　┌─┘│　　　　　　　　　　〔姉小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　（公冬）　　└信量〔大炊御門〕│　　┌実綱　│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　├公宣─実尚─公朝─実次─公夏─実広………………………………………………………………┐│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　＜持明院統＞┌実仲─公明─実治───────治子（陽照院）　　　│└三条の方　：│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　┌─伏見天皇─後伏見天皇─光厳天皇　　　　　├──貞成親王（後崇〔高家武田氏〕：│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　││　　　　│　　　　　　│　┌崇光天皇──伏見宮栄仁親王　光院）　├──竜芳：│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　＜正親町三条流＞　│　　　　　　├─┴後光厳天皇　　　　│　　　　　　│　武田信玄　：│││││
　　││││　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　〔正親町三条家〕　│　　　　　┌秀子（陽禄門院）　　　　│　　　　　　│　　　│　　：│││││
　　│││〔天皇家〕　　　　　│　　│　　　　　　　　　　└公氏─実蔭─公貫┴実躬─公秀┴実継┬公豊┬実豊─公雅─公治┬実望─公兄┬実福──┐：│││││
　　│││＜天智朝＞　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　│　　└──┐　　　└─┘　　┌──┘　　│　│：│││││
　　││││醍醐天皇　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　＜三条西流＞│　　　　　　　　└松陰居士┐│　│：│││││
　　││││├──────────┐│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　〔三条西家〕└公保　　　　　　　　│　　││　│：│││││
　　││││穏子（勧修寺流高藤女）││　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　└公時─実清＝公保　　　　　　　　│　　││　│：│││││
　　└┬─────────────┘│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──実隆　　　　　│　　││　│：│││││
　　　││┌朱雀天皇　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　甘露寺房長女　├──公条─実枝┬───┐│：│││││
　　　└─┴村上天皇　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　勧修寺教秀三女　　　　　│└──┘││：│││││
　　　　││├────円融天皇─一条天皇─後朱雀天皇─┐　　　　││┌────────────────────────────────┤　││：│││││
　　　　│└安子（師輔女）　　│├　│　　　　　　　　│　　　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　││：│││││
　　　　│　　　└───────義子│　　　　　　　　│　　　　│││〔櫛笥家〕　〔園池家〕　〔堀河家〕　　　　　　　　　　〔岩倉家〕　　││：│││││
　　　　│┌─────────────────────┘　　　　││└┬隆憲＝隆致─公屋─実守─冬輔─康実─康曉─親実─康親─具視　　　　││：│││││
　　　　│└後三条天皇　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　││　└───隆致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：│││││
　　　　│　├────白河天皇─堀河天皇　　　　　　　　　　　　│└────────────────────────────┐　　　　　　││：│││││
　　　　└─茂子　　　　　　　│├────鳥羽天皇┌崇徳天皇　　└────────────────────────────┐│　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　└苡子│　　├───┴後白河天皇─高倉天皇─後鳥羽天皇─土御門天皇─後嵯峨天皇┬後深草天皇─┘│　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌─璋子　　　├─────以仁王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜大覚寺統＞　　│　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（待賢門院）┌成子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└亀山天皇───┘　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─季成──┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　││＜西園寺流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　││〔西園寺家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┬通季─実宗─公経┬実氏─公相┬実兼┬公衡┬公宗─実俊─公永─実永─公名─実遠┬公藤┬実宣───┐││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　光子（勧修寺流隆　│　││　　　　│　　│　　└寧子〔後伏見女御〕　　　　　　　　│　　│　　　　　│││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　隆方女）│　││　　　　│　　〔今出川家〕┌公直　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　│　　├兼季─実尹┴実直─公行─実富┬教季─公興─季孝─公彦──┐│││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　│　　├鏱子〔伏見中宮〕　　　　　　└公富　　　│　　│　　　　││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　│　　├瑛子〔亀山上皇妃〕　　　　　　　　　　　│　　│　　　　││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　│　　└禧子〔後醍醐中宮〕　　　　　　　　　　┌─────┐　　││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　〔橋本家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─実村│　│　　││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　　　　└実俊─季経─実澄─公音─実郷─公国＝公夏＝実勝＝実村┬季村─┐││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│├─┬姞子〔後嵯峨中宮〕　　　　　　　　　　　（清水谷実久男）　└女子　│││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　││　└公子〔後深草中宮〕　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│├─┐│││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│貞子（四条隆衡女）　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔葉室家〕頼業││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　＜洞院流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└季宗─季景──┘││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　〔洞院家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└公連└実賢││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　├実雄┬公守┬実泰─公賢─実夏─公定＝実信─満季─実熙─公数＝公連＝実賢││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　│　　〔正親町家〕　　　　　┌─実信　　　　　　　　　　　［断絶］││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　│　　└実明─公蔭┬忠季┬実綱＝公仲─実秀─持季─公兼─公叙──┐││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　├佶子〔亀山皇后〕│　　└─┘┌公仲　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　├愔子〔後深草後宮〕　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　└季子〔伏見妃〕　└実文───┘　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　│　　┌公重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　＜四辻流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　〔室町家〕　　　　　　　〔四辻家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　│　└実藤┴実為─公春─実郷─季顕┬実茂─季俊─実仲＝公音─季遠─公遠┬┐│││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　├──掄子　　　　　　　　　　　　└季保─季春─季経┬公音┌─────┤││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││中御門一条┌全子　│　　　　　　　　　┌────────────┘　　│　　┌──┘││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　能保│　　　│　〔摂家将軍家〕　│〔高倉家〕　　　　　　　　　　│　　〔藪家〕││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　├─┴女子　├──頼経─頼嗣　　┴─範久＝範国……（中絶）……＝┴範遠＝嗣良　││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　┌坊門姫　├──道家　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（季継）└嗣良　││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　九条良経┌───鞠子（竹御所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　┴源頼朝─頼家┴公暁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔徳大寺家〕　　　　　　［太政大臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├実能─公能┬実定─公継─実基─公孝─実孝─公清─実時─公俊─実盛─公有─実淳───┐││││││││：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┘　　　　　└実家─公国─実重─公斉─実直─公直─有資〔宇多源氏〕　　　　　　　　　│││││││││：│││││
　　　　┌──────────────────────────────────（徳大寺家）─────────────────┘││││││││：│││││
　　　　│┌─────────────────────────────────（四辻家）───────────────────┘│││││││：│││││
　　　　││┌────────────────────────────────（正親町家）───────────────────┘││││││：│││││
　　　　│││┌───────────────────────────────（橋本家）──────────────────────┘││││：│││││
　　　　││││┌──────────────────────────────（今出川家）──────────────────────┘│││：│││││
　　　　│││││┌─────────────────────────────（西園寺家）───────────────────────┘││：│││││
　　　　││││││┌────────────────────────────（三条西家）────────────────────────┘│：│││││
　　　　│││││││┌───────────────────────────（正親町三条家）───────────────────────┘：│││││
　　　　││││││││┌……………………………………………………………………（姉小路家）……………………………………………………│……………┘│││││
　　　　││││││││：┌─────────────────────────（三条家）────────────────────────────┘││││
　　　　││││││││：│┌────────────────────────（阿野家）─────────────────────────────┘│││
　　　　││││││││：││┌───────────────────────（滋野井家）─────────────────────────────┘││
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　　　　││││││││：││┌───────────────────────（滋野井家）─────────────────────────────┘││
　　　　││││││││：│││┌──────────────────────（本多弥八郎家）────────────────────────────┘│
　　　　││││││││：││││┌─────────────────────（本多平八郎家）─────────────────────────────┘
　　　　││││││││：│││││┌──信康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││││　┌┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││││　│徳姫（五徳／織田信長女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││││　│　〔池田氏〕光政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││││┴徳川秀忠─千姫　├──綱政─継政─宗政　　　　　　┌＝忠盈　　　　　　　　　　　　　　　　　│（松本戸田康保四男）
　　　　││││││││：│││││（平八郎家）├──勝姫　　　　　　　　　　　　　　　│┌忠盈　　　　（高松松平頼儀　　　　　　┌＝光孝
　　　　││││││││：││││└─┬─忠政┌忠刻┌政勝　　（守山松平頼元次男）　　　│忠粛　　　　　　五男）（小諸牧野康哉男）│（長谷川国太郎男）
　　　　││││││││：││││　　││├─┴政朝＝政勝＝政長＝忠国─忠孝＝忠良─忠敞┴忠典＝忠顕─忠考＝忠民＝忠直＝忠敬┬忠昭┴＝玄忠＝隆
　　　　││││││││：││││　　│└熊姫（妙高院）　┌政長　　　　　　┌忠良　　　　│　（西条松平　└忠胤────忠敬└忠次│　　　（丸尾美義男）
　　　　││││││││：││││　　├─忠朝───┘　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　　頼謙次男）　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││　　└─小松姫　　└──┴忠英──────┘　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││　　　　├─信吉─熊之助─信政─信就─信弘───────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││〔真田氏〕信之　　　　　　　　　　　　［旗本］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││││（弥八郎家）　　　〔和田氏〕　　　　〔木村氏〕　　　　　　　　　　┌初男　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││└────正勝┬正好─正能─正篤┬正綱─正滕─正輝─正英─政明─吉明┴正臣　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││　　　　　　　［旗本］　　　　　〔和田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││　　　　┌冬晴└正之　　　　　　└◯◯─正武─正清＝正隣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││　　　　├頼隆〔葉室家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：│││（滋野井家）　　　　（高倉永敦男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││└────┴教広─実光＝公澄┬実全─公麗─実古─公敬─為国＝実在─公寿＝実麗　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││：││（阿野家）┌公福　　　┌実字│　　　　　　　　　　　　　┌─実在　　　（石井行光四男）　　　　　　　│
　　　　││││││││：│└─────┼公業─実藤┴公緒─実惟─公縄─実紐─公倫─実典┬公誠─実允─季忠─季房─佐喜子　　　　　│
　　　　││││││││：│　　　　　　└──────────┐　　　　　　　　　　　└┘　　　　　　　　　　　　├　　　　　　　│
　　　　││││││││：│（三条家）　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水谷川忠俊　　　│
　　　　││││││││：└──────＝公広─公維─実秀─公富─実治─公充─実顕─季晴┬実起─公修─実万─実美┬公美─実憲＝公輝─実春─公隆─実久
　　　　││││││││：　　　　　┌──公広　　　　　　│　│　　　　　┌──────┘　　　　　　　　　　　├──────公輝│
　　　　││││││││：　　　　　│　　　　　　　　　　│　│（阿野）　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├実英〔河鰭家〕　│
　　　　││││││││：（姉小路家）　　　　　　　　　　│　└─公景　　│　　　┌実紀　　　　　　　　　　　　└章子〔大谷光演妻〕
　　　　││││││││└………………………………………［再興］＝公景─実道─公量┼実武┬公文─公聡─公春─公遂─公前─公知＝公義＝公政─公俊
　　　　││││││││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　│　　└定子（開明門院）　　　　　　　　　（万里小路博房男）
　　　　││││││││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　│　　　├──桃園天皇　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　│　　　桜町天皇　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　└興誠〔細川谷田部藩主家〕　　┌公厚　　　　　　│
　　　　││││││││（正親町三条家）　　　　　　　　　└────────────実彦　　　　　　　　　　　　〔嵯峨家〕　　　　│
　　　　│││││││└─────────公仲┬実有┬公高＝実昭┬公廉＝実久＝公統＝実彦─公積─実同─公則─実義┴実愛─公勝─実勝┬公元─実允
　　　　│││││││　　　　　　　│　　　　│　　└実昭　　　└───実久┌公統　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└浩〔愛新覚羅溥傑妃〕
　　　　│││││││　　　　　　　│　　　　└豊長〔甘露寺家〕　　　└──┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││││（三条西家）　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌公里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││└──────┬公国┬実条┬公勝─実教─公福┬実称＝延季─実勲─季知─公允＝実義─公正─実謙─公彦　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　　├兼成│　　│　　　　　　　　└───延季　　　　　　　　　（風早公紀男）　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　　〔中関白家〕〔武者小路家〕　　　　　└──────公隆　　　┌公香　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　　└女子│　　├公種＝実陰─公野─実岳─公陰＝実純＝公隆─実建┴実世┬公共┬実光　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　　┌┤　│　　│　　┌実陰　　　　　　　　└─実純　　　　　　　　　│　　└公秀　　　　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　稲葉良通│　　└実号─実信─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└実篤─妙子─篤信　　　　　　│
　　　　││││││　　　　　　　│└─┴＝春日局　└───┘　　　　┌治季──────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││││││（西園寺家）　└────春日局　（鷹司房輔次男）　│　（二条治孝男）└師季　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│││││└──公朝─実益─公益─実晴┬公遂＝実輔─致季┬公晃┼賞季＝寛季＝公潔＝師季＝公望＝八郎（毛利元徳八男）　　　　│
　　　　│││││　　　　　　　　　　　　　　│　　　├　　　┌───┤　　　　　（有栖川宮┌─公望││　┌公一─一晃─公友　　　│
　　　　│││││　　　　　　　　　　　　　　└公宣─安姫　　│┌──┘　　　　　　韶仁男）│　　　│├─┼不二男　　　　　　　　│
　　　　│││││（今出川家）　　　　　　　　　　　　　　　　│└実種　　　　　　　　　〔菊亭家〕　└新　│　　　　　　　　　　　│
　　　　││││└──＝晴季─季持─経季＝公規─伊季┬公詮─公言＝実種─尚季─公久┬実順＝脩季─公長─実賢─直子　　　　　　　　　│
　　　　││││　　　　　　　　　　　　┌公規　　　└公香　　││　　　　　　　　│　　（鷹司輔煕男）　　│　　　　　　　　　　　│
　　　　││││　　　　　　　　　　　┌────────────┘　　　　　　　　└美賀子〔一条家／徳川慶喜室〕　　　　　　　　　│
　　　　││││　　┌────────────────────────（葉室家）─────────────────────────┘
　　　　││││（橋本家）　　　　　　└─実理　　　　　　　　│［東海道鎮撫総督］　　　　　│　　┌───┘
　　　　│││└───＝公綱＝実松─実文＝実理─実誠─実久┬実麗＝実梁─実頴─実斐　　　　　│　　│
　　　　│││　　　│┌公綱┌実松　　　│　　　　　　　　└経子　（小倉輔季男）　　　　　　│　　│
　　　　│││　　　└┴頼孝┘　　　　　│　　　　　　　　　├──和宮親子内親王〔徳川家茂室〕　　│
　　　　│││　　　　　　　　　　　　　＜閑院朝＞光格天皇─仁孝天皇　　　　　　　　　　　　│　　│
　　　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　├──孝明天皇　　　　　　　　　│　　│
　　　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌雅子　├──明治天皇　　　　　　│　　│
　　　　│││（正親町家）　　　　　　　│　　　　　　　　│┌──中山慶子　　　　　　　　　│　　│
　　　　││└─＝季秀┬季俊─実豊┬公通┬実連┬公明┬実光┴実徳＝公董＝実正─公和　　　　　│　　│
　　　　││　　（庭田└基久〔持明院家〕└隆叙│　　│　　　├──公董┌実正　　　　　　　　│　　│
　　　　││　　　重保男）　┌──┘　　│　　│　　│　　　││└──┘　　　　　　　　　　│　　│
　　　　││　　　　　　　　└篤親　　　│　　└愛親└実嗣〔藪家〕　　└季董　　　　　　　　│　　│
　　　　││　〔中山家〕英親＝篤親─兼親─栄親＝愛親─忠尹─忠頼─忠能┬忠愛　　　　　　　　│　　│
　　　　││（四辻家）　　　　　　　　　│　　（白川雅光男）└────┘　　　　　　　　　　│〔室町家〕
　　　　│└┬──季満┬季継─公理─季輔─公韶＝公尚＝秀藤＝実長┬公亨┬公万─公説＝公績┬公賀┬公康＝公大─公藤
　　　　│　│　　　　└与津子　　　　　（持明院　　（高野保春次男）　│　　　　　┌公績└───公康┌公大　　　　　
　　　　│　│　　　　　├──┬─賀茂宮│基輔男）　　　　└謙光〔裏松家〕　　　　│　　　　│└──┘
　　　　│　│　　　　　後水尾天皇　　　│　　　　　　　　　　││　　│　　　　　│　　　　│　　│┌川本寿栄子─三郎
　　　　│　│　　　　　├─────明正天皇　　　　　　　　　│〔西四辻家〕　　　（高松公祐四男）│〔上冷泉家為任〕
　　　　│　│徳川秀忠─和子　└──文智女王〔鷹司教平室〕　　│└公碩＝公尹─公恪＝公業─公照＝公堯┼公順─公利＝公敬 　　　 　　 　　 　 　　 
　　　　│　│　　　　（東福門院）　　　│　　　　　　　　　　│　　　└公尹　　　│　　　　│（小倉長季三男）　┌公敬
　　　　│　├猪熊季光─光則〔山浦上杉家〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　│└─────┘
　　　　│　└桂岩院　　　　┌富子〔吉良氏〕　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　　　　　　
　　　　│　　├────定勝┴綱勝　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　│
　　〔上杉氏〕景勝　　　　　　　　　　　└──┐　　　　　　　│　　　　　　　　　├通規〔中院家〕│
　　　　│（徳大寺家）　　　　　　（花山院定熙男）　　　　　　└────実祖　　　│　　（鷹司政通男）
　　　　└───┬公胤─実通＝公維＝実久─公信┴実維＝公全─実憲─公城＝実祖─公迪＝実堅＝公純┬実則─公弘─実厚─公英─実啓
　　　　　　　　└内光　　　（久我通言男）　　　　　（醍醐冬基男）　　　　　（鷹司輔平男）　└┤　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔住友氏〕友視│　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├┬─友親─友忠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登久＝友純（徳大寺隆麿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└友純
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│└西園寺春子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　├──博子〔安西氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　┌友成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─┴元夫─芳夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─満寿

藤原北家④良門流／勧修寺流／甘露寺家／清閑寺家／坊城家／勧修寺家／中御門家／万里小路家／葉室家／上杉氏／八条上杉家／再興上条上杉家
／扇谷上杉家／山内上杉家／山浦上杉家／長尾上杉氏／米沢上杉家／越後上杉家／上条上杉家／井伊氏／掃部頭家／裏松家／兵部少輔家／高倉流
（法性寺流）／高倉家／真夏流／日野家／烏丸家／勘解由小路家／柳原家／三室戸家／町家／広橋家／大谷本願寺／西本願寺（真宗本願寺派）／

西大谷家／東本願寺（真宗大谷派）／東大谷家系図

　　　　　　＜真夏流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日野家〕
　　　　　　┌真夏─濱雄─家宗─弘蔭─繁時─輔道─有国─資業─実綱─有信┬実光─資長─兼光┬資実─家光─資宣─俊光┬資名─時光─資康┬重光─義資────┐
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├資朝　　　　　　〔烏丸家〕　　　　　│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔柳原家〕　　　　└豊光─資任───┐│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└資明─忠光┬資衡─行光─資綱──┐││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔町家〕　　　　　　　│││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　［大谷廟堂］〔広橋家〕　　　　　　　　　　　　　└資藤─藤光────┐│││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├有範─親鸞　　　└頼資─経光─兼仲─光業─兼綱─仲光─兼宣─兼郷───┐││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├─┬善鸞─如信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　恵信尼│　　　├　　　　＜真宗木辺派＞　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌光玉尼　　┌存覺　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└覚信尼　　＜大谷本願寺＞　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─┴覚恵─覺如┴從覺─善如─善如─綽如─巧如─存如──┐│││││
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└範綱────広綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　│　　┌────────────────────────────────（本願寺）────────────────────────┘│││││
　　　　　　│　　│┌───────────────────────────────（広橋家）─────────────────────────┘││││
　　　　　　│　　││┌──────────────────────────────（町家）───────────────────────────┘│││
　　　　　　│　　│││┌─────────────────────────────（柳原家）───────────────────────────┘││
　　　　　　│　　││││┌────────────────────────────（烏丸家）────────────────────────────┘│
　　　　　　│　　│││││┌───────────────────────────（日野家）─────────────────────────────┘
　　　　　　│　　││││││（日野家）　　　　（徳大寺実淳次男）
