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　　　＜記紀神話＞┌┐
　　　　孝昭天皇──┴孝安天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────┐
　　　　　　　　　│　├────────孝霊天皇──孝元天皇───開化天皇─崇神天皇─────垂仁天皇　│　　　　　　　　　┌日本武尊──仲哀天皇
　　　　　　　　　│┌忍鹿比売命　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│├─────────景行天皇─┴成務天皇　　├─────┐
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　└日葉酢媛命│　　　　　　　　　　　　　　　┌神功皇后　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　┌丹波道主命┘　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│
　　　　　　　　　│└──────────────┐　　　　　　　├────彦坐王─────┴山代之大筒木真若王─迦邇米雷王─息長宿禰王┘　　　　　　│
　　　　　　　　　│＜和邇氏族＞　　　┌─────────────姥津媛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　└─和邇日子押人彦命┴彦姥津命─┴彦国葺命───大口納命─難波根子建振熊命─米餅搗大臣命─────────────────────┐│
　┌───────────────────────────────────（和邇氏族）───────────────────────────────┘│
　│┌──────────────────────────────────（記紀神話）────────────────────────────────┘
　││（記紀神話）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─茅渟王┬─孝徳天皇
　││〔大王家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌───┘
　││＜応神朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└皇極／斉明天皇
　│└─応神天皇─┬─仁徳天皇──┬履中天皇──市辺押磐皇子─仁賢天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　＜天智朝＞
　│　　　　　　　│　　　　　　　├反正天皇　　　　　　　　　├─────┬武烈天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──┬─天智天皇─┐
　│　　　　　　　│　　　　　　　│├　　　　　　　　　　┌─春日大娘皇女│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　│〔天皇家〕　│
　│　　　　　　　│　　　　　┌──都努郎女　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　│＜天武朝＞　│
　│　　　　　　　│　　　　　│　└允恭天皇──雄略天皇　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　└─天武天皇┐│
　│　　　　　　　│　　　　　├──弟比売　　　├────┴─清寧天皇　　└手白香皇女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　┌────┘│
　│　　　　　　　│　　　　　│┌───────童女　　　　　　　　　　　　├──────欽明天皇─敏達天皇─押坂彦人大兄皇子┴─舒明天皇└草壁皇子┐│
　│　　　　　　　│　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜継体朝＞　　　├──┬─難波皇子─栗隈王───────大俣王─────┐││
　│　　　　　　　└─稚淳毛二派皇─意富富杼王─乎非王────彦主人王───継体天皇　┌─老女子郎女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　　　│　　　　└─春日皇子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　　　　　　　││　　　　　┌───────────────荑媛　　　│〔柿本氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│（和邇氏族）　┌─牟久……………………………………………………………………………………津摩伎──万────得足────────大庭─────┐│││
　│　┌八腹木事───────┘│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　│　├佐都紀────深目───┴─河内──┴─美奈古　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　│　〔春日氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔春日小野氏〕　　　　　　│〔小野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　└─┴人華───┴─岡上─────野依────淵名─────大樹─────仲若子──┴─妹子───毛人───毛野────────老─────┐││││
┌────────────────────────────────────（小野氏）─────────────────────────────┘││││
│┌───────────────────────────────────（柿本氏）──────────────────────────────┘│││
││┌──────────────────────────────────（継体朝）───────────────────────────────┘││
│││┌─────────────────────────────────（天武朝）────────────────────────────────┘│
││││┌────────────────────────────────（天智朝）─────────────────────────────────┘
│││││（継体朝）
││└──美奴王　　〔橘氏〕
││　││├───┬─諸兄　
││　│〔県犬養氏〕　├────奈良麻呂┬─嶋田麻呂┬─真材────峯範────広相──┬─公材────好古───┬敏政────則隆───成任────┐
││　││橘三千代│┌多比能　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔筑後橘氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　│（橘夫人）├─佐為　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─公頼────敏通　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　├─長谷雄───海雄────茂枝────佐臣──┬─仲遠────道文────為義──┬義通──為仲│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─仲任────道貞　　　　　　　　└俊通　　　　│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│├─────小式部内侍├───仲俊│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│和泉式部　　　　　　　菅原孝標女　│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│├　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│藤原高倉流保昌　　　　能因法師　　│
││　│││　　　││　　　　　　　　　│　　　　　└─常主────安吉雄───良殖────敦行────純行────忠望──┬─元愷＝┬─永愷──元任│
││　│││　　　││　　　　　　　　　├─清友──┬─氏公　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　└────┘　　　　　　　│
││　││├─────光明皇后　　　　　└─入居────逸勢────妙仲尼　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　│（天武朝）││├────孝謙／称徳天皇　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　└─文武天皇──聖武天皇─井上内親王　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　　│（天智朝）│　　　　　├─────他戸親王│　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義子　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　　└──────志貴皇子─光仁天皇──桓武天皇──嵯峨天皇　　　　　　　　　　　　　　├　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││　　　│　　　│〔藤原南家〕　　　　　　　　　　│　├─────仁明天皇──光孝天皇──宇多天皇　　　　　　　└──────清子　　　　　　　　　│
││　　　│　　　│┌武智麻呂─仲麻呂（恵美押勝）　└─嘉智子（檀林皇后）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────好親　　　　│
││　　〔藤原氏〕│〔藤原北家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中関白家〕　　　　　　│
││　　　不比等──┴房前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌道隆　　　　　　　　　│
││　　　　　　　│　├────真楯────内麻呂───冬嗣────良房───＝基経────忠平────師輔────兼家───┴道長　　　　　　　　　│
││（柿本氏）　　└─牟漏女王　　　　　　［石見美乃郡司］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔益田氏〕　　　　　　　│
│└───人麻呂───蓑麿………………………◯◯…………………………………………………………………………………………………………◯◯　　　　　　　　　│
│（小野氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─好古　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└────竹良────永見─┬─峰守────篁───┬─葛絃──┴─道風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　（岑守）　　　　　　├─忠範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔武蔵七党筆頭〕　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　├─石雄────春風　　│〔伝猪狩氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔横山党〕　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│〔武蔵七党元祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔横山氏〕　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└─保衡────忠範────義村────忠時────時仲────孝泰──┬─義孝────資孝──┐│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌良真─小町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔猪俣党〕　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│〔猪狩氏遠祖〕出羽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─時資（時範）　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　出羽守　　　郡司大領　〔猪狩氏鼻祖〕少弐　蔵人　越前守　　　左衛門祐　　郡司小領　　飛騨守　　　大弐　和泉守　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　└─滝雄┴当柯─良連─良澄─良時─良春─良恒─好満─良直＝諸高─良清─良胤─義弘─保繁─良政─好安─葛之─良保────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出羽介　　　　　　出羽郡司小領　　　　　　　　　丹波守　　　山城守　　　主水正　　　民部少輔　　　　　　　　│││