　　　　　　│　　│││││└─重政┬勝光─政資＝内光─晴光＝輝資─資勝┬光慶─弘資┬資茂─輝光─永資＝資時＝資枝─資矩─資愛＝資宗─資貴＝資秀─資謙─┐
　　　　　　│　　│││││　　　　├富子〔足利義政室〕　　┌輝資　　　│　　　　　〔豊岡家〕　┌───資時┌資枝　　　　　　┌資宗　┌──資秀（和麿）│
　　　　　　│　　│││││　　　　└良子〔足利義視室〕　　│（兼保）　│　　　　　├有尚＝弘昌┘　　　┌─┘　　　　　　　　│　　　│┌───────┘
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔裏松家〕　└───弘昌　　　（四辻実長次男）　　　　│　　　│└＝捷郎─資純
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└資清─意光─益光─祐光＝光世＝謙光─明光＝恭光┬勲光─良光─友光
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌─光世└──────恭光│　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│┌───────────┘　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│┌────┐　　　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　││┌好子─┘　　　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│││志賀直哉　　　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│││├　　　　　　　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌───────┐　　││　　　││├康子┌───┐　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　〔勘解由小路家〕　└資望　　　　　│　　│└資生　│└─資淳└雄一　│　│　　　│
　　　　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　┌資忠＝韶光─音資＝資望─近光─資善＝光宙＝資生─資承＝資淳＝雄一　│　│　　　│
　　　　　　│　　│││││（烏丸家）　　　　　　　　│　┌─韶光　　　　　　　　　　　│└──────光政　　　└承子─┘　│　　　│
　　　　　　│　　││││└──冬光─光康─光宣─光広┴光賢─資慶─光雄┬宣定─光栄＝光胤─光祖─資董＝光政─光徳─光亨─光大│　　　│
　　　　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　└──────┘　　　　　├─┘　　│　　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├────┘　　　　│　　　　　　　　　　（大原重朝
　　　　　　│　　││││（柳原家）　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌───資堯└─────────┘　　　　　　　　　　　三男）│　（実吉安純男）
　　　　　　│　　│││└───量光─資定＝淳光┬資俊─茂光─資行┬資廉＝資基＝資堯＝光綱┬紀光─均光─隆光─光愛┬前光┬義光＝博光＝承光＝従光
　　　　　　│　　││（町家）┌──┐　　┌淳光└範国〔高倉家〕　│　┌─資基　　┌─光綱│　　　　　　　　　　　├愛子└燁子（白蓮）（奥平松平忠寿男）
　　　　　　│　　││└─広光┴女子│　　│　　　　　　　　│　　│　│　　　　　│　　　├具選〔岩倉家〕　　　　│├──大正天皇　　│
　　　　　　│　　││　　　　　├──資将┘　　　　　　　　│　　│　│　　　　　│　　　└具慶〔岩倉家〕　　　　│明治天皇　│　　　│
　　　　　　│　　││　　　　　高辻章長　　　　　　　　　　│　　〔三室戸家〕（梅小路共方男）　　　　┌雄光┌和光└─────────┘
　　　　　　│　　││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　└誠光┬資順＝資方＝光村─能光＝陳光＝雄光＝和光＝敬光─為光─東光─元光
　　　　　　│　　││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　└┘　　　　│┌光村　　　（藤波寛忠六男）　┌敬光─文光〔富小路家〕
　　　　　　│　　││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│└────┐└──┘　　│　　│　　　　　│
　　　　　　│　　││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　〔上冷泉家〕為綱┬為久─為村┬為泰└──┤　　│　　　　　│
　　　　　　│　　││（広橋家）　　└守光　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　└┘　　　　└┘　　　　　└治光┘　　　　　│
　　　　　　│　　│└──綱光─兼顕＝守光─兼秀─国光┬兼勝─総光─兼賢─綏光─貞光─兼廉┬兼頼─勝胤┬伊光─胤定┬光成─胤保─賢光─真光─儀光
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　　　　　　　　　　　　　　└栄通　　　└益良　　　└─────┘
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌一如─一圓─從如　〔久世家〕　〔東坊城家〕　　＜東本願寺派＞
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　＜東本願寺（真宗大谷派）＞　　　　　　　　〔東大谷家〕　　　　　　┌光紹─光見
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌敎如─宣如─琢如┴常如─眞如─乘如─逹如─光勝　　　　　　　　　＜本山本願寺＞
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──光瑩┬光演　　　├暢順─光輪
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和子女王　　　│├─┬光暢＜真宗本廟＞
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　（伏見宮邦家四女）　章子女王│├─┼暢顯
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三条実美三女）│　＜嵯峨本願寺＞
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　住如（九条兼晴男）　　　　　　　　│　　││　└暢道
　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　├　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│智子女王（久邇宮邦彦三女／香淳皇后妹）
　　　　　　│　　│（本願寺）　　　　　　　　　　　　＜興正寺＞　　　　┌常（如浄）　　　　　　　　　　　　│　　└暢慶─暢裕─裕
　　　　　　│　　└───蓮如┬實如─圓如　　　　　　├顕尊　　　┌寂如┴湛如　　　　　　　　　　　　　　　└瑩潤─演慧
　　　　　　│　　　　　　　　│　　　├──證如　　　＜西本願寺（真宗本願寺派）＞　┌本如　　　　　　〔西大谷家〕
　　　　　　│　　　　　　　　└蓮淳─慶寿院├──顯如┴准如─良如┴寂円─法如─文如┴文淳─広如─光尊┬光瑞
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　顕能尼（庭田重親女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─籌子
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┌─清少納言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├光明
　　　　　　│　　　　　　　　　　清原元輔┬清少納言姉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├──光照─光真─光淳
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　└┘├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─紝子
　　　　　　│　　　　　┌遠経─良範─純友┌理能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└武子
　　　　　　│　　　　┌┤　　　　　　　┌┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├
　　　　　　│　　　　│├高経─惟岳─倫寧┼長能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九条道孝┴─節子（貞明皇后）
　　　　　　│　　＜高倉流（法性寺流）＞│└菅原孝標室─菅原孝標女　　　　　　　　　　　　　　　（冷泉）　　　　　　　　〔高倉家〕
　　　　　　│　┌─長良┼清経─元名┬文範─為雅─中清─範永─良綱─孝清┬範孝─宗隆─実隆─範昌─永経─永賢─永忠─範賢─永季─永行─永藤─永豊─永継─┐
　　　　　　│　│　　│└高子〔清和女御〕　　　　　　　　　　　　　　　└孝博─孝定─孝道─孝時─孝頼─孝秀─孝重─孝守─孝継─孝長─信子〔大炊御門家〕│
　　　　　　│　│　　│　├────陽成天皇〔清和源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嘉楽門院）　　　　│
　　　　　　│　│　　│　清和天皇─貞純親王─常基王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──後土御門天皇│
　　　　　　│　│　　│　　　　　┌┘　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後花園天皇　　　　│
　　　　　　│　│　　│┌───────────────────────────────────────────────────────────────┘
　　　　　　│　│　　│└永康─永家┬永相─永孝─永慶
　　　　　　│　│　　│　　　　　││　│　　　　├─┬永敦─永重─永房─永秀─永範─永雅─永胤─永祜─永則─永輝
　　　　　　│　│　　│　　　　　〔佐竹氏〕義重─昆　〔佐竹北家〕
　　　　　　│　│　　│　　　　　│└親具〔水無瀬家〕├義隣┬義明
　　　　　　│　│　　│　　　　　│　　│　　　　　　〔佐竹東家〕
　　　　　　│　│　　│　　　　　│　　└─藤原道綱母└義寛＝義秀
　　　　　　│　│　　│　　　　　│　　　　├──道綱　　　└義秀
　　　　　　│　│　　│　　　　　└─国章─対御方（たいのおんかた／近江）
　　〔藤原北家〕│　　│　　　　　　　　　　├────────┐
　　　内麻呂┴冬嗣┐　└─基経　　　　　　　│　＜御堂流＞　　│　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　　　　　　　├┴─良房＝基経─忠平─師輔┬兼家─道長─頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣─忠嗣
　　　　　　　美都子（南家真作女）　　　　＜閑院流＞　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└公実　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├─┬三条実行　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌光子├西園寺通季　│　　　　┌徳子
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　├徳大寺実能　│　┌慈子│├─────安徳天皇
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　└璋子（待賢門院）│├──高倉天皇──後鳥羽天皇
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　├────────後白河天皇　　　　├─────土御門天皇─後嵯峨天皇─後深草天皇─┐
　　　　　　　　　│　　　　┌白河天皇─堀河天皇─鳥羽天皇　　│　│　　│　　　　　┌久我在子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　├────近衛天皇　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　得子（末茂流長実女／美福門院）　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　┌利基─兼輔─雅正─為時┬惟規─貞職─盛綱─盛国─邦綱┬┐　│　　　　　　　　　　　　　　〔扇谷上杉家〕　　　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　┌┘　　　　　　│　│　　│　　└輔子〔平重衡室〕　　　〔二橋　　┌＝顕定＝氏定─持朝┬定正＝┬朝良＝┬─┐
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　　│　│　　│　　　　　│　　〔上杉氏〕　　上杉家〕│┌顕定┌氏定　　　└朝昌─┼朝寧─┘　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　│┌説孝─頼明─憲輔─盛実─顕憲─盛憲─清房─重房┬頼重┬重顕─朝定〔八条上杉家〕　　　│　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　││　　　　　　│　│　　│├───┐│　　　　　│　　│　　　├┴─朝顕┬満朝─満定┬定宗─政定─定実┐│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　││　　　　　　│　│　　││　　│││　　　　　│　　│　┌─女子│　　└今川泰範室││　〔加賀爪　　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　││　　　　　　│　│　　│美福門院女房少将局　　│　　〔千秋上杉家〕　　│　　　　　││　　上杉家〕　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　││　　　　　　│　│　　││　　（藤原家範女）　│　　├頼成─藤成┴頼顕┘　　　　　└政定─忠定　　　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　┌───────────────────────（八条上杉家）──────────────────────────┘│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　│　　││　　└──清邦　　　│　　│　│　┌─┐　　　　　　　　　│　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　〔平家〕忠盛┬清盛＝清邦　　　│　　│　│〔山内上杉家〕　　　　　　│　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　│　　└───┤└─能円　　　│　　│　│［関東管領］┌──┐　┌─憲実　│　　　　　│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　│　　　│┌─時子＝能円　　　│　　├憲房┬憲顕┼憲方┼憲定┬憲基＝憲実──────┐│
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　│　　　├┴─時忠└┤　　　　│　　│　│││　［奥州管領］└義人〔佐竹氏〕　　　　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　│　　　平時信　　　範子（藤原南家範季姪）││　〔庁鼻和上杉家〕│〔深谷上杉家〕　　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　││　　　　　　│　└───┤　│　　　├──通光│　　│　│││　├憲英─憲光─憲信─房憲─憲清─憲賢││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　└───────────┐　┌─祐子│　　　久我通親　│　　│　│││　│　　〔山浦上杉家〕│　　│　　　　││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　││　　　　　　│　│　│　　　└教盛┬通盛　　　│　　│　│││　│　　└憲重＝頼方─頼藤─────┐││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　││　　　　　　│　├憲方　　　　　　│├　　　　│　　│　│││　│　　　　┌─頼方　│　　│　　　│││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　││　　　　　　│　│├────────小宰相　　│　　│　│││┌─朝房〔越後上杉家〕│　　│　　　│││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　││　　　　　　│┌─女子　　　　　　│├　　　　│　　│　│││││├─＝憲栄＝房方┬朝方────┐│││
　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　└教経　　　│　　│　││││├女子┌憲栄└房方││　　│　　││││
　　　　　　　　　│　　│　└──────────────────────────────┐　　│　　│　││││└──┘　└───┤│　　│　　││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│　││││　　　　　　　　└┤│　　│　　││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│　│││└┐　　　　　　　　〔上条上杉家〕││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│　│〔犬懸上杉家〕　　　　　└清方───┐││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│　│├憲藤┴朝宗─氏憲┬憲秋─憲定　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│┌─┘└──能憲　（禅秀）　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│││┌重能＝能憲　　　└岩松満純室　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│││〔宅間上杉家〕　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　│└＝┼重兼─能俊─憲重─憲俊─憲能　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　│　　├清子〔室町将軍家〕　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　└女子│├──尊氏─義詮─義満─義教─政知　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　　├──貞氏─高義─┐　　　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　〔足利氏〕頼氏─家時│　└│───┘　　　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　　　　└加賀局　　　　　　　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　││　　　　　　│││　│　　　　　　　　　│　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　└─紫式部　　　│││　│　　　　　　　　　│　　　　　　勧修寺道宏　　　　　　　　　　│　　│　│││││
　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　│├──賢子〔高階成章室〕┌────────────────────────────────┘　│││││
　　　　　　　　＜良門流＞＜勧修寺流＞　　　　　││　　（大弐三位）　│　│　　　　〔吉田家〕　　　　　　　　　　〔甘露寺家〕　　　　│　　　　　││││
　　　　　　　　　└良門┼高藤┬定方─朝頼─為輔┼宣孝─隆光─隆方┴為房┬為隆─光房─経房─定経─資経┬経俊┬為経─経長┬隆長─藤長─兼長──┐│││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　└淑子〔藤原佐理室〕　│││　　　　　　　│　　　　　│　　│　　　　　〔清閑寺家〕　│　　　││││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　┌冷泉天皇─三条天皇　　　　　　　│　　　　　│　　〔坊城家〕　└資房─資定────┐││││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　││　├│││　　　　　　　│　　　　　│　　├俊定─定資┬俊実─俊冬───┐│││││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　└──綏子││　　　　　　　│　　　　　│　　│　　　　　〔勧修寺家〕　│　││││││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　│　├────頼賢　　　　│　　　　　│　　〔中御門家〕└経顕─経重──┐││││││││
　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　│〔村上源氏為平流〕　　　│　　　　　│　　└経継─経兼─宣方───┐││││││││││
　　　　　　　　　　　　│　　└胤子│　　　　　　　　　├為平親王─頼定││　　　　　　　│　　　　　│　　┌宣房　　　　　　　　　│││││││││││
＜桓武朝＞　　　　　　　│　　　├──醍醐天皇─村上天皇┴円融天皇─一条天皇─後朱雀天皇─┘　　　　　〔万里小路家〕　　　　　　　　│││││││││││
　嵯峨天皇─仁明天皇─光孝天皇─宇多天皇　　　　　　　　　　　　│　　└──────┐　　　　　　　　└資通┴季房─仲房─嗣房──┐│││││││││││
　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　└──────┐　　│　　　　　　　　〔葉室家〕　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└顕隆┼顕頼┼光頼┬宗頼─宗方─資頼─頼親─頼藤─長隆─┐││││││││││││
　　　　　　　　　　　　〔井伊氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　└惟方└成頼〔姉小路家〕┌忠方　　　　　　　│││││││││││││
　　　　　　　　　　　　└利世─共良─良春─良宗─共資＝共保　　　　　　　│　└顕長─長方─宗隆─宗房─顕朝┴顕兼─忠顕　　　　│││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──共宗─宗綱─共章─共家─共直─惟直─盛直─良直─彌直─泰直───┐│││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└女子　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││││
┌────────────────────────────────（井伊氏）─────────────────────────┘│││││││││││││
│┌───────────────────────────────〔葉室家〕──────────────────────────┘││││││││││││
││┌──────────────────────────────（万里小路家）─────────────────────────┘│││││││││││
│││┌─────────────────────────────（中御門家）───────────────────────────┘││││││││││
││││┌─────────────│──────────────（桓武朝）─────────────────────────────┘│││││││││
│││││┌───────────────────────────（勧修寺家）─────────────────────────────┘││││││││
││││││┌──────────────────────────（坊城家）───────────────────────────────┘│││││││
│││││││┌─────────────────────────（清閑寺家）───────────────────────────────┘││││││
││││││││┌────────────────────────（甘露寺家）────────────────────────────────┘│││││
│││││││││（甘露寺家）　　　（下冷泉為豊次男）（中川貞秀男）　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││││││││└─房長┬親長─伊長＝経元＝経遠＝豊長＝時長＝嗣長─方長─尚長＝規長─篤長─国長─愛長─勝長─義長─受長　　　　　　　　　　　　│││││
││││││││　　　　│　　　　　│　┌─経遠（正親町三条（時長弟）　　│　┌規長（中御門家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││││││││（清閑寺家）　　　　│　│　　　　公仲次男）　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
│││││││└──家房─家俊─幸房─家幸……………………［再興］＝共房─共綱─熙房┬熙定┬治房─秀定─益房─昶定─共福─豊房─盛房─経房──┐│││││
│││││││　　　　　│　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　┌共房　│　│　　│　　└浄岸院〔徳川吉宗養女〕　　　　　┌────────┘│││││
│││││││　　　　　│　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　┌──────┘　　　├　　　　　　　　　　　　　　　└＝良貞─経泰─信房│││││
│││││││　　　　　│　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　│　│　│　〔島津氏〕継豊─重年─重豪　　　　　　　　　　（吉田良義男）　│││││
│││││││　　　　　│　　　　　│　└─────────┐　　│　│　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌俊章　　　　　　│││││
│││││││（坊城家）│　　　　　│　　　　　　　　　　　├──────俊昌│　　　　　┌俊方　　　　　　　　　　　　┌俊迪├俊周　　　　　　│││││
││││││└───家房─俊任─俊継─俊国─俊秀─俊顕＝俊名……［再興］＝俊昌┬俊完─俊広┴俊清＝俊将┬俊逸─俊親┬俊明＝俊克＝俊政＝俊章──┐│││││
││││││　　　　　　│　　　　┌──────────俊名│　　│　│　│┌───────┤　┌俊将└──┐　　├───俊克┌俊政　　　　　││││││
││││││　　　　　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│┌─────────女子│　　　　　│　　└─────┘　　　　　　　││││││
││││││　　　　　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　┌──────┘　　　　　　　　│　　　　　│　　　　┌───────────┘│││││
││││││　　　　　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　││　│││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│┌俊徳　　　　　　　　　│││││
││││││（勧修寺家）│　　　　││　　　　　　　　　　　│　└─経広││││　　┌─────┘　　　　　│　　　　└┴俊良┬俊民＝俊周─俊成│││││
│││││└───┬経興┬教秀┬政顕─尚顕─尹豊─晴秀┬晴豊┴光豊＝経広─経敬─尹隆┴高顕┬顕道─経逸┬良顕─経則─経理─顕允└───俊周　　　│││││
│││││　　　　│　　└経熈└──┐　┌──────┤　　　　　│　│││││　┌───┘　　　　　├為起〔下冷泉家〕　　　　　　　　　　　　│││││
│││││　　　　└経直─経茂──┘│　│　　　　　　└晴子（新上東門院）│││　│　　　　　　　┌───────────┐　　　　　　　　　　│││││
│││││　　　　　　　└─┐┌─────────房子　├──後陽成天皇─後水尾天皇─霊元天皇─東山天皇┬中御門天皇─桜町天皇─桃園天皇─┐　　│││││
│││││　　　　　　　┌─────────栄子　├──誠仁親王　│　│││││　│┌─────────┘　│　　　　　　│┌──────┘　　│││││
│││││（桓武朝）　　│　││　　├藤子　├──正親町天皇　　　│　│││││　││　　　　　　└───欣子内親王　　　│└┬後桃園天皇　　　│││││
││││＜伏見朝＞┌────────┤├──後奈良天皇　　　　　　│　│││││　││　　　　　　　　│　├│　　　　　　└─┘　　　　　　　　│││││
│││││┌後花園天皇─後土御門天皇─後柏原天皇　　　　　　　　　│　│││││　│〔閑院宮家〕　　　│＜閑院朝＞　　　　　　　　　　　　　　　│││││
│││││└──────────────────────────────────┐│└直仁親王─典仁親王─光格天皇　　　　　　　　　　　　　　　│││││
│││││　＜持明院統＞＜北朝＞　　│　│　〔伏見宮家〕　　　　　│　│││││││　　　　　　　　　│　├────仁孝天皇─孝明天皇─明治天皇│││││
││││└──伏見天皇─後伏見天皇─光厳天皇─崇光天皇─栄仁親王─貞成親王───┘│　　　　　　　　　├─婧子（東京極院）　　　　　　　　　　　│││││
││││　　　　　│　　│　││　　└女子　　　　　　　　　　　　│　│││││　│　　　　　　　　　└徳子│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││││　　　　　│　　│　└─女子│├──公条　　　　　　　　　│　│││││　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││││　　　　　│　　│　　│├──実隆　　　　　　　　　　　　│　│││││　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
││││（中御門家）〔三条西家〕公保││　　　　┌宣綱　　　　　　│　│││││　│┌宣基　　　　　　　　　└俊臣　　　（堤栄長男）┌経徳　　　│││││
│││└───宣俊─経豊─宣輔─明豊─宣胤┬宣秀┴宣治─宣教＝資胤┴尚良─宣順─資熈┴宣顕┬経康＝宣誠─宣時＝俊臣─宣家＝経定─資文＝経之──┐│││││
│││　　　　　　│　　│　　│　　│　│├隆永〔四条家〕　（庭田重保男）│││　│　　　│　　（烏丸宣定三男）　　　┌───────────┘│││││
│││　　　　　　│　　│　　│　　│　│└寿桂尼〔今川氏親室〕　　　│││││　│　　　└光胤〔烏丸家〕　　　　　　└┬経明─萬千子＝経恭　　│││││
│││　　　　　　│　　│　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│┌晴房│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└経隆┬経民　┌経恭　　│││││
││（万里小路家）└賢房│　　│　　│　└─充房　　　　　　　　　　　└─尚房│　└─政房　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───┘　　　　│││││
││└─時房─冬房＝賢房┼秀房┴惟房─輔房＝充房─孝房┬綱房─雅房─淳房＝尚房┴稙房＝政房＝文房─建房─正房─博房─通房┬直房─芳房─忠房　　　│││││
││　　　　　　　　　　└季時〔阿野家〕　　　　　　　├＝頼豊〔坊城俊完〕││　　　　　　（平松時行男）　　　　　┌──┘　　　　　　　　　　　│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├＝頼隆（滋野井　│││　　　　　　　　　　　　┌顕胤　　　│　　　　　　　　　　　　　　│││││
││（葉室家）　　　　　　　　　　　│　　　　　┌定藤└頼業　　季吉男）││└─頼要　　　　　　　　　├顕熙　　　│　　　　　　　　　　　　　　│││││