┌────────────────────────────────（小野氏）───────────────────────────────────┘││
│┌───────────────────────────────（横山氏）────────────────────────────────────┘│
││┌──────────────────────────────（橘氏）──────────────────────────────────────┘
│││（橘氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔薄家〕
││└─以綱────広房────以長────以政────以経────以良────以隆────以材────以季────以基────以盛────以量───┐
││（横山氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│└┬─経孝────時重────時広────時兼────重時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│〔成田氏〕　〔小野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　└─成任────成綱──┬─盛綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│〔中条氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│（小野氏）　　　　　　　　└─兼綱────家長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　出雲守　　　下野守　　　少弐　　　〔猪狩氏（小野猪狩氏）〕　淡路守　　　左近将監　　下野守　　　下野守　　　下野守　　　備前守　　　左馬介　　│
└───良種─義宗─良忠─宗保─良春─良恒─良永────良国────良里────良道────宗兼────良秀────良誉────良持────良言──┐│
　　　　　　　　河内守　　　弥三郎　　（高倉小次郎）　　　　　　　　　　　　　　（良満）　　（八郎／五郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔摂津源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─頼光────頼国────頼綱────仲政────頼政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　〔清和源氏〕〔多田源氏〕〔大和源氏〕　　　　　　〔奥州石川氏〕　　　　　〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　常基王───満仲──┼─頼親────頼遠────有光────元光──┬─光義────義季────基光────広季───────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（澤田太郎）　　　　　　＜奥州石川一族＞　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［澤田城主］　　　　　　［澤田城主］　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔澤井氏〕　　　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔河内源氏〕　　　　　　　　　　　┌─義親─┐└─義基（澤井三郎）　　　┴……………（不詳）……………┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─頼信────頼義──┬─義家──┼───＝┴──為義────義朝────頼朝　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義光　　│　　　　　　〔足利氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義国────義康────義兼─義氏─泰氏─頼氏─家時─貞氏─尊氏││││
┌……………………………………………………………………………………（石川澤田氏）……………………………………………………………………………………┘│││
：┌───────────────────────────────（奥州石川氏）─────────────────────────────────┘││
：│┌──────────────────────────────（猪狩氏）────────────────────────────────────┘│
：││┌─────────────────────────────（薄家）──────────────────────────────────────┘
：│││（薄家）　　［絶家］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔信濃小路家〕
：││└＝以緒───＝諸光──┬─……………………………………………………………………………………………………………………………………………宗増
：││　（唐橋在数　（山科言継│〔深井氏〕　　　　　　　　　　　　　〔頼氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（醍醐源氏）
：││　　男）　　　　次男）　└─定基　　　　　　　　　　　　　………正茂────道喜────良皓────惟清────春水────山陽───三樹三郎
：││　〔磐城氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下総守
：││　　則道────忠清────清隆────師隆────成衡────隆平────隆守────義衡────照衡────隆忠────親隆─┬──────┐
：││　〔伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（隆行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────┘　　　　　　│
：││　　朝宗────宗村────義広────政依────宗綱────基宗────行宗────宗遠────政宗────氏宗────持宗───────┐│
：││　　　　　　　　　　　　　［磐城四殿］┌良中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大膳大夫）（小楢葉）│　　　　　　　　　　││
：││（猪狩氏）　　　　　　　　〔楢葉猪狩氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［高倉山城主］　　　　　　　　　││
：││　　左衛門尉　　弥三郎　　　左衛門尉　│下野守　　　左衛門尉　　新五郎　　　新三郎　　　新四郎　　　新五郎　　　筑後守　│　蔵人　　　　　　　││
：│└──宗公────良房────良時───┴良元────良道────良久────良次────良名──┬─良雷──┬㊀隆清───㊁満清　　　　　　　││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［楢葉八幡│＜忠満系＞│　├───────┐││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　神官］　│　将監　　└─女子　　　　　　│││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─良宗？　│　中務亟　　　中務亟　　　　　│││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├─忠満────貞満─────┐│││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　〔川内猪狩氏〕　││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│＜豊後守系＞（早渡）　　　　││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─豊後守………◯◯…………┐││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔岩谷堂猪狩　：││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜良正系＞　　　　　　　　蔵人　　氏〕：││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─良正────正満────唯満───┐：││││
：│（奥州石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（忠満）　│：││││ 
：└───光貞────光長────元盛────盛義────時光────義光────詮持────満持────満朝────義光────持光──┐│：││││
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［磐城氏陪臣］　　　　││：││││
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉猪狩氏譜代〕　　││：││││
：（石川澤田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉澤田氏〕　　　　││：││││
└………………………………………………………………………（不詳）………………………………………………………………………◯◯───────┐││：││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大學六世祖父　　　│││：││││
┌────────────────────────────────────（楢葉澤田氏）────────────────────────┘││：││││
│┌───────────────────────────────────（奥州石川氏）─────────────────────────┘│：││││
││┌──────────────────────────────────（岩谷堂猪狩氏）─────────────────────────┘：││││
│││┌………………………………………………………………………………………（早渡（川内）猪狩氏）……………………………………………………………┘││││
│││：┌────────────────────────────────（忠満系）──────────────────────────────┘│││
│││：│┌───────────────────────────────（楢葉猪狩氏）─────────────────────────────┘││
│││：││┌──────────────────────────────（伊達氏）────────────────────────────────┘│
│││：│││┌─────────────────────────────（磐城氏）─────────────────────────────────┘
│││：││││（磐城氏）
│││：││││　下総守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左京太夫　　左京太夫　〔亀田磐城氏〕
│││：│││└─常隆────由隆────重隆───┬──＝┬──親隆────常隆──┬＝貞隆────吉隆───＝宣隆────重隆──────────┐
│││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　（佐竹義重三男）　　　│〔岩谷堂伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　└─政隆────国隆──┬＝宗規　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─────村隆─────────┐│
│││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　　　　　　　　　　　　　　　││
│││：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔一関田村氏〕　　　　　　　　　　　││
│││：│││（伊達氏）　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─宗良────建顕───＝誠顕────────┐││