│└──長光─長宗─長忠─教忠─光忠─頼継─頼房┴頼宣＝頼業┬頼孝┬頼重＝頼胤＝頼要＝頼熙─頼寿─顕孝┴長順─長邦＝長通　　　　　　　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└為経│　　┌頼胤　　　（堤代長次男）　　　　　　　　│├─＝直躬（鍋島直柔三男）　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔冷泉家〕└──┐　　　　　　　　　　　　　　　　　└春子│├──頼由　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└橋本実松─┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└千鶴子　　　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　＜安中藩＞　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔兵部少輔家〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌直勝─直好─直武─直朝＜与板藩＞　　　　（桑名松平忠雅四男）　┌─直安　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　＜掛川藩＞　　├─＝直矩─直陽＝直員＝直存─直朗─直経─直充＝直安─直方──┐│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　┌女子┌直矩　　　┌直員　　　　　　　　┌───────────┘│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　┌直滋　│　│　┌┘　　　　　│　　　　　　　　　　└─英彰─脩─＝達夫─達也│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　［女地頭］　＜彦根藩＞　　│　├直通＝直恒　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌直虎［徳川四天王］　　　│　├───直恒　　　┌直亮　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│││││
│（井伊氏）　　　　　　　　　　　　│　　　　　（次郎法師）〔掃部頭家〕　│　├─┘┌直禔　　　［大老］　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│││││
└───行直─景直─忠直─直氏─直平┬直宗─直盛＝直親─直政┴直孝┼直縄─直興┼直惟┴直幸┬直中┴直弼┬直憲─直忠─直愛─直豪＝直岳（羽中田氏）│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└直満────直親　　　　　　└直澄　（直該）　　　　│　　│　　└──────────┘│├　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　├幸専〔真田氏〕　　　　　　　　　　└裕子　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　└利義〔久世氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────────────┘　└直定─木俣守吉室┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　┌───────────────────────────────（上条上杉家）─────────────────────────────┘││││
　　　　│┌──────────────────────────────（越後上杉家）──────────────────────────────┘│││
　　　　││┌────────│──│─────────────────（山浦上杉家）───────────────────────────────┘││
　　　　│││┌────────────────────────────（山内上杉家）────────────────────────────────┘│
　　　　││││┌───────────────────────────（扇谷上杉家）─────────────────────────────────┘
　　　　│││││　　　　　　│　　│　　　　　┌＝景虎（後北条氏康男）
　　　　│││││　　　　　　│　　│　　　　　〔米沢武田氏〕
　　　　││││（扇谷上杉家）└憲勝│　　　　　┌信清
　　　　││││└─朝興─朝定＝憲勝│　武田信玄┴菊姫
　　　　││││　　　　［絶家］（足利成氏男）　│├〔吉良氏〕義央（上野介）
　　　　││││　　　　　　　┌＝顕実　　〔長尾上杉氏〕　　　├─┬＝┬─義周
　　　　││││　　　　　　┌┐　　│　　（景虎／輝虎／　　┌富子│　│
　　　　││││（山内上杉家）└憲房│　　　謙信）〔米沢上杉家〕　│　│
　　　　│││└─┬房顕＝顕定＝憲房─憲政＝政虎＝景勝　　　│　　│　│　　　┌宗憲┌勝熙───┐
　　　　│││　　│　　┌顕定　　　│　　┌景虎┌景勝　　　│　　│　│　　　├宗房├──┐　　│
　　　　│││　　└周清──┘┌───猪熊季光┐│├──定勝┴綱勝│　│　　　│　┌─勝興└治広└斉定
　　　　│││　　　　　│　　│　　│四辻公遠┴─桂岩院　　　├＝┴綱憲┬吉憲┴重定＝治憲＝治広＝斉定─斉憲┬茂憲─憲章─隆憲─邦憲─裕憲
　　　　│││　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　媛姫　　└┤　　　　│（勝興／鷹山）　　　　　├長裕〔丹羽氏〕
　　　　│││　　　　　│　　│　　│　　〔黒田氏〕　　　　（保科正之長女）　　　│　├──顕孝　　　　　　└長保〔丹羽氏〕
　　　　│││　　　　　│　　│　　│　　│孝高─長政┬忠之　　　　　　├勝延────琴（お豊の方）
　　　　│││　　　　　│　　│　　│　　（官兵衛／如水）　　　　　　　└豊姫　　│
　　　　│││（山浦上杉家）　└光則│　　│　　│　　〔秋月黒田家〕　　　├─┬長邦
　　　　││└──＝景国─高国＝光則─能範＝康長─女子└長興┬長重─長軌＝長貞│　│
　　　　││　　　（政清系村上氏国清／　　│（米沢藩家老　　└勝子─鶴子─長貞│　│
　　　　││　　　　上杉重房14代後裔）　　│　色部久長長男）　　＜日向高鍋藩＞│　│
　　　　│（越後上杉家）└──┐　　│　　│　　│　　　　　　　〔秋月氏〕種弘─種美
　　　　│└────房朝＝房定┴房能│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│├─┬種茂
　　　　│（上条　┌───房定　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　└春姫│
　　　　└────┴房実┬定実［絶家］　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└┤
　　　　　　上杉家）　　├定明─頼房│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└晃長〔人吉相良氏〕
　　　　　　　　　　　　├定憲　　　│　　│　　│
　　　　　　　　　　〔畠山能登守護家〕義続┬義綱│
　　　　　　　　　　　　│　　　　　│上条上杉家〕
　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔再興└義春〔畠山氏〕
　　　　　　　　　　　　│　　　　　└政繁＝義春┌義真─義里─義寧─知義
　　　　　　　　　　　　│　　　　　（八条│├─┴長員┬長政─義陳＝知義＝義枝─義寿─義長─義達─義正─義為
　　　　　　　　　　　　│　　　　上杉家）┌女子│　　└長貞　　　　　　┌義枝（伊予吉田伊達家）
〔長尾氏〕　　　　　　　│　　　　　　　　└──┤　　　　　　　　　　　│
　景恒┬高景─景房─頼景─重景─能景─為景┤　　│　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　└綾（仙洞院）　　　　　　　　│
　　　〔上田長尾氏〕　　│　　　　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　│
　　　└長景─房景─憲景─憲長─景隆─房長─政景　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　└積翠院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　├──稙宗┬晴宗─輝宗─政宗─秀宗─宗職─村豊┘
　　　　　　　　〔伊達氏〕尚宗　　　└実元─成実
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　〔藤原北家〕
　┬房前┬真楯─内麻呂─冬嗣─良房＝基経─忠平─師輔─兼家＜御堂流＞　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──道長─頼通─師実─師通─忠実┬忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣
　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───時姫　　　　　　　　　　　　　　　└頼長─師長┌成宗
　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（悪左府）├─＝成宗
　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────成親女
　│　　│　　┌鷹取　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──────┘
　│　　│　　＜鷲取流＞　　　　　＜山蔭流＞　│　　　　　　　　〔中村氏〕　　　　　　│〔伊達氏〕
　│　　│　　├鷲取──藤嗣─高房┬山蔭─中正┴安親─為盛─定任─実宗─季孝─家周─光隆─朝宗─宗村─義広─政依─宗綱─基宗─行宗─宗遠─政宗─氏宗
　│　　│　　│　　　　　　　　　（四条中納言）　　　　　〔加藤氏〕　　　　　　　　　│　（常陸入道念西）　　　　　　　　　　　　　　　　（大膳大夫）
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌重光─貞正─正重─景道─景清─景員─景廉┬景長─行景─行村─◯◯─◯◯─泰景─◯◯─◯◯──┐
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　〔片倉氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　……胤重─景広─景俊─景久─景継┬景房─景信─景春────┐│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　〔明知遠山氏〕　　└加藤景佐　　　　　　　　││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　┌景重─景長─朝廉─景忠─景房┬景基───┐││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔遠山氏〕〔岩村遠山氏〕┌───────┘　　　　　│││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└景朝┴景員┬景資─景茂─景明┬景秀─景興──┐│││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　＜遠山七頭＞〔岩村・明知・苗木・飯羽間・　〔阿木遠山氏〕　　〔飯羽間遠山氏〕││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　串原・阿寺（馬籠）・阿木（大井）遠山氏〕└景賢┌利永┐　　└景義…………┐││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│┌……………………………………………………………………………………………………………┘││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　＜利仁流＞　〔斎藤氏〕　│：　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔美濃斎藤氏〕　　　　　　　　　　││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　└時長─利仁─叙用─吉信┴伊傳─則光─則重─助宗─宗景─宗長─景頼─親頼─祐具─宗円┴妙椿＝妙純┬利親────┐││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　［武人四人組］　　　：　　　　┌長実┬長輔　　│　　　　　　　　　〔茂庭氏遠祖〕│　└妙純└利安───┐│││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　│鳥羽天皇│　　　　　　…則盛─実盛…………行元＝基良─実良……┐││││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　││　┌崇徳天皇　　　　　　　　　　　　　　│　（多田満仲後裔）：││││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　│├─┴後白河天皇　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　││　　├──覲子内親王　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　││　　高階栄子（丹後局）　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　││┌─┤│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　＜魚名流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　│││　平業房　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　（川辺左大臣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│　　└得子（美福門院）　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　：││││││
　│　　├魚名┐＜末茂流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　：　＜善勝寺流＞　　│〔四条家〕　　　　　　　　　　┌隆名　│　　　　　　　　　：││││││
　〔式家〕├─┴末茂──総継┬直道─連茂─佐忠─時明─頼任─隆経─顕季┴家保─家成┬隆季┬隆房─隆衡┬隆親┬房名＝隆名─隆宗─隆郷─隆直─┐：││││││
　└宇合─女子│　　　　　　└沢子　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　│├家明│　　　　　│　　＜隆顕流＞　　│　［絶家］　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　├──光孝天皇　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　││　　　　　│　　└隆顕─隆実─隆資─隆俊　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　仁明天皇　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　││　　　　　└貞子〔西園寺実氏室〕　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　│└隆保─隆俊─隆朝───┘　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　└┐　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　　〔阿野家〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　│├成親┼公佐〔滋野井実国養子〕　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　┌┘├──実直　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　││　│┌女子　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　│〔阿野氏〕　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　源義朝─全成┘　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　│├家教〔山科家〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　│├実教＝教成─教房┬資成─資行＝教行┬教言─教興───┐│：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　└────教成　　　└教頼─教定─教行└教繁─教遠──┐││：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　└経子　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　├──清経　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││：││││││
　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　平清盛─重盛─維盛　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││：││││││
　　　　│　　＜秀郷流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　〔奥州藤原氏〕　│　├　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││：││││││
　　　　│　　└藤成──豊沢─村雄─秀郷─千晴─千清─正頼─頼遠─経清─清衡　　　　　└─新大納言局　　　　　　　　　　│　　　　　　│││：││││││
　　　　└楓麻呂　　　　　　　　　（俵藤太）　　┌─────────────（明知遠山氏）───────────────┘　　　　　　│││：││││││
┌─────────────────────────────────────（山科家）────────────────────────┘││：││││││
│┌────────────────────────────────────（山科家）─────────────────────────┘│：││││││
││┌───────────────────────────────────（四条家）──────────────────────────┘：││││││
│││┌…………………………………………………………………………………………（斎藤氏）………………………………………………………………………┘││││││
│││：┌───────────────────│─────：───────（美濃斎藤氏）──────────────────────────┘│││││
│││：│┌────────────────────────────────（美濃斎藤氏）───────────────────────────┘││││
│││：││　　┌─────────────────────────────（岩村遠山氏）────────────────────────────┘│││
│││：││　　│┌────────────────────────────（明知遠山氏）─────────────────────────────┘││
│││：││　　││┌───────────────────────────（片倉氏）────────────────────────────────┘│
│││：││　　│││┌──────────────────────────（加藤氏）─────────────────────────────────┘
│││：││　　││││（加藤氏）　　　　　　　│　　〔亀田磐城氏〕宣隆〔三好氏〕［亀田藩士］
│││：││　　│││└─景俊─◯◯─広兼─教明─嘉明　　　：　　　├＝┬幸信─隆長
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　┌なほ（御田姫／顕性院）
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　豊臣秀次─隆清院　　│
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│（三好氏）：├─┴──┘
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　〔真田氏〕信繁┬幸昌（大助）
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：（幸村）
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：〔片倉氏〕〔仙台真田氏〕
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　├守信─辰信─信成─信経
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│（大八）　　　　　　　〔伊達宗家〕
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　〔宮床伊達氏〕宗房┌村房→吉村
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　　　　　　├─┴村興─村茂─村嘉
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　　　　　┌於松　　┌＝村信（宮床伊達村茂）
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　　　　　［宮床伊達氏家中／於松付侍］
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　〔賜姓片倉氏〕〔宮床湯村氏〕
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔白石湯村氏〕源蔵─彦太郎─甚三郎─彦左衛門─貞数─員長─員貞＝員信─員徳─員直＝三五郎─利雄
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　┌──┐│　　　　│
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　│〔仙台松前家〕　└┐ 
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔松前氏〕慶広─安広│　　〔仙台片倉氏〕
│││：││　　│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　：　　│　│　├┴┬広国＝為広┼広高┬脩広＝広義─広文─広憲─広胖─広致─広道─賢吾
│││：││　　│││（片倉氏）　　［大崎氏家臣］　　［米沢八幡神職］│┌喜佐└───為広〔佐々氏〕　┌広義 
│││：││　　││└──景経─景時─景隆─景行─景村─景重〔白石片倉氏〕　　│　　　　　└女子───┘
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　│（小十郎）（重綱）　│　　　　　　　　└村廉
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──景綱─重長＝景長┼村長─村休＝村定＝村廉─村典┬景貞─宗景─邦憲─景範─景光＝健吉─重信─信
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　：　┌┤├└─景長└──────村定　├──薫姫└登米伊達宗充室　　　　　　　（伊予吉田
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　直子：　│└阿梅　　　　　　〔遠藤氏定利〕郷姫　〔登米伊達村倫室〕　　　　　　　 　　宗孝七男）
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　（本沢真直女）　　　　　　　　　　　　　　（伊達吉村八女）　　　
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　［伊達政宗乳母］
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──喜多＝定広（田村宗顕男）　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　：　│　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌友由─友将
│││：││　　││　　＜遠山三頭＞〔岩村・明知・苗木遠山氏〕　└─阿菖蒲　　　　　　　　　　　　　　　　　├＝友明（常陸府中松平頼明三男）
│││：││　　││　　〔苗木遠山氏〕　　　　　│　　　│　└………友勝（飯羽間遠山氏）　　　　　　　　　　│　├┬友随
│││：││　　││　　　景利…………………………昌利─景徳＝直廉＝友勝─友忠＜苗木藩＞　　　　　　　　　　├女子└相良福将
│││：││　　││　　　　　　　　　　　　　　│　　　│┌─直廉　　　　├──友政─秀友─友貞─友春─友央┴友清─友福─友寿─友禄
│││：││　　││（明知遠山氏）　　　　　　　│　　　││［旗本］　　　織田信長姪　　　（松山松平定直家臣遠山景貴男）
│││：││　　│└──────景次─景勝─景保─景成─景行─利景─方景┬長景─伊次─伊清＝景昵─景達─伊氏─景祥─景珍─景高─景福─景久
│││：││　　│（岩村遠山氏）　　　　　　　　└頼景　│└────┐　└景重─景吉┬景義─景信┌景善［江戸町奉行］
│││：││　　└───────景重─景恒─持景＝頼景─景友─景前┬景任［絶家］　　│　　［長崎奉行］　金四郎
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　└┘　　　　　　　└景藤─景好＝景晋─景元─景纂─景彰─景之─景档
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　［加賀前田家臣］　　　　（永井直令男）
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├＝┬勝長─勝良
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　└─────┐
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌おつやの方（岩村御前／女城主）
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　［村上水軍］│
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├──六太夫　　│
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　［武田家臣］　　　│
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│秋山虎繁　　　　│
│││：││（美濃斎藤氏）　　　　　　　　　　〔織田氏〕信定┴信秀─信長┬信忠│
│││：││　　　（道三／秀龍／松波庄五郎男）　　　　　│　　　　　├　└──┘
│││：│└─利良＝利政─義龍─龍興　　　　　　　　　　│　　　　┌帰蝶（濃姫）
│││：│　　　　　├──────────────────────┴利治（長龍）
│││：│　　　　┌小見の方　　　　　　　　　　　〔明智氏〕┬光綱─光秀
│││：│　　　　└────────────────────┘　　（桑折宗長男）
│││：│（美濃斎藤氏）　　　　　　　　　〔原田氏〕┬宗政＝┬宗時＝宗資　甲斐
│││：└──利賢─利三　　　　　　　　　　　　　　└源一郎┘　　　├──宗輔┬宗誠
│││：　　　　　　├──春日局　　　　　　　　　　　　│　　　　┌津多　　　│├──帯刀
│││：　稲葉良通─安　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└──┐　┌─女子─女子
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　伊達政宗　│　│└輔俊〔前沢飯坂氏〕
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　〔亘理氏〕│
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─┬宗根│　│
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　香の前　　│　│
│││：（斎藤氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔鬼庭氏〕　├──┘　│
│││└………………………………………………………………良直　├＝┘　　　　│
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（左月斎）〔茂庭氏〕　（良綱）
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──綱元┬良元┬定元─性元─元明─〓元─希元─善元─有元─升元…邦元
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧野刑部女│（延元）│　　　　　　　　　　　　［茂庭氏家中］
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─┘　　　　　　　　　　　　〔鎌田氏〕　［鹿島台村長］
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└盛元〔猪苗代氏〕　　　　　　　　　　玄光─三治─三之助─政明
│││（四条家）　　　　　　　　　　［再興］　　　　　　　　　　　　　　（中山栄親男）　　［仙台追討総督］
││└─隆盛─隆量＝隆永─隆重─隆益＝隆昌─隆術─隆音＝隆安─隆文＝隆叙＝隆師＝隆生┬隆美＝隆謌─隆愛─隆徳＝順子
││　　　　　　　（中御門宣胤　　┌┘（冷泉為益男）┌─隆安　　　（正親町公通（醍醐輝久　┌隆謌　　　　　　（奥平守雄女）
││　　　　　　　　　　　次男）　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　七男）　　次男）│
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　東山天皇　　　　└──┘
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　├─┬中御門天皇
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　┌賀子└閑院宮直仁親王
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　（新崇賢門院）
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　　┌＝隆兼
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　　├＝隆周
││　　　　　　　　　　　　　　　│〔櫛笥家〕　　　│┌隆方　　（六条有藤末男）（石井行忠男）
││　　　　　　　　　　　　　　　└＝隆憲＝隆致┬隆朝┴隆胤＝隆賀＝隆成＝隆望＝隆久─隆邑─隆起─隆韶＝隆義─隆督─隆智
││　〔正親町三条家〕公兄─松陰居士┬隆憲┌隆致〔園池家〕┌─隆賀│　　（鷲尾隆尹次男）　　　　　　　（阿野公誠次男）
││　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　　├実卿　　│　　　│　　　　　　　　┌公宜
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├公屋─実守┬房季＝実徳─公翰─実達┴公静─実康─公致─実覧
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├宗朝──┘│　　〔八条家〕
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└隆子（逢春門院）├隆英─隆周
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──後西天皇　└隆兼
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後水尾天皇〔堀河家〕　　　　　　　　　　┌具視〔岩倉家〕
││（山科家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└冬輔─康実─康曉─親実─康親┴康隆
│└──教豊─顕言─言国─言綱─言継┬言経─言緒─言総＝言行┬持言─堯言─頼言─敬言─忠言─言知─言成─言縄─言綏─家言─言泰