│││：││└──成宗────尚宗────稙宗──┬─晴宗　│　　　　　　　〔仙台伊達家〕　　　　│　　　　　　　　　　　　　（旗本田村）　　　　│││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├──┼──輝宗────政宗─┬──忠宗──┼─綱宗──┬─綱村──＝┬吉村───────┐│││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└久保姫│　　　　　　　　　　　│　〔吉岡伊達氏〕　　　┌───────┘　　　　　　　　　││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　├──宗清　　│　　　　││〔川崎伊達氏〕　　　　　　　　　││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│└─村和────村詮＝┬────┐││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　│〔宮床伊達氏〕　　　　　　　　　│　　　　│││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　〔岩出山伊達家〕└─宗房─┴──村興────村茂─────┐│││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　├──宗泰────宗敏　　　　　　　　　　　　　│　　　││││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├───┬─敏親──＝┬村泰──┬村緝││││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔亘理氏〕　　　　　　　〔涌谷伊達氏〕　　　　　┌千代鶴姫│　　　　　　│　　　└┘　　││││││
│││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─元宗────重宗────定宗────宗重────宗元───┬村元　　　│　　　　　　　││││││
│││：││（楢葉猪狩氏）　　　　　┌────────────┐　中務少輔（中務亟）│　（安芸）　　│　　　　│└─────┘　　　　　　　││││││
│││：││　　　右京進　　　将監　│　　筑後守　　　筑後守││（感満）　　　野次郎│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│└──㊂満生──┬㊃忠満──┬㊄盛満──┬─重満──┼─親満────貞満────満親［絶家］　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　│　主膳正││　　　　　│　　　　││　修理亮　　　　　　│　（渓閑）　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　├─満◯　││　　　　　│　　　　│├─重◯　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　：　　　　││　　　　　│　　　　││　四郎兵衛　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　：　　　　││　　　　　│　　　　│├─重◯　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　：　　　　││　　　　　│　　　　││〔会津猪狩氏〕　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　　　　││　玄蕃允　　　玄蕃允│　　左源次　　│軍次郎　│　　　　　　　　　　　　　　││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　平内　│├─重昌────宗満──＝┬隆昌──┬─隆忠…………………………………………┐││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　左衛門尉│　木工助　　　右馬允│　│　　　　││新三郎　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　├─満◯────満形──┬─隆◯　│　│　　　　├─忠武　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　四郎五郎│　　　　　└──────┘　　　　││権平次　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　└─満◯　││　　　　　　　　　　│　　　　　　└─保満　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　　　　　┌─────┘　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　備中守　│　木工右衛門尉　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　│├─満◯───┬満◯　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││　長門守　││加右衛門尉〔会津猪狩氏〕　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　│├─満◯　　│└常満　│　　加衛門　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　││［成徳寺］│　├─────満貞　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　　│└─良薫上人└─女子　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│〔仙台猪狩氏［木戸　　〔仙台猪狩氏　［木戸山田岡城主］　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│　　　遠祖〕　山田岡（楢葉）　元祖〕［神城／高倉山城主］│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│＜大和守系＞　城主］　〔楢葉猪狩氏　［仙台伊達家臣］　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　│〔楢葉猪狩家〕紀伊守　　　　　嫡流〕〔仙台猪狩氏〕　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　└─大和守─┬─源十郎　　　紀伊守│　〔胆沢猪狩家〕　　　│┌─女子　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　││　├────㊅守之　│　㊆下野守　　〔仙台猪狩家〕　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　└──女子　　　　├───┬①親之（信滿）下野（主計）　　　　　（橋本伊勢高信＝　　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　佐藤大隅女　├───┬②盛満　││　彌惣兵衛　│松倉豊後守之次男左近女次男）　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　││　新妻内近│　├───┼③持滿　　　│木工右衛門（松之丞／幸之助）　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　││　　助清女│　守屋伊賀│　├──┬＝④信滿　　│　長作　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│├─無量院　│　貞成女││　浜田　│　│├───┬⑤定滿　　　　　　　　　　：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　││　〔大和田筑後妻〕　││　古五右└─＝吉田太夫│├───────────┐：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　││［成覚寺開山］　　　││　衛門友末女│　重親女│上田権左衛門女　　　　　│：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│└─良歓上人│　　　　││　　　　　　│　　　　├─吉田長左衛門源直昶室　│：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　│　肥後入道　　肥後（平次左衛門）　│　　　　││　　　　　　│　　　　├─徳満（多賀之助／　　　│：││││││
│││：│　　　　　　　　　　　　　　└─道誉────満之────織部　　│　　　　││〔仙台猪狩分家〕　　　└＜女子＞　幸之助　　　　│：││││││
│││：│（忠満系）　　　　〔富岡猪狩氏〕　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　││　十三郎　　│理兵衛（武田因幡貞信次男）　　　　│：││││││
│││：└────玄満────武満────高満────春満────利満　　│　　　　│└①有滿─┬＝②良滿　　│　岡之助　　　　　　　　│：││││││
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─五兵衛│　　　　　│　│├────③武滿────────┐│：││││││
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│〔猪狩左衛門家〕　　└──女子　　│　八郎右衛門　　　　　││：││││││
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─左衛門………………………………………満定　　　　　　　　││：││││││
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　四郎兵衛　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　││：││││││
│││：（川内（早渡）猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└─満広　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　││：││││││
│││└……┬……………………………………………………………………………………………………………………………┬……………………………　││：││││││
│││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　││〔日向高鍋猪狩氏〕　　││：││││││
│││　　　│〔小白井猪狩氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　└──◯◯　　　　　　　　││：││││││
│││　　　└─等京─梅◯◯─小白◯─源◯─太左衛門─正義─太左衛門─清太郎─太左衛門─◯西─庄太郎─太左衛門─太左衛門─太左衛門─┐││：││││││
│││　　　　（算京）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
│││（岩谷堂猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔小嶋氏〕　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
││└──────◯◯────九左衛門──作助────悦之助───四郎兵衛──満広────四郎左衛門│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔（平姓）深谷猪狩氏〕　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵左衛門　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………元清　│　　兵左衛門（長吉）　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────安清　　　　兵左衛門┌─満清　　　│　　　　│（正佐衛門／長兵衛）│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須恵氏女　　├───┬─玄清　││　兵左衛門　│兵左衛門│　清左衛門　　清之進│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　武沢氏女│　├───┴─親清─＝┬─長清────毘清　　　┌康清　│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　中村氏女　　　　　　│（多利之丞）　├────┴──┐│││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│〔菱長（菱沼）氏〕　　││　　　　│　男沢氏女　　　　││││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　安右衛門　　　　　　││　　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔柴田猪狩氏〕　　　　└─重勝────────┘│　　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………二左衛門──八兵衛──＝八兵衛（長沼市左衛門次男）　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