│（山科家）　　　　　　　　　　　　└諸光〔薄家〕　│（藤谷為賢男）
└───保宗─言国　　　　　　　　　　　　　　　　　└───┘
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　〔藤原北家〕
　┬房前┬真楯─内麻呂─冬嗣─良房＝基経─忠平─師輔─兼家＜御堂流＞　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──道長─頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣
　│　　│　　┌鷹取　　　　　　　　　　　　　┌───時姫　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊佐氏〕
　│　　│　　＜鷲取流＞　　　　　＜山蔭流＞　│　　　　　　　　〔中村氏〕　　　　　　　　　　┌為宗
　│　　│　　├鷲取──藤嗣─高房┬山蔭┬中正┴安親─為盛─定任─実宗─季孝─家周─光隆〔伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大膳大夫
　│　　│　　│　　　　　　　　　（四条中納言）　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──朝宗┼宗村─義広─政依┬宗綱┬基宗─行宗─宗遠┬政宗─氏宗──┐
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子（常陸入道念西）　　　　│　　〔瀬上氏〕　　　〔大条氏〕　　　　│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├大進局　　　　　│　　└行綱　　　　　　└宗行　　　　　│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├──貞暁　　　〔桑折氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　┌頼家─公暁├親長……………（不詳）…………………┐│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　│├──一幡└宗弘〔白石氏〕　　　　　　　　　　　：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││┌─若狭局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　〔河内源氏〕為義┴義朝────頼朝│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─政子　　　　　　〔飯坂氏〕　　　　　　　　　　　　　　：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├為家┬◯◯─宗政─政信─俊信─信近─家房─重朝─宗家┐：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　││　　　　　　　　　　　〔駿河伊達氏〕　　　　　│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│└経家─経政─忠経─経盛─景宗…………┬……　　│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　└──┐　　　　　┌…………………………┘　　　　│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　│　　　　　│〔紀州伊達氏〕　　　　　　　　│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔伊達崎氏〕　　　　　└─◯◯……………千広─陸奥宗光│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└実綱…………………………（不詳）………………………┐│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔足立氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小野┌遠兼─遠元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田）〔安達氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　└如無─在衡─国光─忠輔─相任─相継─相国─国重─兼広┴盛長　　│　　　┌景村─泰宗┐　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼盛）├──景盛┬義景┼泰盛─宗景│　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌丹後内侍││　　├──┐　　│　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├─島津忠久　　│　　│　　└覚海円成　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││惟宗広言││　　┌経時└覚山尼├──高時　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔比企氏〕比企尼＝能員──┘└松下禅尼　　├──貞時　├──時行　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┐　　　　　　├─┴時頼─時宗　　　┌女子（中先代）：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔北条氏〕時政┴義時─泰時─時氏└顕盛─宗顕─時顕┴高景　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧の方└女子　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──朝雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔加藤氏〕　　　　　　〔平賀氏〕盛義─義信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌重光─貞正─正重─景道─景清─景員─景廉┬景長─行景─行村　　　　　　　　　〔片倉氏〕：│：│
　│　　│　　│　　　　　　　　　＜利仁流＞　〔斎藤氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔遠山氏〕　　　　　　　　　　　………景継　　：│：│
　│　　＜魚名流＞　　　　　　　　└時長─利仁─叙用─吉信┴伊傳─則光─則重　　　　　　　　　　　　└景朝─景継─景房─景信─景春─景経─景時　　：│：│
　│　　（川辺左大臣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔茂庭氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　│　　├魚名┐＜末茂流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…則盛─実盛………〔四条家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　〔式家〕├─┴末茂──総継─直道─連茂─佐忠─時明─頼任─隆経─顕季─家保─家成─隆季─隆房─隆衡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　└宇合─女子＜秀郷流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔奥州藤原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　　　　│　　└藤成──豊沢─村雄─秀郷─千晴─千清─正頼─頼遠─経清─清衡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
　　　　└楓麻呂　　　　　　　　　（俵藤太）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│：│
┌……………………………………………………………………………………………（伊達崎氏）…………………………………………………………………………………┘│：│
：┌──────────────────────────────────（桑折氏）─────────────────────────────────┘：│
：│┌………………………………………………………………………………………（飯坂氏）…………………………………………………………………………………………┘│
：│：（桑折氏）　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝宗貞（伊達稙宗六男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│└………（不詳）…………宗季────景長──┼─宗長───┬政長　　　　　　　　　［宇和島藩家老］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─白石宗実室│├───┬＝重長───＝宗頼───＝定長（宗長）〔吉岡伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌─債　　　│　├─────宗長　　　（断絶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　└─吉菊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│└女子　　　　├─────女子〔涌谷伊達宗重室〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│〔天童氏〕重頼（留守政景次男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─女子　　│　├────┬重長〔桑折氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─────景頼　　　└宗頼〔桑折氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石母田氏〕光頼　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　　│　　　　　　〔吉岡伊達氏〕　　　　　〔前沢飯坂氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：│（飯坂氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┼──────＝宗清───＝定長───＝宗章───＝輔俊（原田甲斐次男）　　　　　　　　　　│
：└重豊────重信──┬─重定───＝宗定────宗康　　│　新造の方（猫御前）　　（桑折重長男（忠宗　┌──法林院　┌②村房〔伊達宗家吉村〕　　　　│
：　　　　　　（清宗）　│　　　　　　（黒川景氏男氏定？）　└─飯坂の局（吉岡の局）　　　　　宗長）九男）│　　├　　　│　（一関田村建顕養嗣子）　　　│
：　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────＝宗清〔飯坂氏〕　　　　　　　　│　［仙台藩一門第七席］　　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　│〔黒川氏〕　　　　　　　　　　　　　　伊達政宗　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔宮床伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　└─景氏───┬稙国────晴氏───＝義康（大崎義直男）　　　　　　　　　　　　├＝①宗房（伊達忠宗八男）　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　└氏定〔飯坂氏宗定？〕　　├───季氏　　　　　　　　　　　〔村田伊達氏〕├───┴③村興（小梁川宗英養子）　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亘理元宗女　　　　　　　　　　　┌＝宗高　│　　於松　　　　├────────────┐│
：（伊達崎氏）　　　　　　　　　　　　〔田手氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（忠宗七男）　（片倉景長女）三沢宗直（初子弟）女　　　││
└…………………（不詳）……………………石見────実烈────宗光────宗時────宗実──┴─高実─┴──貞実［絶家］　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［澤田氏主家］　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔猪狩氏〕規──┬──隆明　　　　　　　　　　　　│
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────隆　　　　　　　│
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔横山氏〕有五────貞子　　　　　　　　　　　　│
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└──典昭　　　　　　　　　　　　│
　　　　　│┌─村胤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├─────義則　　　　　　│
　　　　　││　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［金華山黄金山神社宮司］　　　　　├───┬─美和子　　　　　　　　　　　│
　　　　　││　孝姫（久我通名女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔奥海氏〕◯◯　　　　　　　　┌─みね　　│　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　│├─隆韶〔亀田磐城氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────◯◯──┴─◯◯────浩─────聖　　　　　　　│
　　　　　└┼④村茂〔片倉村信〕　┌─⑥実覧？　┌⑧村義　　　　　　　　　　　　　　┌─ヒサ　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　│　├────⑤村嘉─┴＝⑦村烈（川崎伊達村敏男）　　　　　　　遠藤勘解由女　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　│　岩谷堂伊達村望女　　　　├───┴⑨宗規　　　　　　　　　　├───┼⑬宗広　　　　　　　　┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　└─村祐〔真坂白河氏〕　　┌女子　　　　├───⑩⑫宗賢──┬⑪邦孚　　└─◯◯────きん　　└─洋司〔宮床伊達氏〕　　　　　　　　　　　│
［仙台藩一門第八席］　　　　　　　　　│　　　　　┌女子　　　　　　　　│　├───┬⑭賢孝　　　　　　　　［伊達藩志会会長］　　　　　　　　　　　　　│
〔岩出山伊達家〕村緝───┬村通───┼村則　　　│　　　　　　　　　┌──はまじ　│　├──┬＝⑮玄覚　　［宮城学院大教授］　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└喜与　　　│　　　　　　　　　││　├　　　│　さと　│　　├──┬＝⑯洋司（横山有五六男）　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　└理代姫　　　├────┴村任　　　　　　　││　吉田栄樹│　　　　└─＝きん　│　　├───┬⑰久　　　　　　　　　　　　　│
　［仙台藩一門筆頭］　　　　├─────村文　　　　　　　　　　　　　│└─為泰〔和田氏〕　　　　　　　　└──宮子　　└─ゆかり　　　　　　　　　　　│
　〔角田石川氏〕村満────村俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　（織部）　├─孝（峻）〔中島信成（七十七銀行初代頭取）室〕　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　遠藤信道（対馬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔原氏〕　　　　　　│　　　　　　│　├─────真剣〔原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広寛？──┬巳代治│　　　　　　├─縁（延）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ちよじ│　　　　　　└─万次郎　┌＝真剣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──┴──忠見　　　　（松園）│　小原要逸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔原分家〕　　├────┬幸松　　│　├─────千秋───┬香澄　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（塩屋）　　┌きわ　　　│├───┴─阿佐緒　　　　　　　　└香織　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└幸力　　　│　　　　┌─しげ　　　　│├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　　　│　　　　│└みき　　　　│石原純　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌エツ　　　│　　　　│　├　　　　　├─────保美　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐藤氏〕┴◯◯───┴◯◯────寅松　　　　庄子勇　　　├─────夏郎　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　〔遠藤氏〕甚内────周右衛門──僖之？───◯◯────弥兵衛　│（青牛）　　　中川一政──桃子　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　（浅野屋）　　　　　　（甚内）　　　　　　　　　　　　　　├───┼─甚助────甚内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つね　　└─甚四郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩一門第六席］
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔磐城氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩谷堂伊達氏〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重隆───┬────＝┬親隆　　　　　　　　　┌政隆　　　〔亀田磐城氏〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├─────常隆───＝貞隆────吉隆〔佐竹義宣養嗣子義隆〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌─桂樹院　　　　　　　　（佐竹義重三男）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　新造の方（猫御前／飯坂宗康次女）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　飯坂の局（吉岡の局／飯坂宗康次女）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　〔宇和島伊達家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　├────┬秀宗───┬宗利──┬＝宗贇（仙台伊達綱宗三男）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　└宗清〔飯坂氏〕　　　│　├──＝┬─村年
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　├─三保姫　│　├─────────────┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　└─豊姫　　│┌徳子（富姫）　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　〔真田氏〕└─村顕〔一関田村氏〕　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　├宗職────────┐│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　〔吉田伊達家〕　　　　└─村豊　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　〔懸田氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　香の前〔茂庭氏〕　　　└宗純────宗保───＝村豊───────────┐│
│　　　　　　┌義宗…………義宗┬俊宗　　　　　　│　　　　││　　　　　　├────┬宗根〔茂庭氏→亘理氏〕　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│　　　　　　│　　　　　　　　├掛田御前　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　└津多〔原田宗資室／甲斐母〕　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│　　　　　　│　　　　　　　　│〔相馬盛胤室〕　│　　　　││　　　　　　│　　　　　　　　　　┌忠茂　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│　　　　　　│　　　　　　　　└大越利顕室　　┌─屋形御前││　　　　　　〔立花氏〕┬宗茂───＝忠茂　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│（伊達氏）　│　　　　　［陸奥国守護職］　　　││〔相馬顕胤室〕　　　　　│　　　　└直次───┘├─────鑑虎　　　│　　　　　　　　　　　　　││
└─持宗───┼成宗───┬尚宗　　　　　　　　├─蘆名盛氏室│　　　　　　│　　　　　　　　　　┌鍋姫（徳川秀忠養女）　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　〔小梁川氏〕│├─┬───稙宗─┐│〔米沢伊達家〕　　　　　　│　　　　　振姫（池田輝政女／徳川秀忠養女）　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　├盛宗　　　││　│　　　├───┼─晴宗　　││　　　　　　│　　　　　├────┴光宗　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　└郡宗　　　││蘆名盛高─泰心院│││├────┼輝宗┐　　〔仙台伊達家〕│　　　　┌宗良〔三春田村氏〕　　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　〔留守氏〕　│積翠院　　　　│　││├久保姫　│││　│　　　右近衛権少将│　　　　├五郎吉〔登米伊達氏〕　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　│（上条上杉房実女）│└─義宣　　││├────┬政宗──┐　│　　　　├宗倫〔登米伊達家〕　　│　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　│　　├───景宗　│　│〔大崎氏〕│義姫（最上│├────┬忠宗───┼綱宗──┐　　　　　　（宮床伊達村房）　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　│　　│　〔留守氏〕├──晴清　　││義守女）┌─愛姫　　│││　　　　│├────┬綱村───＝吉村──────────┐││
　　　　　　　　　　　　　│　　└最上義定室　│　│〔葛西氏〕│　　│　│└政道　　│││　　　┌─初子　　││　　　　　└┼──────────┐│││
　　　　　　　　　　　　　└宗清〔葛西氏〕│　│　│　　　　││　　│　│（小次郎）│││　　　│└宗規　　││　　　　　　貞子（久我通名女冬姫）││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　││　　│　│〔大和田伊達氏〕　　　│〔岩谷堂　│［内分分知］［仙台藩一門第九席］　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　││　　└───重実？　│││　　　│　伊達氏〕│＜中津山藩＞〔川崎伊達氏〕　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│［仙台藩一門第三席］　│││　　　│　　　　　│├村和───┬村詮────────┐││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│〔水沢伊達氏〕　　　　│││　　　│　　　　　│（顕孝／　　├村清〔前沢三沢氏〕　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│├政景〔留守氏〕　　　│││　　　│　　　　　││水沢村任）└村倫〔登米伊達氏〕　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│├昭光〔奥州石川氏〕　│││　　　│　　　　┌─┤　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　││　　　　│　　　　　│││　　　│　　　　││└宗贇〔宇和島伊達家〕　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│〔秋田伊達氏〕　　　　│││　　　│　　　　│└─村直〔登米伊達家〕　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　│├盛重〔国分氏〕　　　│││　　　│［仙台藩一門第十一席］　　　　　　　（岩谷堂　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│┌──────┤　　　　│　　　　　││〔三沢氏〕〔前沢三沢氏〕　　　　　　　　　　　村望四男）│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐竹氏〕義昭　　││　　　　│　　　　　│││　清長┴─宗直────村為───＝村清───＝村保　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│││├───┴─義重　　│　　　　　││├────┬宗房〔田手氏〕　　　　（中津山村和次男）　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││└女子　　　│├────┬義宣　　│││　　　　└宗章〔吉岡伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　　　└宝寿院　│└貞隆　　││たけ（慶雲院／竜ヶ崎山戸土佐女）　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　│　〔磐城氏〕〔岩ヶ崎伊達家〕　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　│　　　　　├宗綱───＝宗信　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　┌──宗信　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　　　〔登米伊達氏〕　　　　│└五郎八姫〔松平忠輝室〕　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔白石氏〕宗実──＝┬宗直───┬宗貞───＝五郎吉（忠宗四男）│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││〔梁川氏〕　│　　　　││　　　　│　　　│　　〔登米伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──宗清───┼────＝┴宗元────元頼────村永───＝村倫（中津山村和男）　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││〔村田氏〕　│　　　　│　　　　　│［仙台藩一門第八席］│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──宗殖──＝┴宗友　　│　　　　　│〔岩出山伊達家〕　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　〔村田近重養子〕　　│　　　　　├─宗泰────宗敏　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├───────彦姫　　│　　　　　├───┘　　　├────┬敏親───＝村泰───────┐│││││
　　　　　　　　　　　〔須賀川二階堂氏〕照行　││　　　　　　　├─────亀王丸　│　　　　　　┌千代鶴姫　│　　　　　（涌谷伊達宗元五男）││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────盛義　　　〔蘆名氏〕│　　　　　│　　　　　　│　　　│　├実氏〔亘理伊達家〕　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子　││　├────┬盛隆　　│　　　　　│　　　　　　│　　　│　└宗恒　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│├─阿南姫　　│磐城常隆│　　　　　│　石川宗敬─┴宗弘───＝宗恒　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　││　　　　　　│├　　　│　　　　　├─宗高〔田手氏〕　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　││　　　　　　└磐城御前│┌────┤　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　││　　　　　　　├　　　││　　　　│［内分分知］　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　││　　　　　　［仙台藩一門第二席］　│〔一関伊達家〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　├──実元　　　〔亘理伊達家〕　　　　├─宗勝────宗興　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　││　├─────成実　　││　　　　├─牟宇姫〔石川宗敬室〕　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│└─鏡清院　　　├───＝┴宗実───┬宗成────基実───＝実氏────村成──────┐││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　┌─亘理御前│　　　　　│└重定〔安積伊東氏〕│　（岩出山伊達宗敏次男）　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　└─岑姫　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　├　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┌宗実　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　│　　　　　│［仙台藩一門第四席］　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　　　　　　└────┐│〔涌谷伊達氏〕　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　〔亘理氏〕　　　　　├──定宗───┴宗重────宗元────┬村元　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　┌綱宗　　┌┐　　　││〔佐沼亘理氏〕（安芸／天童頼長）│　　│├───┬村定　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┴元宗───┴重宗─┴─＝宗根（伊達政宗男／　　　　　　└───類姫　　└村景〔水沢伊達〕│││││││
　　　　　　　　　〔亘理氏〕宗隆────女子　│　　　　　　└─女子　　│　　　　茂庭綱元養子）　　　　　　　　└村泰（岩出山伊達家〕　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　├───季氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔黒川氏〕晴氏───＝義康（大崎義直男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──宗貞〔桑折氏〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──宗貞〔桑折氏〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───┤　　　　　　　　　　　　│　　　　　　［内分分知大名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔三春田村氏〕隆顕　　　　　　　　│　　　　　　〔一関田村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├────┬清顕──┴＝宗顕───＝宗良────建顕───＝誠顕───＝村顕─────┐│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──女子　　　└氏顕────宗顕　　　（伊達忠宗三男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──越河御前〔相馬義胤室〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││
┌────────────────────────────────────（一関田村氏）─────────────────────────┘│││││││
│┌───────────────────────────────────（亘理伊達家）──────────────────────────┘││││││
││┌──────────────────────────────────（岩出山伊達家）──────────────────────────┘│││││
│││┌─────────────────────────────────（川崎伊達氏）────────────────────────────┘││││
││││┌────────────────────────────────（伊達宗家傍流）────────────────────────────┘│││
│││││┌───────────────────────────────（伊達宗家嫡流）─────────────────────────────┘││
││││││┌──────────────────────────────（伊予吉田伊達家）─────────────────────────────┘│
│││││││┌─────────────────────────────（宇和島伊達家）───────────────────────────────┘
││││││││　　　　　〔旗本山口氏〕
││││││││（宇和島　┌直清────直勝──┬─直信───┐
││││││││　伊達家）│　　　　　　　　　　├┐　　　　　│
│││││││└村候───┴村寿────宗紀─┬＝┴宗城┬＝┬─宗徳───┬宗陳──＝┬宗彰────宗禮────宗信
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　└──────┘│　　　　　〔宇和島伊達分家〕
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　│　　　　　├紀隆───┘
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├───────┐└長徳〔丹羽氏〕
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　〔宇和島伊達分家〕
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├───宗倫──＝┬宗曜────宗克────宗宏
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├────────┘
│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├─幸民〔真田氏〕
│││││││（吉田伊達家）　　　　　　　　　　│　　　└─忠千代〔田沼氏〕
││││││└┬村信────村賢────村芳─＝┴─宗孝─┬＝┴宗敬　　│
││││││　└義枝〔上条上杉家〕　　　　　　　　　　　　│　　├─────宗定───┬宗起──＝┬定宗───┬定清──＝┬定継
││││││（伊達氏庶流）　　　　　　　　　　　　　　　　├──於信　　│　　　　　　└─────┘　　　　　└─────┘
││││││　〔伊達右京家〕　　　　　　　　　　　　　　　└──健吉〔白石片倉氏〕
││││││┌─村風（無嗣断絶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││［仙台藩一門第五席］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││〔登米伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││└┼（村勝）┬＝┬村良───┬村幸──＝┬宗充────邦寧────邦教──┬─基寧
│││││　├──────┘　　　　　├───┐　│├────────────────┐
│││││　└─郷姫〔片倉村廉室〕　　└─────┘片倉村典女　　　　　│　　　　　││　　　　　　　　　┌＝┬茂村（一関田村通顕）
│││││（伊達宗家嫡流）　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　└──────────────────┐〔仙台伊達分家〕
││││└───宗村──┬─重村────斉村───┬周宗──＝┬斉宗┬＝┬─斉義　　││　　　　　　　　　├＝┴宗敦───┬宗経────宗直─宗博
││││　　　　　　　│├─利徳〔三河土井家〕│　└─────┘　　│　│　├──┬＝┴斉邦　　　　　　　│　　　　　　　└順之助（張宗援）
││││　　　　　　　│├─村倫〔涌谷伊達氏〕│　　　　　　　　　　└───芝姫　││　├───＝┬慶邦─┼──宗基─┬＝┬邦宗───┬興宗
││││　　　　　　　│├─利置〔三河土井家〕│　　　　　　　　　　　　│　　　　├──保子　　　│　　　└───────┘（菊次郎）│├──貞宗─泰宗
││││　　　　　　　││〔中村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└───────┘　　　　　│　　　└──惠以子　　│鞠子
││││（川崎伊達氏）│└（村由）──────────────────┐│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔上野家〕│（小笠原長幹女）
│││└──＝┬村敏───┬村煕───＝村賢──＝┬宗和──＝┬邦和────邦賢───┬基煕　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
│││（岩出山伊達家）│　└───┐　　（水沢伊達村儀男）　　│　　　││　　　　　│└煕信　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││└───┬─村緝───┬村通──┬─村則──┬─宗秩──┬─義監───┬英──＝┴─寧永　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　└┘　　　│　│　　　│├─喜与　│└┘　　　　└┘　　　│││　　　　　　├─────宗夫────宗行　　　　　　　　　│
││　　　　　┌───┘　└理代姫││　├────┬村任　　　　　　　│││　　　　┌─廉　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　　│　　　　　　├─────村文　│　└女子　　　　　　　│││　　　　│〔当別伊達家〕　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　　〔角田石川氏〕村俊　│└─女子　│　　├─────宗賢　││├邦直───┬基理────正人　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　　│　　　　　〔宮床伊達氏〕├─────宗規　　　　　　　│││　　　　│├篤三郎　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　　│　　　　　　村嘉＝┴──村烈　│　　　　　　　　　　　│││　　　　└┘　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││└─────┐　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
││（亘理伊達家）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└│┐　　　　　〔有珠伊達家〕　　　　　│　　　　　　　　　　　│
│└──────村実───┬村純────村氏────宗賀──┬─宗恒──┬─邦実─┬＝┴邦成　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　│　　　　　└村好　　　　　　　│　　　　　　└─義隆　　││　　　│　　├─────基─────成勲───＝廉夫　　　│
│　　　　　　│　　　　　┌─────────┘　　　　　　　〔岩谷堂伊達氏〕　　└──豊　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
│〔堀田氏〕　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─邦規〔岩谷堂伊達氏〕　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
│　正盛──┬─正信────正休────正朝────正陳──┬─正邦────正穀───┬正民───＝正義─＝┬─正誠──┬＝正養（亀田磐城隆喜九男）
│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│〔脇坂氏〕││　　　　　└旗本本多助信妻───┘│　　　　└─隆彰〔亀田磐城氏〕
│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└─安親─┐││　　　　　┌───────────────────────┘
│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　└秀子　　┌─英子〔小佐野賢治妻〕
│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　　├───┴─正祥〔尾張徳川義宣〕
│　　　　　└─正俊──┬─正武────正亮────正時────正睦────正倫───＝正恒（鍋島直柔次男）　│
│　　　　　　│　　　　││　　　　　┌──────────────────────┐　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　│　　　　└─正高────正永───＝正賓────正富──＝┴正敦──┴─正衡　　　　　　　　　│
│（一関田村氏）　　　┌───────────────────────┘│（中村村由）　　　　　　　　　　　　│
└─────＝┴村隆──＝┴村資　┌──────────────────┘　　　　┌─────────────┘
　　　　　　　（登米村勝）　├──┴＝┴宗顕──┬─邦顕──＝┬邦行───（通顕）┴──＝邦栄（石川義光男）
　　　　　　　　　　　└──阿琴　　　　　　　　└──────┘　　　　　　　　　　　　（栄顕）

伊達氏諸家血脈図　同族独立大名宇和島伊達家　内分分知大名一関田村氏　一門筆頭角田石川氏／二席亘理伊達家／三席水沢伊達氏／四席涌谷伊達氏／五席登米伊達氏／六席岩谷堂伊達氏／七席
宮床伊達氏／八席岩出山伊達家／九席川崎伊達氏／十席真坂白河氏／十一席前沢三沢氏（1675年昇格）／その他当別伊達家
〔佐竹氏１〕
┬義舜──義篤──義昭──義重┬─義宣─＝義隆（亀田磐城氏吉隆）
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔亀田磐城氏１〕
│　　　　　　　　　　　　　〔磐城氏３〕〔佐竹氏２〕
│　　　　　　　　　　　　　　├─貞隆──義隆──義処──義格
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　（吉隆）
│　　　　　　　　　　　　　　│〔亀田磐城氏２〕
│　　　　　　　　　　　　　　├─宣隆──重隆──景隆──秀隆────＝隆韶（宮床伊達村興次男）
│　　　　　　　　　　　　　　└─昆〔佐竹北家〕〔佐竹東家２〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　├───義隣──義秀┬─義本
│　　　　　　　　　　　　　　　　高倉永慶　　　　　　│〔秋田伊達氏３〕
〔佐竹東家１〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─處宗
└政義──義堅──義久┬─義賢─義直─義長＝義寛＝義秀（佐竹北家）
〔磐城氏１〕　　　　　│〔秋田伊達氏２〕
　重隆─┬───＝親隆└─宣宗┬─隆宗──處時─＝處宗（佐竹東家）
　　　　│　　　　　　　　　　│〔岩沼古内氏〕
　　　　│　　　〔磐城氏２〕　└─重広＝重安（山口重如男）
　〔田村氏１〕┌─親隆──常隆┬＝貞隆（佐竹義重三男）
　　　　│隆顕│　　　　　　　│〔岩谷堂伊達氏１／一門六席〕
　　　　│├──┬清顕┬＝宗顕└─政隆──国隆─＝宗規（伊達忠宗七男）
　　　┌─女子││　　│〔田村氏２〕
　　　││　　│└氏顕──宗顕─＝宗良（伊達忠宗三男）
　　　││　　│　　　│　　　〔三沢氏〕〔前沢三沢氏１／一門十一席〕
　　　││　　│　　　│　　　　　清長─┬宗直┬─村為─＝村清（中津山村和次男）
　　　││　　│　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　〔亀田磐城氏４〕
　　　││　　│　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　┌隆恭─────隆恕─────隆喜──隆邦─＝隆徳（美濃郡上藩青山幸宜四男）
　　　││　　│　　　│　　　　　　　　│　　│ 〔岩谷堂伊達氏３〕
　　　││　　│　　　│　　　　　　　　│　　└─村望─┼村富─────村将─────宗隆──宗嵩─＝義隆（亘理伊達宗賀男）
　　　││　　│　　　│　　　　〔同族独立大名〕　　　　〔前沢三沢氏３〕
　　　││　　│　　　│　　　　〔宇和島伊達家１〕　　　└村保─────村延─────宗為──邦明─＝邦為（亘理伊達宗恒次男）
　　　││　　│　　　│　　　┌１秀宗┬２宗利┬＝宗贇（伊達綱宗三男）
　　　││　　│　　　│　　　│　　　│〔吉田伊達家１〕
　　　││　　│　　　│　　　│　　　├─宗職──村豊──村信─────村賢─────村芳─＝宗孝（山口直勝三男）
〔伊達氏〕　　│　　　│　　　│　　　└─宗純──宗保
　稙宗┼─晴宗│　　　│〔仙台伊達家〕〔田村氏３〕〔一関田村氏１／内分分知大名〕
　│　││├─┼─輝宗─①政宗┤　　　┌─宗良─１建顕＝２誠顕────＝村顕（宇和島伊達宗贇男）
　│　│└久保姫　　　│　├──②忠宗┼③綱宗│　　　　（旗本田村顕当男）
　│　│　　　│　　　└─愛姫│　　　││├┬─④綱村─＝吉村（宮床伊達宗房長男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│└初子│〔水沢伊達氏２〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││［内分分知大名］
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　＜中津山藩＞〔川崎伊達氏１／一門九席〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　├──村和┬─村詮────＝村敏（岩出山伊達家）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││（顕孝→水沢伊達村任）　　　　　　　〔旗本山口氏〕　　　　　〔吉田伊達家３〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　　　│〔前沢三沢氏２〕　　　　　┌─直清──直勝┬─直信──宗敬──宗定──定宗──定継
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　　　├─村清────＝村保（岩谷堂　　　　　　　│〔宇和島伊達家３〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　　　│　　　　　　　　　　村望四男）　　　　　　├８宗城┬＝宗徳（宇和島伊達宗紀次男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　　　│〔登米伊達氏６〕　　　　　│　　　　　　　│　　　└─宗敦〔仙台伊達宗家〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　　　└─村倫────＝村勝　　　│　　　　　　　│〔吉田伊達家２〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││〔宇和島伊達家２〕　　（宗家吉村　│　　　　　　　└─宗孝─＝宗敬（山口直信次男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　├─３宗贇┬４村年　　　　　五男村隆）│　　　　　　　　　　　　┌宗陳
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　││　├　│　├─────５村候───┴６村寿─７宗紀┬＝宗城（山口直勝次男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　│└三保姫┌─徳子（富姫）　　　　　　　　　　　　　　│〔宇和島伊達家４〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　│　〔登米伊達氏４〕　　　　　　　　　　　　　　　　　└９宗徳┴10紀隆─11宗彰─12宗禮─13宗信
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　└──村直＝村永（梁川元頼男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　〔一関田村氏２〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　└３村顕───＝村隆（登米伊達村勝）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│〔岩谷堂伊達氏２〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　├─宗規──村隆─＝村望（三沢宗直次男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　〔仙台伊達宗家〕　　　　　　　　　　　　　　　┌⑨周宗
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　┌⑤吉村┼⑥宗村───┬⑦重村────⑧斉村─┴⑩斉宗──┐
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│（村房）　　　　　　│〔涌谷伊達氏２〕　　　　　　　　　│
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　├─村倫────＝村常（角田石川氏）│
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　│〔中村氏→→┌───────────┘
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　│　堀田氏〕│　〔一関田村氏５〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　└─村由────６宗顕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　（正敦）　│　　├──７邦行─８通顕─＝邦栄（石川義光男栄顕）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│〔登米伊達氏７→→　　　　│┌─かね　　　　┌＝宗敦（宇和島伊達家）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　一関田村氏３〕　　　││〔仙台伊達宗家〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　├４村隆───┬＝村良　　│├⑪斉義　　　　├⑭宗基
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│（村勝）　　└＝村資　　││　├─┬⑬慶邦┴⑮邦宗─⑯興宗─⑰貞宗─⑱泰宗
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　〔一関田村氏４〕└──芝姫│
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　┌５村資───┴＝宗顕（中村村由／堀田正敦男）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│〔登米伊達氏８〕　　　　┌────┘
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　└─村良───┼─村幸　　│　〔仙台伊達宗家〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　│┌⑫斉邦
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　││　├──＝慶邦（仙台伊達宗家）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　〔登米伊達氏９〕└──保子
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　└─宗充───┴─邦寧──邦教┬─基寧
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│〔宮床伊達氏１　〔亀田磐城氏３〕　　　　　　　　　　　（筑前）〔岩出山伊達家３〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　／一門七席〕┌─隆韶─＝隆恭（岩谷堂村望男）　　　　　　└─寧永──宗夫
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　├─宗房┴─村興┼─村茂─────村嘉────＝村烈（川崎伊達氏）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│〔真坂白河氏１／一門十席〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　〔登米伊達氏２〕└─村祐─────村雄─────宗秀──邦親
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　├五郎吉─＝宗倫
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　│〔登米伊達氏３〕
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　└＝宗倫─＝村直（綱宗四男）
　│　│　　　│　　　　　　　│〔吉岡伊達氏〕
　│　│　　　│　　　　　　　├─宗清＝定長（桑折重長男宗長）
　│　│　　　│　　　　　　　│〔岩出山伊達家１／一門八席〕
　│　│　　　│　　　　　　　├─宗泰──宗敏┬─敏親─＝村泰（涌谷伊達氏）
　│　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│〔亘理伊達家３〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔有珠伊達家〕
　│　│　　　│　　　　　　　〔亘理伊達家２〕└─実氏──村成─────村実───┬─村純──村氏──宗賀┬─宗恒┬─邦実┬＝邦成（岩出山伊達義監次男）
　│　│　　　│　　　　　　　├─宗実──宗成──基実─＝実氏（岩出山宗敏次男）　└─村好　　　　　　　　│　　　│　　　│　├───基───成勲─＝廉夫
　│　│　　　│　　　　　　　│〔佐沼亘理氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　└─豊
　│　│　　　│　　　　　　　└─宗根──宗広──宗喬─＝元篤（涌谷伊達氏）　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│〔前沢三沢氏４〕
　│　│　　　│〔水沢伊達氏１／一門三席〕　　　〔中津山村和〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├─邦為
　│　│　　　├─政景──宗利──宗直──宗景─＝村任─＝村景（涌谷伊達村元次男）　　　　　　　　　　　　│　　　│〔岩谷堂磐城氏５〕
　│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　（伊達綱宗次男顕孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└─邦規
　│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔岩谷堂伊達氏４〕
　│　│　　　│〔角田石川氏１／一門筆頭〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義隆─＝邦規（亘理伊達家）
　│　│　　　├─昭光──義宗──宗敬┬─宗弘──村弘──村満─────村俊───┬─村文──村任──宗光──義光┬─邦光──小膳
　│　│　　　│　　　　　　　　　　　│〔米岡白石氏〕　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│〔一関田村氏６〕
　│　│　　　│　　　　　　　　　　　├─宗信＝┬貞弘（無嗣断絶）　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└９邦栄─10丕顕─11良顕─12護顕
　│　│　　　〔国分氏／秋田伊達氏１〕└────┘　　　　　　　　　　　　　　　　│〔涌谷伊達氏３〕　　　　　　　　　（栄顕）
　│　│　　　└─盛重─＝宣宗（佐竹東義久男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─村常──村清──義基──邦隆──胤元──胤正──正彦
　│　│〔白石氏１〕
　│　│　宗実┬＝宗直（梁川氏）
　│　│　　　│〔白石氏２〕
　│　│　　　│〔登米伊達氏１／一門五席〕
　│　│　　　│┌宗直
　│　│　　　││├──┬宗貞┬＝五郎吉（忠宗四男）
　│　│　　　└─心月院│　　├＝宗信（石川宗敬次男）
　│　│　　　　│　　　│　　└＝宗倫（忠宗五男）
　│　│　　　　│　　　〔梁川氏２〕　　〔登米伊達氏５〕
　│　│〔梁川氏１〕　　└宗元──元頼──村永─＝村倫（中津山村和男）
　│　├─宗清─┼───＝宗元（登米伊達氏）
　│　│　　　　├───┐
　│　│　　　　〔村田氏〕
　│　│　　　　├宗殖＝┴宗友
　│　│　　　　〔亘理伊達家１／一門二席〕
　│　└─実元──成実─＝宗実（伊達政宗男）
　│　　　　　　　　　　〔涌谷伊達氏１／一門四席〕
　│　　　　　　　　　┌─定宗──宗重──宗元┬─村元┬─村定─────村胤────＝村倫（伊達宗村四男）
　│　　〔亘理氏〕　　│　　　　（安芸）　　　│　　　│〔岩出山伊達家２〕
　│　　┌綱宗　　　　│〔佐沼亘理氏〕　　　　│　　　├─村泰───┬─村緝─────村通──村則┬─宗秩┬─義監─┬英──＝寧永（登米伊達邦教男）
　├──┴元宗──重宗┴＝宗根（伊達政宗男→　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　〔当別伊達家／一門〕
　亘理宗隆女　　　　　　　　　　茂庭綱元養子）│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　├邦直──基理──正人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　〔亘理伊達家４→→有珠伊達氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　└邦成　〔猪狩氏〕規─┬─隆明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　│〔川崎伊達氏５〕┌基煕　　　　│　├───隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　└─邦和──邦賢─┴煕信　　操　│┌貞子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│〔川崎伊達氏４〕　　　　　　　　　├──┴悌二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└─宗和─＝邦和　　　　　〔横山氏〕有五└─典昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩出山伊達氏）　　　　　│　　　├───義則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌─美和子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔宮床伊達氏３〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┴─洋司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│〔川崎伊達氏２〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌みね　　├───久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　└─村敏───┬─村煕─＝村賢（水沢村儀男）　　〔奥海氏〕　　　│　　┌─宮子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　│〔宮床伊達氏２〕┌宗広　　　　　┌ヒサ──◯◯─┴◯◯──陸奥──聖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　└─村烈──宗規─┴宗賢──邦孚─┼◯◯──きん────┴＝洋司（横山氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔川崎伊達氏３〕　　　　└賢孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│〔水沢伊達氏３〕　　　　　┌─村儀──村賢─＝宗和（岩出山伊達村則男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└─村景─────村利───┴─村福──宗衡──邦寧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔佐沼亘理氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─元篤──倫篤─────常篤─────清胤──基胤──隆胤──邦畿──胤篤

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔宇和島伊達家１〕
　　　　　　　　　　　　　　　　┌１秀宗─２宗利──┬─＝宗贇（伊達綱宗三男）
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌③綱宗───┬④綱村
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　││〔宇和島伊達家２〕
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　│└３宗贇　　　　　　　　　　　　　　　〔旗本山口氏〕　〔宇和島伊達家３〕
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　├──４村年　　　　　　　　　　┌─直清──直勝─８宗城──宗敦〔仙台伊達宗家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　└──三保姫　├─────５村候───┴６村寿─７宗紀─９宗徳─10紀隆─11宗彰─12宗禮─13宗信
　＜伊達宗家＞　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　┌─徳子（富姫）　　　　　　
　〔１伊達氏〕　　　　　〔２仙台伊達宗家〕〔宮床伊達氏〕〔３仙台伊達家〕　　　　　　　　　　　　　┌⑨周宗