││（奥州石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔角田石川氏〕　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
│└───────成光────尚光────稙光───晴光┬＝┴──昭光　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├─────義宗────宗敬　　　│　　　　│　　　　　　　　　││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────照子　　　　　　　│　　├────┴宗弘┬＝┴─宗恒──＝┬─┐││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──牟宇姫　　　　　└────────┘　│││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台伊達家陪臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］　　　　　　　　│││││：││││││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒川澤田氏〕〔黒川澤田家〕　　　　　　　　　　　　　│││││：││││││
│（楢葉澤田氏）　大學五世祖父　　　　　　大學曽祖父　大學祖父　　大學父　〔胆沢澤田家〕　加兵衛　　　　　　　　　利永父　　　　│││││：││││││
└────────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯───①大學───②利義───③◯◯───④◯◯────┐│││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　　大學高祖父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利義男　　　　　　　　　││││││：││││││
┌───────────────────────────────────（黒川澤田氏）────────────────────┘│││││：││││││
│┌──────────────────────────────────（角田石川氏）─────────────────────┘││││：││││││
││┌─────────────────────────────────（深谷猪狩氏）──────────────────────┘│││：││││││
│││┌────────────────────────────────（小白井猪狩氏）──────────────────────┘││：││││││
││││┌───────────────────────────────（仙台猪狩分家）───────────────────────┘│：││││││
│││││┌──────────────────────────────（仙台猪狩家）─────────────────────────┘：││││││
││││││┌……………………………………………………………………………（会津猪狩氏）……………………………………………………………………┘││││││
││││││：┌────────────────────────────（宮床伊達氏）───────────────────────────┘│││││
││││││：│┌───────────────────────────（川崎伊達氏）────────────────────────────┘││││
││││││：││┌──────────────────────────（仙台伊達家）─────────────────────────────┘│││
││││││：│││┌─────────────────────────（一関田村氏）──────────────────────────────┘││
││││││：││││┌────────────────────────（岩谷堂伊達氏）──────────────────────────────┘│
││││││：│││││┌───────────────────────（亀田磐城氏）────────────────────────────────┘
││││││：││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌隆永
││││││：││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├隆信
││││││：││││││（亀田磐城氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├隆政
││││││：│││││└─景隆────秀隆───＝隆韶──＝┬隆恭────隆恕────隆喜───┴隆邦──┬＝隆彰───＝隆徳────隆宜
││││││：│││││（岩谷堂伊達氏）　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─隆治
││││││：││││└─＝村望──┬─村富────村将────宗隆────宗嵩───＝義隆───＝邦規　　└─隆長
││││││：││││　　　　　　　└────────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茂村〕
││││││：││││（一関田村氏）　（登米伊達村勝）　　　┌──────┐　　　　　　　　　　　〔伊達宗家　（栄顕）
││││││：│││└──＝村顕───＝村隆──＝┬村資──┴＝宗顕──┬─邦顕──＝┬邦行────通顕───＝邦栄───┬崇顕───＝丕顕─────┐
││││││：│││　　　（宇和島伊達家）　　　　│　　　　（中村村由／└──────┘　　　　　　　┌────栄顕　　　└丕顕　　┌────────┘
││││││：│││（仙台伊達家）　┌──────┘　　　　　堀田正敦男）│　　　　　　　　　　　　　│　　┌─宗基　　　　　　　　└─良顕────護顕
││││││：││└──┬─宗村────重村────斉村────斉宗──＝┴斉義─┬＝┬斉邦──＝┬慶邦──┴─邦宗────興宗────貞宗────泰宗
││││││：││　　　│〔登米伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────┘操│┌─┐
││││││：││　　　└─村良──┴─宗充─────────────────────┘　　　　　　├───┴─悌二
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔横山氏〕有五［医学博士］
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　［金華山黄金山神社宮司］　　　　　　　　　　　├──┬┐
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔奥海氏〕◯◯　　　　　　　　　┌──────みね│││
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────守────┴正─────浩─────寛　　
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─ヒサ　　　　　　　　　　　　　　　　　││││　├─────聖（あきら）
││││││：││（川崎伊達氏）　　　　　　　　　　　　　　└───────────┐　　　　　　　　││││　睦（黒澤氏）
││││││：│└─────村敏───┬村煕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─宗広　　　　　││││
││││││：│（宮床伊達氏）　　　　│　　　　┌─村義　　　　　　　　　　　　　　├─◯◯───┐　││││［伊達藩志会長］
││││││：└──────村嘉──＝┴村烈──┴─宗規────宗賢────邦孚──┴─賢孝─┬─＝玄覚│││［宮城学院大教授］
││││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├┬─＝┴─洋司　　　　
││││││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝┴きん││　　├─────久
││││││：（会津猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔猪狩幸雄家〕　└────宮子　　　　
││││││└……………………………………………………………………………┬…………………幸雄　　　　　│││
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└…………………惣右衛門　　　│││　　
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──桃〔和川仲左衛門成章妻〕　│││　　
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─＜ヲエン＞　　　　　　　　　│││　　
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　宮（木村八兵衛成長次女）　│││　　
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌惣兵衛　　　　　│　　├───┬─文弥〔金須丹六郎││
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─将之　　┌┐　　　│　　│　　　├─亥三郎　　　養子〕│
││││││　　　　　　　（遠藤對馬守之三男守道）　├────┤　　　│　　│　　　│　├────┬隆夫││
││││││（仙台猪狩氏）　長作（幸之助／丹宮）│　イヨ（若林十蔵友直次女）│　　　│　品（豊中安├正夫││
│││││└─────┬＝⑥時之　　　　長作（文弥）　　　　│└シュン〔横尾│　　　│井織衛長女）├道雄││
│││││　　　　　　│　　├───┬⑦富之　　│　助五郎　│　　郡太兼明室〕　　　├─兵衛　　　└泰子││
│││││　　　　　　├──ミエ　　│　├───┼⑧康之　　│　木工右衛門　│　　　├＜新＞　　　　　│││
│││││　　　　　　│　　├　　　│　秀　　　│　├─┬＝┴⑨隆之　│　　長作　　└─てつを〔伊藤胞吉妻〕
│││││　　　　　　└─＝元満　　│（遠藤一郎│　満　│　　　├──┼─⑩隆福　　　　杢右衛門　　　│││┌─正子〔行橋若山節夫妻〕
│││││　　　　　　　　（山崎源太│　信徳妹）│（伊藤├───智恵　│　　├───┬⑪規之　　　　杢右衛門├─禮子（玲子）〔広島新宅建氏妻〕
│││││　　　　　　　　　左衛門　└─リク　　平次祐寿├──＜女子＞│　　梅（小松│　├──┬─⑫規│││├─糸子〔山本繁妻〕
│││││　　　　　　　　　隆郷男）　〔横尾多聞次女）　├──＜ヨイ＞│　　新左衛門│　キワ　│　　├───┼⑬隆明
│││││　　　　　　　　　　　　藤原兼長室〕　└─ミエ├──＜チョウ＞　　守休妹）│（塩沢半兵衛　みやこ││　├───┬⑭隆
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　〔畠中助太夫├───治一　│　　　　　　│　三女）│（嶺岸大力└──貞子　　│　├
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　康之妻〕│　　〔芳賀　│　　　　　　├＜ラン＞│　清成五女）│　　　　　│　恵久（浅野宗一三女）
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　又右衛門　│　［七ヶ浜　├＜松代＞├─＜弥＞│　│　　　　　│〔猪狩章家〕
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　治恭養子〕│　　　村長］└＜女子＞├─＜弥＞│　│　　　　　└─章
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───春　　│　〔七ヶ浜猪狩家〕　　├─＜滿＞│　│〔猪狩典昭家〕├
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔須江良之介├──章（之知─┬幸之助│　　　││　└─典昭　　　　尚子（秋田伊藤進長女）
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源守宣妻〕│　　／幸之助）├甲子　│　　　││　　　├───┬─義則
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─＜ツル＞　　（こう）│　　　│└───美和子　└─宏司
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──ヲキサ　　├幸四郎├──次郎〔尼崎鴻池藤太郎養子〕
│││││（仙台猪狩分家）　喜膳　　　　牧太　　　　善右衛門　　嘉守　│　〔小山友郷　├利子　├─＜さと＞
││││└────────④盛之───⑤雅之───⑥孝之───⑦儀之　└─＜竹＞　嫁〕└享六　└─＜三郎＞　　　　　　　　　　〔鈴木氏〕繁治
││││（小白井猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔小白井猪狩本家〕　　　　　　　　　　├
│││└─太左衛門─太十郎─太左衛門──富左衛門──太左衛門─┬富太郎───倉蔵────徳太郎─┬─至憲──┬─道夫────なる子─┬─住美江
│││（深谷猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└亀吉　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└─ヨウ子〔◯◯氏〕　　└─恵子〔柴崎氏〕
│││　　　　　兵左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔小白井猪狩分家〕
││└─────下清　　　　　　　　　　　　　　　　兵左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─◯◯──┬─
││　　　　　　├─────貞清────直清────賢清──┬─文清──┬─友清─＝┬─捷清────憲清　　└─和良
││　　　　　　錦戸氏女　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─徳清　　├─定清　　│┌女子　　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├─考清　　││├　　　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔清新堂　├─安清──┘│三橋兵三郎　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　猪狩家〕└──────┤├　│　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─時清──┬─直清　　　├女子├　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─重清　　　└女子┘　　　　│
││（角田石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─光尚　　　　　　　　┌──┘
│└──────村弘────村満────村俊────村文────村任──┴─宗光────義光──┴─邦光────小膳
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舞野村）　〔黒川澤田氏嫡流〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［部屋住］　［仙台伊達家陪臣］
│（黒川澤田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　（源太郎）　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］
└──────⑤利永───⑥亮長──┬⑦亮之─┬─＝勇蔵　　　〔下ｼﾀの家黒川澤田家〕　［佐々重大番頭］
　　　　　　　　　　　　　（清休）　│　　　　│　　├────⑩源太清重─⑪一馬───⑫金吾（金五郎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├──お津ま　　　　　　　　　　　　　　　├──┬＝⑬辰五郎　　［鶴巣農協組合長］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─まつゑ│　　├───┬⑭金太郎──⑮力────⑯智─────充博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（北目大崎村）　　　　　　　　　　　［仙台藩参政］　　　└──ゆゑ　　│〔黒川澤田分家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［吉岡八幡随身門棟梁］　〔仙台大越氏〕文五郎─┴─文平　　　　　　　　├①亥兵衛─┬②元────③裕子────航丞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［仙台猪狩氏家中］　　　　　　　　　　（仲）　　［旅順市長］　　　　　│　　　　　│［本稿筆者］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔下ｼﾓの家音羽氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─諭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　（猪狩氏賜姓）〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［仙台高等技芸学校長］
　　　　　　　［猪狩家侍女］おとわ─＝①嗣忠　│　（富谷村熊谷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─てる子〔目黒家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───＝②孝信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─⑦昭一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─お津め│　　├────③養蔵───④三代吉─┬⑤福治─┬─⑥興夷─┴─⑧昭貳───⑨秀一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──お紀さ　　　　　　　　　　　　　│┌───┘┌②養次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔新宅　　│　├────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　││音羽分家〕　ちさと　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└①養右衛門│　├─┬＝─④充男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├───┴③清光──┐│├────⑤孝雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└まさを　　　　　├＝─┴勝子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔富谷音羽分家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝┴①光男────◯◯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌④栄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔黒川澤田氏別流〕　　　　　　　　│　├────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　［仙台猪狩氏普代家中］　　　　　　│　みのる　　└一男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├＝⑧茂行　　　　　　　　　〔上ｳｴの家黒川澤田家〕　　　　　　│　├───＝⑥一男─┬＝⑦美智男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├────⑨甚之助──①恒次郎──②甚三郎──③蔀───┴⑤正　　　　　　　　│　　├─────明典
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──多利乃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──明美

猪狩諸氏諸家略系図

　　　　　　┌─柿本氏─────人麻呂　　　　　　　　　　　小野氏
　　和邇氏族┴─春日氏─────春日小野氏─────────妹子───────┬─篁──────┬─道風
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　伝猪狩氏鼻祖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└─保衡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌─小町 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　猪狩氏遠祖　　│　猪狩氏鼻祖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─滝雄─────┴─良時────┐
┌───────────────────────────────────────────────────────┘
│（小野猪狩氏）
│　猪狩氏　　　楢葉猪狩氏　　［高倉山城主］
└─良永──────良時──┬─筑後守隆清┬＜絶家＞　　　　猪狩幸雄家
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─会津猪狩氏──幸雄───────
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─会津猪狩氏　　（平姓）深谷猪狩氏┬─幸清─────
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│［成徳寺］　　　柴田猪狩氏　　　　└─清新堂猪狩家
　　　　　　　　　　　　　　│［楢葉八幡　├─良薫上人　　＜楢葉猪狩氏嫡流＞
　　　　　　　　　　　　　　│　　　神官］│＜大和守系＞　　仙台猪狩氏　　　　　　胆沢猪狩家　　　　仙台猪狩家
　　　　　　　　　　　　　　├─良宗？　　└─大和守────紀伊守守之────┬─下野守親之──┬─下野盛満──┬─隆──────
　　　　　　　　　　　　　　│＜忠満系＞　　　富岡猪狩氏　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　仙台猪狩分家
　　　　　　　　　　　　　　├─忠満─────武満───　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　├─有滿─────
　　　　　　　　　　　　　　│＜豊後守系＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　七ヶ浜猪狩家
　　　　　　　　　　　　　　├─豊後守────川内猪狩氏┬──────────│　　　　　　　　│　　　　　　　├─章──────
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　（早渡）　　├─日向高鍋猪狩氏　　│［成覚寺開山］　├─五兵衛　　　├─猪狩典昭家──
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　小白井猪狩氏　　　└─良歓上人　　　│　猪狩左衛門家└─猪狩章家───
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　└─等京───────┬─なる子────└─左衛門─────満定─────
　　　　　　　　　　　　　　│＜良正系＞　　　岩谷堂猪狩氏　小嶋氏　　　　　　└─小白井猪狩分家┬───────
　　　　　　　　　　　　　　└─良正─────唯満─────満広───────　　　　　　　　　└─和良────
　　　　　　　　　　　　　　┌─摂津源氏　　　　　　　　　　澤田氏遠祖　　　　　　角田石川氏　　　　 　　　　　 　　　
　　清和源氏───多田源氏─┼─大和源氏───奥州石川氏──光義───────┬＝昭光（伊達晴宗男）
　　　　　　　　　　　　　　└─河内源氏　　　　　　　（澤田太郎）　　　　　　├──────────小膳────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─照子
┌──────────────────────────────────────┘
│　 　 　　 　　 　　　　　　　［仙台猪狩氏譜代家中／旦方（ダンポ）］
│＜奥州石川一族＞　　　　　　　黒川澤田氏
│［澤田城主］　［楢葉猪狩家臣］胆沢澤田家　　黒川澤田家
└─石川澤田氏──楢葉澤田氏──大學─────利義───┬＝勇蔵　　　　　　　　　下ｼﾀの家黒川澤田本家
　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 │　├──────────源太清重───┬─金太郎───┬─智──────
　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 ├─お津ま　　　　 　 　 　　　　　　　　 │　　　　　　　├─澤田勝彦家──
　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 │　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　 　│　黒川澤田分家└─澤田豊彦家──
　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 │［仙台猪狩家賜姓家中］　 　 　 　 　　　└─亥兵衛───┬─裕子─────
　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 ├─下ｼﾓの家音羽氏　　　　 　　 　　　　　　　　　　　 　 ├─澤田修家───
＜応神朝＞　　　　　　　　　　　 ［猪狩家侍女］おとわ────仲内嗣忠　　　　 　 　 　　　 　　　　　　　　　　　　│　澤田諭家