　　稙宗──晴宗──輝宗─①政宗┴②忠宗┴─宗房────⑤吉村┼⑥宗村────⑦重村────⑧斉村┴⑩斉宗─┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┌────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔一関田村氏〕〔４仙台伊達家〕┌＝宗敦（宇和島伊達家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　┌村資────⑪斉義　　　　├⑭宗基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　├─┬⑬慶邦┴⑮邦宗─⑯興宗─⑰貞宗─⑱泰宗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　└─芝姫│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　┌───┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔登米伊達氏〕│　　　　　│〔５仙台伊達家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─村良────┴宗充────⑫斉邦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──＝慶邦（宗家斉義長男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─保子

藤原北家⑦／魚名流③／秀郷流①／千晴流／平泉藤原氏／津軽氏／刈田氏／白石氏／登米伊達氏／米岡白石氏／蒲生氏系図

　〔藤原北家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜御堂流＞　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　┬房前┬真楯─内麻呂─冬嗣─良房＝基経─忠平─師輔─兼家─道長─頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣
　│　　│　　＜鷲取流＞　　　　　＜山蔭流＞　　　　　　　　　　〔中村氏〕　　　　　　　〔伊達氏〕
　│　　│　　┌鷲取──藤嗣─高房─山蔭─中正─安親─為盛─定任─実宗─季孝─家周─光隆─朝宗─宗村─義広─政依┬宗綱─基宗─行宗─宗遠─政宗
　│　　＜魚名流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　│　　（川辺左大臣）　　　　　　　　〔安倍氏〕忠頼─忠良─頼時┬貞任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　│　　├魚名┐＜末茂流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├宗任┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　〔式家〕├─┴末茂──総継─直道─連茂　　　　　　　　〔磐城氏〕清隆─師隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　└宇合─女子│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　├─成衡〔清原氏〕　　　　　　　　　　│
　　　　└楓麻呂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　├──隆平─隆守　　　　　　　　　│
　　　　　　　＜秀郷流＞　　　　　　　　＜千晴流＞　　　　　　　〔亘理氏〕│　徳姫（源頼義女）　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　└藤成──豊沢─村雄─秀郷┬千晴─千清┬正頼─頼遠─経清─女子┌惟常　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　（俵藤太）　　　　│　　　　　││　〔平泉藤原氏〕　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│├┬─清衡┴基衡　　　┌国衡┌時衡　　　　　　│　　〔安倍氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　││││　　　├─┬秀衡┼泰衡┴秀安─良衡─信衡─頼衡─孝衡─朝衡─秀政─孝晴─孝明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│││└───女子│　　├忠衡　　　　　　　　　│　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│││　　　　　　│　　└高衡　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│││　　　　　　〔十三氏〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔大浦氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│││〔刈田氏〕　└秀栄─秀元─秀直─頼秀─秀行─秀季─秀光─秀信─秀則─威信─────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　││└─経元─元兼─元継─秀継┬秀信　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　└有加一乃末陪　　　　　　　　〔白石氏〕　　　　└宗弘　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌光頼　├──家衡　　　　　　　　　└秀長─長政─長俊＝宗弘─宗嗣─宗慶─宗親─宗信────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔清原氏〕┴武則─武貞─真衡＝成衡（磐城氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　〔蒲生氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└頼清─頼俊─季俊─惟俊─惟賢─俊綱─俊宗─重俊─氏俊─俊綱─秀朝─高秀─秀胤─秀兼─秀貞───┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜千常流＞　　　　　　　　　　　　　〔小山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└千常─文脩─兼光─頼行─行尊─行政─政光─朝政─朝長─長村─時長─宗長─貞朝─秀朝─氏政─義政＝泰朝　　　│││
┌──────────────────────────────────────（蒲生氏）──────────────────────────────┘││
│┌─────────────────────────────────────（白石氏）───────────────────────────────┘│
││┌────────────────────────────────────（大浦氏）────────────────────────────────┘
│││（大浦氏）　　　　　　　〔津軽氏〕
││└─元信─光信┬政信─為則＝為信─信枚　　　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（細川斉護四男）
││　　　　　　　└盛信─守信─為信？├─┬信義─信政┬信寿─信興─信著─信寧─信明＝寧親─信順＝順承＝承昭＝英麿＝義孝┬女子
││　　　　　　　　　　　　石田三成─辰姫│　　　　　└寿世〔黒石家〕　┌──────寧親┌承保（黒石順徳）（近衛忠房　│├──晋
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒石津軽家〕　　　　　　　　│　　　　　　　　〔宗家順承〕　　　│　　次男）│幾久彦（西田幾多郎孫）
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├信英─信敏─政兕＝寿世─著高┴寧親┬典暁＝親足＝順徳＝承保＝承叙│　　　　　└華子〔常陸宮正仁妃〕
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔津軽百助家〕　　　　　　　　　　　│　　　　　（吉田松平信明男）└─寛子（のりこ）
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└信隆─◯◯─朝儀─朝定─順朝─承叙└信順（久留里黒田直亨四男）　　　├─┬義寛
││（白石氏）　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩一門五席］　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔尾張徳川分家〕義恕└義孝〔津軽氏〕
│└──宗徳─宗長─宗康─宗綱─宗利─宗実〔登米伊達氏〕　　　（式部）　　（梁川　　　〔田村村隆〕　　　　片倉村典女
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─＝宗直（梁川宗清男）（忠宗五男）　元頼男）　（吉村五男）　　　　├──斉邦〔伊達宗家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　桑折景長女│├─┬宗貞＝五郎吉＝宗倫＝村直＝村永＝村倫＝村勝＝村良┬村幸＝宗充─邦寧─邦教┬基寧
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└心月院　　（忠宗四男）├（綱宗四男）（中津山　　（吉村│　┌─宗充　　　（筑前）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├　　┌霊光院　　　　　　村和男）　　八男）　│┌斉義〔伊達宗家〕└寧永〔岩出山伊達家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├龍雲院│　　　　　　　　　├　　　　　　　〔一関田村氏〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├　　│　　　　　　　　　薫姫　　　　　　├村資＝宗顕（中村村由男）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔米岡白石氏〕　　　　　　（片倉村廉女）　　└─┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├＝宗信＝貞弘（石川宗敬三男／無嗣断絶）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│（石川宗敬次男）
│（蒲生氏）　　　┌秀行─秀紀　　　　　　　　　│　　└───┘
└──┬秀綱＝貞秀┴高郷─定秀─賢秀─氏郷　　　└宗元〔梁川氏〕
　　　│　　┌貞秀　　　　　　　　　　├──秀行┌忠郷
　　　〔和田氏〕　　　　　　　　　　相応院　├─┴忠知［無嗣断絶］
　　　└政秀┘　　　　　（織田信長長女冬姫）振姫（徳川家康三女）

藤原北家⑧／魚名流④／秀郷流②／千常流／小山氏／大石氏／下総結城氏／越前松平家／福井松平家／糸魚川松平家／津山松平家／松江松平家／
広瀬松平家／前橋松平家／明石松平家／白河結城氏／小峰氏／真坂白河氏／伊賀氏／比企氏／佐藤氏／美濃佐藤氏／信夫佐藤氏／本吉馬籠佐藤氏
／長州佐藤氏／置賜佐藤氏／砂金沢佐藤氏／角館佐藤氏／大友氏／立花氏（大友立花氏）／仙台立花氏／仙台立花氏／吉弘氏／戸次氏系図

　〔藤原北家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜御堂流＞　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　┬房前┬真楯─内麻呂─冬嗣─良房＝基経─忠平─師輔─兼家─道長─頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平─基嗣─道嗣─兼嗣
　│　　│　　＜鷲取流＞　　　　　＜山蔭流＞　　　　　　　　　　〔中村氏〕　　　　　　　〔伊達氏〕
　│　　│　　┌鷲取──藤嗣─高房─山蔭┬中正─安親─為盛─定任─実宗─季孝─家周─光隆─朝宗
　│　　＜魚名流＞　　　　　　　　　　┌┘
　│　　（川辺左大臣）　　　　　　　　│
　│　　├魚名┐＜末茂流＞　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔四条家〕
　〔式家〕├─┴末茂──総継─直道─連茂─佐忠─時明─頼任─隆経─顕季─家保─家成─隆季
　└宇合─女子│　　　　　　　　　　　│＜千晴流＞　　　　　　〔亘理氏〕〔奥州藤原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔安倍氏〕
　　　　└楓麻呂　　　　　　　　　　　│┌千晴─千清─正頼─頼遠─経清─清衡─基衡─秀衡─泰衡─秀安─良衡─信衡─頼衡─孝衡
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　〔中原氏〕　〔大友氏〕　　　　　　　┌貞親┌氏泰
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　………広季┬親能＝能直┬親秀┬頼泰─親時┼貞宗┴氏時┬氏継─親著───────────┐
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　└広元〔大江氏〕　│　　　　　│　　　　　└親世┬持直　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　└親隆　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　〔立花氏（大友立花氏）〕　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　├貞載＝宗匡─親直─親政──────────┐│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　└宗匡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田原氏〕　　　　〔吉弘氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　（べっき）　　　　　　　└泰広─基直─直貞─正堅…┐　　　　　　　　　　　　　　　　　││ 
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　〔臼杵氏〕　〔戸次氏〕　　　　　　　　　　└重秀　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔大神氏〕惟基─惟盛─惟衡─惟家┬惟隆─惟継─惟房─惟澄＝重秀─時親─貞直─頼時─直光─直世─────────┐││
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　（おおが）　　　　　　　　　　　〔豊後佐伯氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　└惟康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　┌……………………………………………………………………………………………………………┘　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔美作佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　〔近藤氏〕　　　　┌治清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　┌景親─景頼─能成　　　　　　├継信〔本吉馬籠佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　　　├──能直┌基治┴忠信─義忠┬師信─信清─信明─信辰────────┐│││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　┌─利根局　　│　　　　　　　　〔置賜佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　　　　〔信夫佐藤氏〕　　　　　│　　　　　　　　└安忠─安信─常信─正信───────┐││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　┌脩行┴公輔─師清─師清─師治┴師泰─師恒─師広─高清─師清─行清─宗清──────┐│││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　　　　│　　〔佐藤氏〕│　　　　　　　　　〔美濃佐藤氏〕　　［大垣藩士］　　　　　　　　　││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　┌文行┴公光─公清┬季清─康清┬仲清─◯◯─道信─清信─秀方─方政─八兵衛…………………┐││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　└義清─西行の娘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　（西行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　│　│〔美濃佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　└公郷┬清郷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　│〔讃岐佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　│　　　　　　　：　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　│└公広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　＜秀郷流＞　　　：　　　│＜千常流＞　│　　　　　　　　　　│〔小山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││││││
　　　　　　　└藤成──豊沢─村雄─秀郷┴千常─文脩┴兼光─頼行─行尊─行政─政光─朝政─朝長─長村─時長─宗長─貞朝─秀朝─氏政────┐：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　（俵藤太）　　　　　　　　　　　　　　　│　│　〔下総結城氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──朝光＝宇都宮頼綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　八田宗綱─寒河尼├──朝広┬広綱─時広─貞広─朝祐─直光─基光───┐│：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　（源頼朝乳母）┌女子　　　〔白河結城氏〕　　　　　┌満朝　　　　　　││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔伊賀氏〕　　　　└祐広─宗広─親朝┬顕朝＝満朝＝氏朝──┐││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　……………光郷─朝光┼光宗　　　　　　　　　　　　│　　　　　（那須資朝│││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔比企氏〕　└───┐　　　　　　　　　〔小峰氏〕　　　　　男）│││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　……………能貴…┬─掃部允┌能員　　　　　　　　　└朝常─政常┬満政─┐│││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　├─┬＝能員┐　　　　　　　　　　　└──┘　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　比企尼（頼朝乳母）　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└──遠宗┴朝宗─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└──────┐│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔波多野氏〕┬義通││　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├経家┘│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌義親┐　　　├──朝長└若狭局　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　〔河内源氏〕頼信─頼義┬義家┼＝─┴為義─義朝┬頼朝　├─┬一幡　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　││├──┬頼家└鞠子〔摂家将軍頼経室〕　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　┌───────政子└実朝　（竹御所）　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││├───範頼　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　　├　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　┌女子　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　└──┐　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　〔安達氏〕　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　└─如無─在衡─国光─忠輔─相任─相継─相国─国重─兼広─盛長│　　┌景村─泰宗┐　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　　├─┴景盛┼義景┬泰盛│　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　│├────丹後内侍　│　┌┘　┌┘　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　　├──島津忠久│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　││││　　惟宗広言　│　│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│┌────┴─河越尼　　┌──┘　│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　││　　　│　│├─郷御前│　　　　│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　││　　　│　│河越重頼├│　　　　│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│〔足利氏〕　└───義経│　　　　│　　│　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└義国─義康─義兼─義氏─泰氏─頼氏─家時─貞氏─尊氏　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│└比企尼三女　│　　　　│　　　　│　││　├──義詮　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔平賀氏〕├─朝雅　│　　　　│　　　　│　││┌登子　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　└義光─盛義─義信　├　　│　　　　│　　　　│　├──高義─女子　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌─女子┌┘　　　　│　　　　│┌釈迦堂殿　〔二橋　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┐└伊賀の方　│　　　　││　││　　上杉家〕││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　│　＜政村流＞　　　││　││　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　├┬─政村─時村─為時─煕時─茂時　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│牧の方　││＜金沢流＞　　　││　││　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┤││　│├─実泰─実時─実村─顕時┬貞顕　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔北条氏〕時政┴─義時─泰時─時氏　　│└──┘　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　│├──時頼─時宗│　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　└松下禅尼│　├──貞時　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　││〔名越家〕　　　└─覚山尼├──高時　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─┬朝時〔赤橋家〕　　　└─覚海円成　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─姫の前└重時─長時─義宗─久時┴守時　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──輔通　　　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔村上源氏〕具親　　　┌尊長　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────伊賀の方女　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├　　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中御門一条氏〕能保┴実雅　　　　　　　　　　　　　││││：││││││
┌─────────────────────────────────────（小峰氏）───────────────────────┘│││：││││││
│┌────────────────────────────────────（白河結城氏）──────────────────────┘││：││││││
││┌───────────────────────────────────（下総結城氏）───────────────────────┘│：││││││
│││┌──────────────────────────────────（小山氏）──────────────────────────┘：││││││
││││┌………………………………………………………………………………………（美濃佐藤氏）…………………………………………………………………┘││││││
││││：┌─────────：──────────────────────（信夫佐藤氏）──────────────────────────┘│││││
││││：│┌───────────────────────────────（置賜佐藤氏）───────────────────────────┘││││
││││：││┌──────────────────────────────（本吉馬籠佐藤氏）──────────────────────────┘│││
││││：│││┌─────────────────────────────（戸次氏）───────────────────────────────┘││
││││：││││┌────────────────────────────（立花氏）────────────────────────────────┘│
││││：│││││┌───────────────────────────（大友氏）─────────────────────────────────┘
││││：││││││　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　［再興］
││││：││││││　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　〔高家大友氏〕
││││：││││││　　　　：　　　　　　　　　　　　┌佐古局＝義孝─義閭─義武┬義珍─義智＝義路（下総関宿藩久世綏之男）
││││：││││││（大友氏）　　　　　　　　　　　　└┐　　┌義孝　　　　　　└義方　　　││┌義敬
││││：││││││┌親綱┌政親─義右　　　（宗麟）　　〔松野氏〕　　　　　　　　　　　　　│├┴義達
││││：│││││└┴親繁┴親治─義長─義鑑┬義鎮┬義統┴正照┘　　　　　　　　　　　　　　└女子
││││：│││││　　　　　：　　　┌───┘┌─┤├──義乗─義親［絶家］
││││：│││││　　　　　：　　　│┌───┘┌─菊姫　［旗本］
││││：│││││　　　　　：　　　│└女子　　│├義長〔大内義隆養子〕
││││：│││││　　　　　：（吉弘氏）├───┘└桂姫〔毛利秀包室〕
││││：│││││　　　　　└──氏直─鑑理〔高橋氏〕
││││：│││││　　　　　　　　　│　├──鎮種┐
││││：│││││　　　　　　　　　└─貞善院（紹運／鎮理）
││││：│││││　　　　　　　　　　　　　＜棚倉藩／柳川藩＞
││││：│││││　　　　　　　　　　　　　〔道雪流立花氏〕
││││：│││││（立花氏）　　　　［絶家］┌鑑連├宗茂
││││：││││└──宗勝─鑑光─鑑載─親善＝鑑連＝宗茂┌忠茂
││││：││││（戸次氏）　　　　　　　　　（道雪）├─＝忠茂　　　　　　　　　┌貞則┌鑑一─鑑賢┌鑑広
││││：││││　　┌高載─直繁　　　　　　│　　└誾千代├──鑑虎─鑑任─貞俶┴鑑通┴鑑寿＝鑑賢┴鑑備
││││：│││└──┼親載─親貞─親宣─親家┘　伊達忠宗─鍋姫（徳川秀忠養女）　　　　　　　〔仙台立花氏〕
││││：│││　　　└氏詮─直頼　　　　　　　　　│　　│　　　 　 　 　 　　　　　　　　　　└寿俶─鑑寛─寛治─鑑徳＝和雄（島村速雄男）
││││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三池藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台伊達家臣］　　　　 │├──宗鑑
││││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔直次系立花氏〕　　　　　　　　　　＜下手渡藩＞　　　　　　　　　 └文子
││││：│││（本吉馬籠佐藤氏）　　　　　　　　　└直次┴種次─種長─種明─貫長─種周┬種善─種温＝種恭─種忠─種勝─種則
││││：││└────信継─信政─信元─信秀─信遠─信定─信郷─信基─信敬─信時─信光└種道┬───種恭　　　　　　
││││：││（置賜佐藤氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台伊達家臣］　　　　└久宜〔加納氏〕
││││：│└─────重信─長信─行信─隆信─定重─重行─重成─重時─重元
││││：│　　［仙台伊達陪臣］
││││：│　　〔黒川澤田氏〕大學─利義─◯◯─◯◯─利永─亮長─亮之＝勇蔵　　　　　　［仙台佐々重大番頭］
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──清重─一馬─金五郎（金吾）
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└お津ま　　　　　　├───┬＝辰五郎　　［鶴巣農協組合長］
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつゑ　│　├───┬─金太郎───力─────智─────充博
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（仙台藩参政└─ゆゑ　　│〔黒川澤田分家〕
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大越文五郎長女）　　　└─亥兵衛
││││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［上郡山氏本百姓］　　　まつ　　　　　　　　　　├───┬─元─────裕子────航丞
││││：│（信夫佐藤氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔砂金沢佐藤氏／タネ屋〕├─────政子　　┌─しづか　└─諭［本稿筆者］