　応神天皇───┬──反正天皇　　 　 　 　　　　　　　 　 │　├─────────＝孝信　　　　　　　　　　　　　└─諭［本稿筆者］
　　　　　　　　│　　├　　　　　 　 　 　　　　　　　 　 ├─お津め　　　　　　　　├──────┬─秀一──────
　　　　　　　　│┌─都努郎女　　 　 　 　　　　　　　 　 ├────────────お紀さ　　　　└─新宅音羽分家┬────────
　　　　　　　　├──允恭天皇─雄略天皇　　　　　　　　 │　茂行　　　　　　　　　上ｳｴの家黒川澤田別家　　　　　 └─富谷音羽分家
　　　　　　　　││　　　　　　├───────清寧天皇 │　├──────────恒三郎──────美智男───
　　　　　　　　││　　　　　　童女　　　　　　　　　　 └─多利乃
　　　　　　　　││ 　　　　　＜継体朝＞
　　　　　　　　└───────継体天皇────欽明天皇
　　　　　　　　　│　　　　　　├　　　　　　　├─────美奴王　　　〔橘氏〕　　　 　　 　 　 　 　 　　 　　　〔薄家〕　　　　　［絶家］　〔信濃小路家〕
　　　　　　　　　├──────荑媛　　　　┌─老女子郎女　├──────諸兄─────奈良麻呂─┬嶋田麻呂───以盛──────＝諸光─┬─宗増
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　〔県犬養氏〕橘三千代　　〔藤原北家〕　　　　　　　├嘉智子（檀林皇后）　　　　　　　　　　│〔深井氏〕
　　　　　　　　　│〔柿本氏〕　　　　　　　│　　　　　　　├──────房前　　　　　　　　　　└逸勢　　　　　　　　　　　　　　　　　└─定基
　　　　　　　　　├─津摩伎──人麻呂　　　│　　〔藤原氏〕不比等
＜和邇氏族＞　　　│〔春日氏〕〔春日小野氏〕│〔小野氏〕　　　　　　　┌─好古
　和邇日子押人彦命┴─人華───大樹────┴─妹子──┬─篁────┼─道風
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─春風　　　│〔伝猪狩氏遠祖〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─小町　　　└─保衡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔猪狩氏遠祖〕〔猪狩氏鼻祖〕〔猪狩氏〕〔楢葉猪狩氏〕　［高倉山城主］　　　　　　　　　　［絶家］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─滝雄─────良時─────良永────良時───┬─隆清─────┬─忠満───重満┬親満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［楢葉八幡神官］│＜大和守系＞　　└──┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─良宗？　　　　└─大和守──────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜忠満系＞　　　　〔富岡猪狩氏〕　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─忠満───────武満──────　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　（早渡）　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜豊後守系＞　　　〔川内猪狩氏〕　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─豊後守────┬─◯◯──────　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│〔日向高鍋猪狩氏〕　││ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├─◯◯──────　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│〔小白井猪狩氏〕　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└─等京──────　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔摂津源氏〕　　　　　　　　　　　　　│＜良正系＞〔岩谷堂猪狩氏〕　〔小嶋氏〕││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─頼光　　　　　　　　　　　　　　　　└─良正───────唯満───満広─　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔大和源氏〕〔奥州石川氏〕〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　〔角田石川氏〕　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔清和源氏〕常基王──┼─頼親────有光───┬─光義─────晴光─────┬＝昭光　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔河内源氏〕　　　　　　│　澤田太郎　　　　　　　　　　│　├────義宗─　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─頼信　　　　　　　　　│［澤田城主］　＜奥州石川一族＞└─照子　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔澤井氏〕　　［澤田城主］　　　〔楢葉猪狩氏家中〕　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義基　　　　〔石川澤田氏〕　　〔楢葉澤田氏〕　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義基　　　　　◯◯───────◯◯──────┐││
┌───────────────────────────────────（楢葉澤田氏）───────────────────────────────┘││
│┌──────────────────────────────────（大和守系）─────────────────────────────────┘│
││┌─────────────────────────────────（楢葉猪狩氏）─────────────────────────────────┘
│││〔会津猪狩氏〕　　〔猪狩幸雄家〕
││├─重昌─────┬─幸雄
│││〔会津猪狩氏〕　└─惣右衛門
││├─満貞
│││［成徳寺］
││├─良薫上人　　　　〔楢葉猪狩氏嫡流〕
│││（大和守系）　　　［神城／高倉山城主］　　　　［木戸山田岡（楢葉）城主］
│││［木戸山田岡城主］〔仙台猪狩氏元祖〕　　　　　［仙台伊達家臣］
│└──源十郎　　　　　〔仙台猪狩氏〕〔胆沢猪狩家〕〔仙台猪狩家〕
│　│　├────────守之───┬─親之─────盛満───┬─持滿───┬─規之───┬─規─────┬─隆
│　└─女子　　　　　　　　　　　　│［成覚寺開山］　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│〔猪狩典昭家〕│〔猪狩章家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　└─良歓上人　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　└─典昭　　　　└─章
│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔（平姓）深谷猪狩氏〕　　　│　　　　　　│［七ヶ浜村長］
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元清　　　　　　　　　　│　　　　　　│〔七ヶ浜猪狩家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔柴田猪狩氏〕　　　　　　│　　　　　　└─章　
│（楢葉澤田氏）　　　　　　　　　　　　二左衛門　　　　　　　　│〔仙台猪狩分家〕
│　　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］　　　　　　　　　　└─有滿
│　　〔黒川澤田氏〕　　　　 　 　 　　　　　　　　〔黒川澤田氏嫡流〕
│　　〔胆沢澤田家〕〔黒川澤田家〕［部屋住］　　　〔下ｼﾀの家
└───大學───┬─亮之───┬＝勇蔵　　　　　　黒川澤田本家〕［佐々重大番頭］
　　　　　　　　　│　　　　　　│　├───────源太清重────金吾（金五郎）
　　　　　　　　　│　　　　　　├─お津ま　　　　　　　　　　　　　├───┬＝⑬辰五郎　　［鶴巣農協組合長］
　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌─まつゑ　│　　├────┬⑭金太郎────┬⑮力─────┬⑯智─────充博
　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└──ゆゑ　　　│　　　　　　　　│〔澤田勝彦家〕│〔澤田豊彦家〕
　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│〔黒川澤田分家〕└─勝彦　　　　└─豊彦
　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　［仙台藩参政］　　　　　　　　　　　　├①亥兵衛────┬②元──────③裕子────航丞
　　　　　　　　　│［吉岡八幡随身門棟梁］〔仙台大越氏〕文五郎─┴─文平［旅順市長］　　　　│　　　　　　　　│〔澤田修家〕
　　　　　　　　　│［仙台猪狩氏家中］　　　　　　　　　（仲）　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├─修
　　　　　　　　　│〔下ｼﾓの家音羽氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［仙台高等技芸　│〔澤田諭家〕
　　［猪狩家侍女］│（猪狩氏賜姓）〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　学校長］└─諭［本稿筆者］
　　　　　おとわ─＝①嗣忠　　　│（富谷村熊谷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─てる子〔目黒家〕
　　　　　　　　　│　├─────＝孝信　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　　　　　┌─昭一───────
　　　　　　　　　└─お津め　　│　├─────┬─養蔵────┬─福治───┬─興夷───┴─昭貳───────秀一
　　　　　　　　　　　　　　　　├─お紀さ　　　│〔上ｶﾐの家　　│┌─────┘┌養次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　音羽分家？〕││　　　　　　│├─────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　└─雄治　　　　│〔新宅音羽分家〕ちさと　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└─養右衛門　　│├──┬＝──充男
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│├─────┴清光───┐│├────────孝雄
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└まさを　　　　　　　├＝─┴勝子
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔富谷音羽分家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─栄　└＝┴─光男───────◯◯
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔黒川澤田氏別流〕　　　　　　│　├─────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　［仙台猪狩氏普代家中］　　　　│　みのる　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　├＝茂行　　　　　〔上ｳｴの家黒川澤田家〕　　　　│　├────＝┴一男────┬＝美智男
　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───────甚之助─────蔀─────┴─正　　　　　　　　　　　　│　├────────明典
　　　　　　　　　　　　　　　　└─多利乃　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　　 　　　　　　 　 　 └─明美
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天穂日命─建比良鳥命─櫛瓊命─────┐