││││：└──────清親─基清─清泰─通信─通治─重信　　　　　　　　　庄三郎─さち─正治　　　　　　　　├─一郎（戦病死）
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┬＝今朝吉（穀田若生　　┌＜重悦＞
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はる　　│　│　　　│庄三郎男）├─栄子〔井深氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┼─重夫　　│　　　　　┌─巧
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─つめ　　│　├───┼─重信　　├─仁美〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌──さかゑ　│　├───┼＝正和（◯◯氏）
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├─正雄　　│　伸子　　│　├─────◯◯
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││（戦病死）│（伊藤氏）└─尚美
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├＜きの＞　├─つえ子〔江川氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│［若林消防署長］
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　└─重則〔湯目氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││〔砂金沢佐藤分家／佐藤商店〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├─巌　　　　（斎藤氏）┌─成美〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　├───┬＝俊正　　├─摩耶〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　ひさ子　│　├───┴─立樹
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││（◯◯氏）├─ゆり子
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　└─たみ子〔高橋氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││〔四竈佐藤氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　丈夫
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　├───┬＝萬
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├─静志　　│　├─────◯◯
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├＜静男＞　├─富子
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│〔大久保氏〕├＜宮子＞
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　鐐一　　└─美代子〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││　├───┬─哲郎────吉将
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├─満子　　├─益郎〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│├─栄志　　└─満郎
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│└─勝志
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　├─────久美〔◯◯氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔千坂氏〕　　千恵子（利府佐藤氏）
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─しん────国光────◯◯
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔曽根氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌─◯◯────芳春
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔文屋氏〕◯◯──┼─◯◯────正次〔奥山氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┘［新潮社］
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔角館佐藤氏〕
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………為吉─義亮─義夫─亮一─隆信
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（儀助）
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────┐
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉田氏〕健三　　　│
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─＝茂─┼健一
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─新九郎─士子（竹内綱五男）
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（立軒）│　　　　　└和子
││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　├─┬太郎
││││：（美濃佐藤氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［美濃岩村藩士］　　　│〔麻生氏〕太賀吉├雪子〔相馬和胤妻〕
││││└……………………………………………………………………………………………………………信由─一斎┴慎左衛門─町子─┬木村鐙子│三笠宮寛仁親王
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［昌平黌儒官（総長）］└田口卯吉│├─┬彬子女王
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└信子└瑶子女王
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　〔長州佐藤氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌──┐
││││　　　　　　　　　　　　　　　………信久─信友＝信貞─信早─◯◯─◯◯─嘉津馬＝菊三郎─信孝─信立─信寛─信彦┬松介└栄作│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福井信政次男）　　　　　　　　（吉田八兵衛三男）　　　　│　　│├─＝栄作│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌─藤枝│├──信二
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松岡氏〕三十郎┴─洋右└寛子│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔長州佐藤分家〕
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌─秀助　　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││├┬─市郎─信太郎
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├茂世　　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　├┐　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　└───┘
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　└信介　　　┌──┐
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岸氏〕要蔵─信祐┴─信政＝信介　　　└信夫│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│├─┬信和＝信夫─信千代
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└良子│　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔安倍氏〕寛──晋太郎　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└さわ　　　│├─┬寛信─寛人
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──寛　└洋子├晋三│
││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　吉田祥朔　├　　　　│├　│
││││（小山氏）　　　　　┌──┐　　　　　　　┌─成長　　　　　　［下総結城家臣］　［水戸藩士］　　　　　　└──────桜子　　　│昭恵│
│││└────────義政＝泰朝┼満泰─持政─氏郷＝成長─政長＝高朝┬秀綱─秀広─秀恒┬秀泰─秀重─秀明─秀晴＝秀斐　　　　　　　　　└──┘
│││　　　　　　　　　　┌─泰朝│　　　　　　　│┌──────高朝│　　　　　　　　［水戸藩家老］　　　　　（渡辺線綱次男）
│││　　　　　　　　　　││　　│　　〔大石氏〕││　　┌─────┘　　　　　　　　└秀堅─秀周
│││　　　　　　　　　　││　　├広朝─良郷─◯◯─久朝─朝重─重国─朝良─良信─良勝┬良欽┬良昭　　　┌良金（主税）
│││　　　　　　　　　　││　　〔山川氏〕　　　││　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│├──良雄（内蔵助）　┌温良
│││　　　　　　　　　　││　　└氏義─景胤──┘│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　┌熊子　├─┴良恭＝良尚＝温良─良督─良知─良孝─良興─貞純
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　〔天城池田家〕由成┴由孝　（大三郎）┌良尚└──┐
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　りく　　　〔横田氏〕　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　（理玖／　　├良遂─正虎┘
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　石束毎公長女）
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　〔赤穂小山氏〕　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└良速─良一─良至┘
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　└良重〔浅野氏〕
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　┌───┐　　　　　　　　　├─┬長恒
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　〔徳川氏〕家康┼秀忠　　　　浅野長直女└長武〔赤穂浅野家〕
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　〔紀伊家〕　　　　〔一橋家〕　　　　┌─────────────────┐
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　├頼宣─光貞─吉宗─宗尹┬治済┬家斉────────┐　　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　〔田安家〕　　　　　　│　　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　＜北の庄藩＞＜津山藩＞　　└斉匡┴慶頼─達孝─達成───┐　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　┌忠直　　〔津山松平家〕　　　　　　　　　　　├─斉民（十四男）　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│├─光長＝宣富─浅五郎＝長煕＝長孝─康哉─斉孝＝斉民＝慶倫＝康民─康春─康
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　└───勝姫　　┌宣富　│　　┌長煕┌長孝　　　　　│├───慶倫┌康民│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　　　　│┌綱昌│　　│　　│　　　　　　　││　　└──┘　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　│　　＜松岡藩＞　│　　│　　│　　　　　　　││　　│　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　＜北の庄藩＞┌昌勝┼宗昌│　　│　　│　　　　　　　││　　│　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　＜福井藩＞│└吉邦└────────┬──┐　├─────┐（二十二男）
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　〔福井松平家〕　　　　　│　┌─宗矩└重昌└重富│　　│　└─斉善└慶永
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　┌忠昌┼光通＝昌親＝綱昌＝吉邦＝宗昌＝宗矩＝重昌＝重富─治好─斉承＝斉善＝慶永──┐
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　　│　│　　　＜糸魚川藩＞│　┌─────┘│　　│　　　　　（春嶽）　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　└昌親〔糸魚川松平分家〕│　│┌───────────┐　　　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　　└直堅─直知＝直之＝直好─堅房─直紹─直益─直春＝直静　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　　　　　　│　　┌─直之（久松松平定員男）　　　│　┌─直静　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　〔松江松平家〕　│（近憲）　　│　││　│　　　　　　└定安（津山家）　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　├直政┬綱隆┬綱近＝吉透─宣維─宗衍─治郷─斉恒─斉斎＝定安┬直亮─直国─直寿─┐│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　　└───近憲　　　│　│（不昧）　　　　　└────────┐　　　││
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│　　　　│　　│　　　│　││　│　　　┌─────┘　　　　┌────┘│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　〔広瀬松平家〕　│　　　│　││　│┌直諒└直平　　││　　　　││　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　├近栄─近時┬近朝＝近明─近貞─直寛┴直巳＝直平＝近義─近範　　└─直忠　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　〔母里　　│├─┘┌近明│　││　│　　　　　　　（津和野亀井茲常三男）　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　│松平家〕│└──┘　　│　││　│　　　　　　　　││　　　　　│　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　├隆政＝直丘＝直員─直行│　││　│　　　　　　　　││　　　　　│　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　│　　└直丘　　│（常陸麻生新庄直詮男）│　　　　　　　　│＜前橋藩＞　│　　　　│
│││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　│　　│　│〔越前│　　＜白河藩＞＜姫路藩＞　　│　││　│　　　　　　　　│（久留米有馬│　　　　│
│││（下総結城氏）　　　│└氏朝　　　　　　　　　│　　└晴朝　松平家〕〔前橋松平家〕（義知）＜川越藩＞│　│（矩典）　　　　││頼徳男）　└基則　　│
││└────────┬満広＝氏朝─長朝─氏広─政朝┴政勝＝晴朝＝秀康┼直基─直矩┬基知＝明矩─朝矩─直恒┬直温＝斉典─典則＝直侯＝直克＝直方＝基則─┐│
││（白河結城氏）　　└─┘　　　　　　　　　　　　　　　　　└─秀康│　　　　　├─┘┌義知　　　│　│└───矩典　　　（水戸斉昭　（富山前田　　││
│└─────────＝直朝─政朝─顕頼┬義綱─晴綱─義顕─朝綱　　　＜大野藩＞　└知清┼───────┘│　│　　　　　　　　│八男）│　利聲男）　││
│　　　　　　　　　　┌直朝　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　＜明石藩＞　└─────┘　　│　│　　　　　　　　││　　│　　　　　　││
│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　［仙台藩一門十席］　　　〔明石松平家〕　　　　　　　　　　　│　└─斉宣（二十六男）│　　│　　　　　　││ 　　　 　　　　　
│（小峰氏）　　　　　│　　　　　　　　│　　〔真坂白河氏〕　　　　　└直良─直明─直常─直純─直泰─直周─斉韶＝斉宣　　　　　││　　│　　　　　　││
└───────────朝親┬直親─直常─朝脩＝義親＝義綱─義実─宗広─村親─村広＝村祐─村雄─宗秀─邦親│　　├慶憲　　　　　││　　│　　　　　　││
　　　　　　　　　　　└──┘　　　　　├───義親┌義綱　　　　　　　　　　　　（宮床伊達村興男）　　　│　　└───────┘│　　│　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└義名───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌─────────────┘　　　　　　││　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　┌─────（前橋松平家）──────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│┌────（福井松平家）───────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　││　　　　　　　└宗紀（田安家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│└┬＝茂昭─康昌＝宗紀─照康─康昌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──────茂昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　└─義親〔尾張徳川家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└──＝直之─直冨─直正─直泰─直孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────直之

藤原南家／工藤氏／伊豆工藤氏／日向伊東氏／安積伊東氏／伊東氏／尾張伊東氏／河津氏／曾我氏／奥州工藤氏／越後赤塚工藤氏／越後赤塚工藤
分家／新潟工藤家／二階堂氏／須賀川二階堂氏／吉川氏／毛利吉川氏／相良氏／高倉流／高倉家／藪家系図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔二階堂氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌時信┬維遠─維兼─維行─行遠─行政─行光─行盛┬行泰─行実─宗実───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔入江氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　└行綱─頼綱─貞綱──┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└維清─清定┬清実　　　〔吉川氏〕　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└景兼─景義─経義─友兼─朝経─経光─経高─経盛─┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河津氏〕　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌祐泰　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┬─┐　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│満江御前│　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│虎御前　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│├│　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│├＝┼十郎祐成　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔曾我氏〕祐信└五郎時致　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔伊東氏〕　〔尾張伊東氏〕　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌祐家─祐親┼祐清─祐光─宗長─祐兼───┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　││　┌─┘　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│├＝┴律師　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│比企尼三女　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│├──朝雅　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　〔平賀氏〕盛義─義信　├　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│　┌─女子　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　├八重姫　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│├──千鶴丸　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│││┌頼家　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│〔河内源氏〕頼朝┴実朝　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　┌豊成──┬継縄─乙叡─貞雄─保則　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　├三浦義澄室　　　　　　　　　││││
　　　〔藤原南家〕　　　　└中将姫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　└万劫御前　　　　　　　　　　││││
　　　┌武智麻呂┼仲麻呂（恵美押勝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─┬義時─義時─泰時　　　││││
　　　│　　　　│├──┬訓儒麻呂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　〔北条氏〕時政└阿波局〔阿野全成室〕　││││
　　　│　　　┌宇比良古├朝狩（朝獦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　├┘　　　　　　　　　　　　││││ 
　　　│　　　││　　　├徳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　牧の方　　　　　　　　　　　││││ 
　　　│　　┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔工藤氏〕　　　　〔伊豆工藤氏〕　　（伊東氏）　　　　〔日向伊東氏〕　　　　　┌祐熙││││
　　　│　　││├乙麻呂───是公───雄友─弟河─高扶─清夏─維幾─為憲─時理┼維景┬維職─維継─祐隆┴祐継─祐経┬祐時─祐光┬祐宗┬貞祐──┐││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　（家次）　　　　　〔安積伊東氏〕　　└祐光┘　│││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　├祐長─祐能─祐家─祐宗─┐│││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　〔伊勢長野工藤氏〕　　　　││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　〔長野氏〕　　　　　││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔奥州工藤氏〕　　　　　　　　└祐長─祐政─祐藤─祐房　││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└景任─資広─行景─景澄─景光─行光─長光─徳光───┐││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└時文─維兼─維頼┬周時┌───────────┘　　　　　│││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└光頼　　　　　　　　　〔相良氏〕　│││││││
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└周頼＝光頼─頼寛─頼繁─頼景─長頼──┐│││││││
　　　│　　│││┌────────────────────────────────（相良氏）──────────────────────┘│││││││
　　　│　　││││┌───────────────────────────────（奥州工藤氏）─────────────────────┘││││││
　　　│　　│││││┌──────────────────────────────（安積伊東氏）──────────────────────┘│││││
　　　│　　││││││┌─────────────────────────────（日向伊東氏）───────────────────────┘││││
　　　│　　│││││││┌────────────────────────────（尾張伊東氏）────────────────────────┘│││
　　　│　　││││││││┌───────────────────────────（吉川氏）───────────────────────────┘││
　　　│　　│││││││││┌──────────────────────────（二階堂氏）───────────────────────────┘│
　　　│　　││││││││││┌─────────────────────────（二階堂氏）────────────────────────────┘
　　　│　　│││││││││││（二階堂氏）
　　　│　　││││││││││└──光貞─貞宗─経賢─尭尋─尭孝─尭憲
　　　│　　││││││││││（二階堂氏）（頓阿）　　　　　　　　　　〔須賀川二階堂氏〕┌行景
　　　│　　│││││││││└───行朝─行親─行光─行永─行宗─行続─為氏─行光─行詮┴晴行─輝行（照行）
　　　│　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──盛義┌盛隆〔蘆名氏〕
　　　│　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─女子　├─┼行親
　　　│　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕稙宗┴晴宗─阿南姫├行栄
　　　│　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌元長　　　　　　└磐城御前〔磐城常隆室→伊達成実継室〕
　　　│　　│││││││││（吉川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔毛利吉川氏〕
　　　│　　││││││││└────経秋─経見─経信─之経─経基─国経─元経─興経＝元春┴広家─広正─広嘉─広紀─広逵─経永─経倫─経忠─経章─経幹─┐
　　　│　　││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毛利元就次男）　　　　　　　　　┌────────────────┘
　　　│　　││││││││（尾張伊東氏）　　　　　　　　　　　　　　　＜備中岡田藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　└─経健─経健─元光─重喜─重幹
　　　│　　│││││││└─┬朝高─祐持＝祐熙─祐茂─祐堅─祐元─長久─長実─長昌─長治─長救─長丘─長詮─長寛─長禎─長裕─長〓─久実
　　　│　　│││││││　　└祐守────祐熙　　　 　 　　 　 　 　 　 　　　┌義益
　　　│　　│││││││（日向伊東氏）　　　　　　　　　　　　　　　　┌祐充＜日向飫肥藩＞　　┌祐由　　　　　　　　　　　　┌祐民
　　　│　　││││││└───祐持─氏祐─祐安─祐立─祐堯┬祐国─尹祐┼義祐┴祐兵┬祐慶─祐久┴祐実＝祐永┬祐隆─祐福─祐鐘┴祐丕─祐相─祐帰─祐弘─┐
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└祐吉　　　└祐寿─祐信────祐永└祐之　　　　　　　　　　　┌───────┘
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　［天正遣欧少年使節主席正使］　　　　　　　　　　　　　　　└─祐淳─祐昭
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　└祐岑─祐良─祐青─祐益（マンショ／満所）
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（早川光義男）（亘理伊達宗実三男）
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌重綱＝重義＝重門＝重定＝┐
　　　│　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　（古内重広男）│ 
　　　│　　││││││（安積伊東氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩士］┌──────┘
　　　│　　│││││└────祐政─祐朝─祐治─祐信─祐時─宗祐─祐重─重信┴重邑─重頼┴重直─祐栄─祐寿─祐喜─祐則─祐英─祐休
　　　│　　│││││　〔黒川澤田氏〕亮長─亮之＝勇蔵
　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　│├──清重────一馬────金吾──┬＝辰五郎