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土師氏〕
└─津狭命─櫛瓱前命─櫛月命─櫛瓱鳥海命─櫛田命─知理命─毛呂須命─阿多命─氏祖命─野見宿禰─阿陀勝─盤毘─身臣─意富曽婆─小鳥─昨子─大保度─────┐
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│　　＜大江系＞
│〔大枝氏〕〔大江氏〕　　　　　　　　　　　　　　┌千里─維明─仲宣─嘉言
└─首┬兎──土徳─富除─祖麻呂─諸上─本主─音人┴千古─維時─重光┬匡衡
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──挙周─成衡─匡房─維順─維光＝広元┬親広─広時─政広─元顕─元政─時茂───┐
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔赤染氏〕時用─赤染衛門　　　　　　　　　　　　　│（中原広季男）　　　　　　　　　┌──────┘
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└雅致　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔長井氏〕　　　　　　　　　│〔寒河江氏〕
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┐　　　　　　　　　　　　　　│　　├時広　　　　　　　　　　　└─茂信─時氏
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平保衡女│　　　　　　　　　　　　　　│　　〔毛利氏〕　　　　　　　　　
　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔橘氏〕長谷雄─海雄─茂枝─佐臣┬仲遠─道文─為義─俊通　　　　　　│　　└季光─経光─時親─貞親─親衡─元春───┐
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└仲任─道貞　　　　├──仲俊　　　〔北小路家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　┌菅原孝標女　　　└匡範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──小式部内侍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└和泉式部　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　＜菅原系＞　　　　　　　　　　　〔菅原氏〕　　　　　　　　　　　　　　高倉流藤原保昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　└八嶋─身─根麻呂─甥───宇庭─古人─清公─是善─道真─高視─雅規┬資忠┬孝標│　　　　　　　　┌貞衡　　　┌───公氏　　　〔唐橋家〕　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅公）　　（久松麿）　│├─┴定義┬在良─清能┴在清─公輔＝公良＝公氏─公頼─在雅─在親──┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌女子　　　│　　　　　　　　　　　┌公良　　　〔高辻家〕　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法性寺流藤原倫寧┴藤原道綱母└是綱─宣忠─長守─為長┼長成─清長─長宣─国長─長衡─┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　［相撲司家］　　　　　┌────┘││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔五条家〕　　　　　　└─久長　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└高長─長経┬季長─為視────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔坊城家〕　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　〔美作菅党〕〔原田氏〕　└茂長─長綱───┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└良正…………………知頼─真兼…………兼知─知貞─知明……………┐││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└…………………………………………（十二代略）……………………………┐│││││
┌…………………………………………………………………………………………（菅原氏）…………………………………………………………………………………┘│││││
：┌………………………………………………………………………………………（原田氏）……………………………………………………………………………………┘││││
：：┌────────────────────────────────（坊城家）─────────────────────────────────┘│││
：：│┌───────────────────────────────（五条家）──────────────────────────────────┘││
：：││┌──────────────────────────────（唐橋家）───────────────────────────────────┘│
：：│││┌─────────────────────────────（毛利氏）────────────────────────────────────┘
：：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────┐
：：││││（毛利氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（匡敬）　　　　　┌──────斉広└敬親
：：│││└───広房─光房─煕元─豊元─弘元─元就┬隆元─輝元┬秀就─綱広┬吉就＝吉広＝吉元─宗広＝重就┬治親┬斉房＝斉熙＝斉元＝斉広＝敬親＝元徳──┐
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　└───吉広┌吉元　　　┌匡敬│　　└───斉熙┌斉元　　　　　　┌元徳　　│
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└親著──────┘┌───────┘　　　　│
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　└──────┐　　　　　│┌───────────┘
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│└┬元昭┬元道─元敬─元栄
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　└元治〔小早川氏〕
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌┘　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　├三郎〔小早川氏〕
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│〔徳山毛利家〕　　　　　│　　　　　　　┌──────────┘　└四郎〔小早川氏〕
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├─就隆─元賢─元次─広豊─就馴─広鎮┬元蕃＝元功─元秀─元靖─就擧┬就慶
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│〔長府毛利家〕　　　┌─┘　　　　　└─┘┌元功　│　　　　　　　└有子
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└＝秀元┬光広─綱元┬吉元─元朝＝元矩＝匡広─師就＝匡敬┬匡満＝匡芳─元運┬元敏─元雄──┐
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌秀元│　　　　　└──────元矩┌匡広│　　┌匡敬└───匡芳　　　│　┌─────┘
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├元春〔吉川氏〕　│　　　　　┌────────┘　　└──────────────┘　└─元匡─元海
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├隆景〔小早川氏〕〔清末毛利家〕　　　┌──────────┘
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└元清───┘　　├元知┬元平┼政苗　│　　　　　┌─橋本夏子（東坊城家）
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└万菊子　　└───┘　　　　　│　├────稚高依姫尊
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──正員＝正方　　　　孝明天皇─明治天皇─大正天皇
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔正成系稲葉家〕正則└───正方　　　　├　　│　　　　　　├────昭和天皇
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌夙子（英照皇太后）┌節子（貞明皇后）
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──────┐　　│
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔九条家〕尚忠│　　│
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┴道孝┴道実
：：│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝姪子（松梅院禅泰長女）
：：│││（唐橋家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌在庸　　　┌在秀　　　││　┌在久┌在綱
：：││└────公熙─在貫─在遠─在豊─在治─在数┬在名─在通─在村─在勝┴在隆─在廉┴在家─在熙┴在経┴在光┴在正─在知
：：││（五条家）　　　　　　　　　　　　　　　　　└以緒〔薄家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：：│└──為綱─為守─為清─為賢─為親─為学─為康┬為経┬為適─為庸┬為致─為範─為成─為俊─為徳┬為貴
：：│（坊城家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　└為房　　　　　　　　　　　　│└─────┐
：：│　　〔東坊城家〕　　　　　　　　　　　　　為治┘長維┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└聡長┌夏長─┘
：：└──┬秀長─長遠─益長─長清─和長─長淳＝為治＝長維─恒長─長詮─資長─綱忠─輝長＝益良─尚長＝聡長┴任長─徳長┬政長＝元長
：：　　　〔西坊城家〕　　　　　〔滝川氏〕貞勝┬一勝─一益　　　　　　　　　　　　　　　（広橋勝胤男）　　　　　　　　├恭長┌元長
：：　　　└言長　　　　　　　　　　　　　　　└◯◯┬益氏┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├英子│
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌┘　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──入江若葉（入江たか子）
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔七尾前田家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│田村道美
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌利久└利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├┬＝利益（慶次／慶次郎）
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　├──正虎　　　浄珠院
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└＝安勝女　　　　　　├──宗辰
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├安勝─安勝女　　　　　真如院┌重熙
：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌利長　　　　　　　├──利和