　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　└お津ま　　　　　　　　　　　（金五郎）│　├───┬─金太郎
　　　│　　│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─ゆゑ　　│〔黒川澤田分家〕
　　　│　　│││││（奥州工藤氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　〔厨川氏〕〔盛岡藩士〕　　　　└─亥兵衛─┬─元─────裕子────航丞
　　　│　　││││└──重光─光般─種光─光永─光文─光興─千光─光武─光林─光忠─光矩─光房─光義　　　　　└─諭［本稿筆者］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松坂屋〕九右エ門──女子　　　　　　　　　　　　　　　　├
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────鉄太郎　　　　　　　┌─信子
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔越後赤塚工藤氏／松屋〕　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太郎左エ門＝太郎（本田氏）　　　　　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（太久）　　　　　　┌┐　　　　　　〔鎌野氏〕└────────┐
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├─タケオ───シズ──┬─茂喜　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　├─────晈　　　├─節子（としこ）│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　　（こう）　├─俊三　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　└─敏文　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　┌─生子　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　┌─軍一郎〔綱島氏〕　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　│　├───┼─誠一　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│〔綱島氏〕八重　　├─健夫　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　│　　　　　├─敬太〔工藤氏〕│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　│　　　　　├─和夫　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　├─軍二郎　└─精二　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　│　├───＝敬太（綱島氏）　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　│　チサ　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　││　│　　　├＜軍三郎＞　［工藤製作所］　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔越後赤塚工藤分家〕　├＜軍三郎＞┌─糸子　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────軍平　││（斎藤氏）│［工藤製作所］　　　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　〔武石氏〕長平────ミキ　　　　├───┼＝軍治　　│〔新潟工藤家〕　　　　　　　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔飯田氏〕吉作────セン　││　├───┴─國男　　├────────┘
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔新発田大谷氏〕重治　│└─キヨノ　　　├───┴─泰三［ジャムハウス］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┬─鍾一　┌──米子　　　　├───┬─大助
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　│├─鍾二　│　　　　　　　　節子　　├─佑助
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩村氏）│　├─────幹夫　　　（長井氏）├─泰葉
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──コイネ│　　　　　　　　　　　　└─耕助
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［大谷商会］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─鍾三　│
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┬─正雄
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　トキ　││　├───┬＝アルバート（ヴェツラー氏）
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（藤田氏）│　愛子　　│　├───┬─太郎（ロバート）
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─ヨシ　││（上原氏／└─昌子　　├─次郎
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─鍾五　││　上原酒造／越後鶴亀）└─エリカ
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││［アラビア石油専務］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││〔林氏〕
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　昴　　　　［林胃腸科・外科クリニック］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　├───┬─保─────竜平
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─君子　　│［滋賀県立大学教授］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┤　　　　　└─いづみ〔柴田氏〕
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［長岡大谷商会］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─政衛　　┌─比呂子［岩手大学客員教授／
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┴─政和　　フォード研究所研究員］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　欽子
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［秋田大谷産業］
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斎藤氏〕└─政吉
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┬曾右衛門　　├───┬─正人
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├軍治　　　　レイ　　└─ゆかり
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔工藤氏〕（礼子）
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└◯◯────タマ
　　　│　　││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌頼金─長定　　　　　　　　　┌忠房
　　　│　　││││（相良氏）〔永富氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔相良氏〕　　　　　　　　　　　　　＜人吉藩＞
　　　│　　││││　　┌頼親─頼明─頼常─頼積─長茲─頼均─頼道─頼連─実重─長続┼為続┬長毎┬義滋＝晴広─義陽┴頼房┬頼寛─頼喬＝頼福┬長興＝長在─┐
　　　│　　│││└──┼頼俊─長氏─頼広─定頼─前頼─実長─前続─堯頼　　　　　　└女子└頼廉└長祗┌晴広　　　　　　└長秀────頼福└───長在　│
　　　│　　│││　　　〔上村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─＝頼廉─頼興┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　│││　　　└頼村─頼武─頼綱─隆頼─長房─頼継─頼国─頼威─運重─高頼─直頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　│││　　┌────────────────────────────────────────────────────────────────┘
　　　│　　│││　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌┐
　　　│　　│││　　│　　　　　　　　〔池田氏〕宗政┴治政─斉政＝斉敏＝慶政＝茂政＝章政（政詮）
　　　│　　│││　　│　　　　　　　　（大炊御門経音次男　　　　　　　　　　　　┌─政詮
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　　　│　　│││　　│　　　　　　　　　鷲尾隆熙次男）└長寛　　　　　　　┌─頼基
　　　│　　│││　　└┬頼峯＝頼央＝晃長＝頼完＝福将＝長寛─頼徳─頼之┬長福＝頼基＝頼紹＝頼綱─頼知
　　　│　　│││〔日向└───頼央┌晃長　　　（苗木遠山友明次男）　　│　│└───頼紹┌頼綱
　　　│　　│││秋月家〕種美┬種茂│　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┘└──┘
　　　│　　│││　　　　　　├治憲〔上杉氏〕　　　　　　　　　　　　　└─┘
　　　│　　│││　　　　　　│（鷹山）　　　　　　　　　　　　　　　橘道貞
　　　│　　│││　　　　　　└──┘　　　　　　　　　　　　　　　　├────小式部内侍
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉式部〔摂津源氏〕
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　┌─頼光─頼国─頼綱─仲政
　　　│　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［道長四天王／武人四人組］　　├──頼政
　　　│　　│││　　　　　　┌黒麻呂─春継─良尚─菅根─元方─致忠┬保昌　│　　　　　　　┌──女子
　　　│　　│││　　　　　文徳天皇┬清和天皇─貞純親王〔清和源氏〕│　　　│　　　　　　　│
　　　│　　│││　　　　　　│　　〔文徳源氏〕├────経基王───満仲─┘〔大和源氏〕　│　　　　〔澤田氏遠祖〕
　　　│　　│││　　　　　　│　　└能有　　┌柄子　　　　　　　　│├───┬頼親─頼遠─有光─元光─光義
　　　│　　│││　　　　　　│　　　├───┘　　　　　　　　　　└女子　　〔河内源氏〕　│　　　　（澤田太郎）
　　　│　　│││　　　　　　│　┌─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　［道長四天王］│┌─範季
　　　│　　││＜高倉流＞　　├真作┬三守─有貞─経邦─興方─正雅─師長─登任└頼信─頼義─義家〔高倉家〕
　　　│　　││└巨勢麻呂──┴貞嗣─高仁─保蔭─道明─尹文─永頼─実範┬季綱─友実┬能兼┬範兼＝範季
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└─┘│├─┬範茂─範継─範藤─範春─範資─範蔭─範秀─範綱─┐
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└───┘　│教子└重子（修明門院）　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　└実兼─通憲┬俊憲　（平教盛女）├──順徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高階信西）　　│　　　後鳥羽天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└成憲　　　│　　　├──土御門天皇　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌──久我在子（承明門院）　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　能円（平時子異父弟／養子）　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　├────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───範子（後鳥羽乳母）　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　├─┬通光│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││久我通親└＝─┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└───────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───兼子（卿局／後鳥羽乳母）　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││　　　　　　　　　└─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───範光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
　　　│　　││〔四辻家〕季顕┬実茂─季俊─実仲＝公音─季遠─公遠┬季満
　　　│　　│││　　　　　　└季保─季春─季経┬公音│　　　　┌┤
　　　│　　│││　　　　　　　　　│┌────┘　　│　　　　│└───嗣良
　　　│　　│││（高倉家）　　　　││　　　　　　　│　　　　│　　　〔藪家〕　　　　　　　　　　　　　　（正親町公明四男）〔高倉家〕
　　　│　　││└範音……（中絶）…┴範久＝範国……（中絶）…＝┴─範遠＝嗣良─嗣孝─嗣章─嗣義＝保季─公師＝実嗣＝実方─実休─篤麿＝公朋（河鰭実英三男）
　　　〔藤原北家〕　　　　　　　　　│　　　（柳原淳光次男）　　　（季継）　　　　　　　　　　　（清水谷雅季三男）（勘解由小路光宙長男）
不比等┴房前─┼─真楯──内麻呂───冬嗣　　　　　　│　　　　　　　　＜御堂流＞　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕
　　　　　　│└─御楯　　　　　　　│├──良房＝基経┴忠平─師輔─兼家─道長─頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実─基通─家実─兼経─基平─家基─経平
　　　　　　│　　├　　　　　　　　└美都子
　　　　　　└──児依

木下氏／羽柴氏／賜姓藤原氏／豊臣氏／大和豊臣家／杉原氏／杉原木下氏／蜂須賀氏系図

　　　　　　　　〔天皇家〕後陽成天皇
　　　　　　　　　　　　　　　　├─┬後水尾天皇─霊元天皇─東山天皇─中御門天皇
　　　　　　　　　　　　　　　┌前子│　　　　　　　　　　　　　　　　├
　　　　　　　　　　　　　　　│　　└───信尋　　　　　　　　　　┌尚子
　　〔近衛家〕政家─尚通─稙家┴前久┬信尹＝信尋─尚嗣─基熙┬家熙┬家久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔賜姓藤原氏〕　　└─┐└┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──＝秀吉　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　┌─────────秀吉　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔大石氏〕良昭　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│〔天城池田家〕　　　　　├──良雄─主税
　　　　　　　　　　┌元助─由之　　　　　┌───熊子（内蔵助）│
　　　　　　　　　　│　│　├───┬由成┴由孝─由勝─保教　　│
　　　　　　　　　　│　│┌即心院　│　　┌＝隆矩───────────┐
　　　　　　　　　　│　│└───┐│　　│┌隆矩　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　│　│　　　　││　　│└──────────┐　　│
　　　　　　　　　　│　│　　　　│〔山城守家〕　　　　　　　　││　　│
　　　　　　　　　　│　│　　　　│└玄寅┴正長─長亮─長甫　　││　　│
　　　〔池田氏〕恒興┴輝政─利隆───光政─綱政─継政─宗政　　││　　│
　　　　　　　〔蜂須賀氏〕　　　　└──────┐　　　　　　　││　　│
　　　　　　　　正永─正成─正利　　　　　　　　＜徳島藩＞　　　││　　└綱矩　　　　　　　　　　　　（久保田新田藩佐竹義道四男）
　　　　　　　　　　　　│　├────正勝─家政┴至鎮─忠英┬光隆─綱通＝綱矩─宗員─宗英＝宗鎮＝至央＝重喜─治昭─斉昌＝斉裕─茂韶─正韶
　　　　　　　　　　　　│┌安井御前　（小六）　　　　　　　└──┘　　　　　　　　　　　┌宗鎮┌至央　　　　　　　　　┌斉裕　　　　├──正氏─正子
　　　　　　〔安井氏〕重幸┴重継　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├──┘　　　　　　　　　　　│　　　　　┌筆子
　　　　　　　　　　　　│　├──┐　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│┌女子　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　┌長温─長詮┤　　　│　　　＜備中足守藩＞　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　┌─┘定利　│〔杉原木下氏〕　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　〔杉原氏〕├──┬家定┬勝俊＝利房┬利当─利貞　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　家利┬こひ　││　　├利房　　┌┘　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　│││（朝日殿）　　＜豊後日出藩＞　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　││├家次　││　　├延俊─俊治─俊長─俊量　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　││（七曲殿）│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　│　　　││└ふく　└─長政│　　　　│　　　┌八代姫（五女）　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　〔浅野氏〕　　││　├──┬＝長政│　　　　│　　　│├──長澄　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　長保┴長満─勝隆＝長勝　││├─┬幸長＝長晟┬光晟─綱晟　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　└──長勝　├＝やや├長晟　　││　　│├──綱長　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　　│├やや│　　　　││　　├愛姫（次女／後室）　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　　　│└長治─阿久里（瑤泉院）　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　┌─────────┘　　　│├│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　││└ねね└長重─長直─長友─長矩（内匠頭）　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　│└＝ねね（高台院）　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　│　　│┌＝秀勝　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│┌────────秀勝　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　　│　　│├＝信秀　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│├────────信秀　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　　│　　│├＝秀次　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　　│　　│├＝秀勝（とも次男小吉）│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　└─────┐││〔旗本近江木下家〕│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│　　│　│├┼＝利次─利値　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　〔近江浅井氏　　└─────利次　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　┬忠政　庶流〕　　　││├＝秀秋〔小早川氏〕│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　〔木下氏〕│　　　　│││└秀秋　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　（昌盛法師）　　　　││└＝秀家（宇喜多直家次男）　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　│弥助　　│┌────竜子　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　└国吉　　││弥右衛門├　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　越中守├──吉高─昌吉　││　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　〔木下氏〕高泰─女子　右衛門│　　││　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││├─┬┤〔羽柴氏→→豊臣氏〕　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││なか│└秀吉（藤吉郎／日吉丸）│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　（仲／大政所／天瑞院／│　│┌─鶴松　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　御器所村百姓女）　├┼─秀頼┬国松　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│││││┌茶々　├　└天秀尼　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│（長女／淀殿）┌千姫　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│││┌────┘　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│││││││└＝完子（豊臣秀勝女）　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││└─とも（智子／日秀／瑞龍院）│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　││　（治兵衛）〔三好信吉〕│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│├─┬秀次─隆清院　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│木下弥助　　│　〔亀田磐城氏〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　（三好吉房）　│　　宣隆│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　│　　　│　　├──重隆─景隆─秀隆＝隆韶（宮床伊達村興次男）　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　│　　　├─┬御田姫（顕性院）　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　│　真田信繁〔秋田真田氏〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　〔九条家〕　└三好幸信│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　│兼孝─幸家　　　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　├秀勝　├──道房│　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔天皇家〕　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　（小吉）│　　├─＝兼晴（鷹司教平男）　　　　　│　　　　　　大正天皇　　　　│　┌徳仁　│
　　　　　　　　　　　　　││││　│　　│├──完子┌鶴姫│├──輔実─幸教　　　　　　│　　　　　　├──昭和天皇─明仁┴文仁─悠仁
　　　　　　　　　　　　┌─────────江　　　　│　　└待姫　　　　├─┬稙基……＝┬尚忠─道孝─節子〔貞明皇后〕│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││││　〔大和豊臣家〕　　│　　　　│┌───千姫〔二条家〕　│　　［奥羽鎮撫総督］　　　　│　　　　　│　　　　　
　　　　　　　　　　　　│││││　│　　└秀保　　　│　　　　││　　　　　└宗基─治孝┴斉信　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││├─┬─秀長＝秀保　　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││竹阿弥│　　│├　　　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││　│││　　├おきく　　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││　│││　　└大善院〔毛利秀元室〕││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││　│││　　〔尾張家〕　│　　　　││　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││└────┐┌─義直─光友│　　┌吉通┴五郎太　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　　└───────┐├──綱誠┴宗春　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　〔浅井氏〕久政┬─長政│││　　┌─千代姫　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││　├─┤││　　└────┐　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│││┌お市├───初（次女／常高院）　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││└─マリア││　├　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│├────┬高次─忠高││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　〔京極氏〕高清─高吉│└─┘　　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　││佐治日向守│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　│││副田甚兵衛吉成││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　││├├　　　│　　││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　└─あさひ（旭姫／駿河御前／南明院）　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　│││〔結城氏〕　││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　│││┌秀康─忠直││　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　│├││　　│├─┘│　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││〔徳川氏〕家康┼秀忠├勝姫┌┘　　　│　　　　　　　　　〔一橋家〕　〔徳川氏〕　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　│　││├─┴家光┴家綱─綱重─家宣─家継＝吉宗─宗尹─治済─家斉─────────┘　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　│┌──江（三女／督）　　　│　├　　　　┌吉宗　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　││　│　　└┤└┤　　　　　　　　　　└─熙子　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　└──────┤　〔紀伊家〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│　│　　　│　├頼宣─光貞────────────┘　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│　│　　　│　〔水戸家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔徳川氏〕　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　│　│　　　│　└頼房─頼重┬頼侯─頼豊─宗堯─宗翰─治保─治紀─斉昭─慶喜───────────────┘
　　　　　　　　　　　　　│　│　　　└──江　　　　〔高松松平家〕　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　〔佐治氏〕信方　　　　├　　　　└頼芳─頼煕────────────┘
　　　　　　　　　　　　　│　│├─────一成
　　　　　　　　　　　　　│　├お犬　　　　├
　　　　　　　　　　　　　│　│├　　　　┌於振
　　　　　　　　　　　　　│　│細川昭元　│
　　　　　　　　〔織田氏〕信秀┴信長───┤
　　　　　　　　　　　　　└───────┘
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