：：（原田氏）　　　　　　　　　　　　　〔前田氏〕　〔加賀前田家〕　　　　　　│　├重靖
：└…………佐秀…………………………………利隆─利春┴利家┼利常┬光高─綱紀┬吉徳┼重教─斉広─斉泰┬慶寧─利嗣＝利為┬利建─利祐─利宜
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［尾張荒子城主］　│　　　　　│　　└治脩　　　　　　├─┐　　┌─利為└─────┐
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　├慶栄〔鳥取池田家〕　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　├（利行）─┐　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　├（利鬯）────┐　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　├（直会）──┐　│　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　└──┐　│││　│　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　┌──利幹　││　│││　│　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　┌利興　　　　　│┌＝利幹┐││　│││　│　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔富山前田家〕　　┌利幸─利久│　　┌利友└利同（新発田溝口直正五男）
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├利次─正甫┴利隆┴利與─利謙┴利保┴利聲＝利同＝利男─利信─章利│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　┌利精─利考┌利極└直方〔前橋松平〕┌───┐
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔大聖寺前田家〕　　　　│　│　　　││└─利義└利行└利鬯└利彭││
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├利治＝利明＝利章─利道┼利物─利之┴利平＝利義＝利行＝利鬯＝利彭││
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└───利明└利章　　　├─────┐└────┐│　　　　│├──利満
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌利慶　　　└─┘　　　│　　　　│││　　　　└亀子＝利弘
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔上州七日市前田家〕　　┌利理　　　　　　└利以　　│└利豁　　　　　　└利弘
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├利孝┬利意┬利広┴利英＝利理┬利尚─利見＝利以＝利和＝利豁─利昭┬利定─利民＝史貞（利定弟孫）
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　［旗本］　　│　　└──┐　　　　　┌利和　│　　　　├───┘
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔小川町前田家〕　（宗家臣品川尚縄男）　└──────┘
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　├孝興＝孝教＝孝次＝孝武＝武宣───┘　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└───孝教│（永井　　└武宣　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　［旗本］　　　　　│　茂虎男）　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔苗木山前田家〕　│　　　　　　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└孝矩─孝始───┘　　　　　　　　　　　　　　　│
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　［宗家重臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└直会
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔前田土佐守家〕　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝直会
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└利政─直之─直作─直堅─直躬─直方─直養─直時─直良┴直信─直行─政雄─正昭─直大
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松平家〕信忠─清康─広忠〔徳川氏〕
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──家康
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野忠政─於大（伝通院）
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜下総関宿藩＞
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜康元系＞　＜大垣藩＞
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌康元─忠良┬憲良　　　┌康顕
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　＜伊勢長島藩＞
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│　　［改易］
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　└康尚─忠充┴康郷─康眞
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　＜下総多胡藩＞
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜康俊系＞　　　　┌勝以─勝房
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├康俊＝勝政─勝義┴勝秀─勝久─勝尹─勝全─勝升─勝権─勝行─勝慈──┐
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　（水野忠分五男）　　　　　　　　　　　　　　　┌────────┘
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜掛川藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔久松氏〕
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜定勝系＞＜松山藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　└─勝親─勝広─勝章
：（菅原氏）　　〔久松氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔久松松平家〕　　　　　　　　　　　┌定喬　　　　　　┌定則
└……………定範─道定─定則─正勝─定継─定氏＝詮定（一色満貞男）　　　　　　├─┴定勝┬定行─定頼┬定長＝定直┬定英┴定功＝定静＝定国┴定通─────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──範勝─定光─定益─定義─俊勝─信俊│　　　　　│　┌─定直└定章────定静　（田安宗武六男）　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　　　　　　　　　　（定俊）　　│　　　　　│　│　　　　┌──────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　〔久松氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　　　│　　　　（高松松平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　　　│　　　　　頼恕三男）┌定謨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　　　└─＝勝善＝勝成＝定昭＝定謨─定武─定成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│　　　　　（島津斉宣男）（藤堂高猷五男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│┌定逵　　　　　　　　　┌幸〔真田氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜桑名藩＞　│　│├定輝　　　　　　　　　＜桑名藩＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜定綱系＞　＜高田藩＞　＜白河藩＞　（田安宗武七男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├定綱─定良＝定重┼定儀＝定賢─定邦＝定信┴定永─定和─定猷──┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└定重│　　（守山松平　　　┌───────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││　　　頼貞六男）　　│（高須松平義建八男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│├忠定〔水野氏〕　　　└＝定敬─定晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│└─────┐　　　　　│　　│├─┬定光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　└定教─栄子└定康
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├定実…………………………………………………勝実┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜今治藩＞　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔久松氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├定房─定時┬定陳─定基＝定郷─定温┬定休─定剛─定芝─定法＝定弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜刈谷藩＞　├─┘　　　┌定郷│　　└政行─勝道　　　　　（大河内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└定政　　　└定昌───┘　　│　　　　　　　　　　　　　正晴男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔尾張柳生家〕　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌利厳┌三厳（十兵衛）　│　　（真田信弘
　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　〔柳生氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　┌宗春─俊方└俊平　四男）　　（柳沢保光六男）
　　　　　　　　　　　　　　　└……………永家─永珍─家重─道永─家宗─光家─重永─家厳┬宗厳┴宗矩┴宗冬┴宗在＝俊方＝俊平＝俊峯＝俊則＝俊豊─俊章──┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宗珍）　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（石舟斎）　　　　　　　　　　　　　（松前邦広次男）　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔幸徳井家〕　　┌────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└◯◯─友景〔賀茂氏〕│　　　（高家武田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［陰陽助］　　　│　　　　信之次男）（松尾小笠原長守三男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝俊能＝俊順＝俊益＝俊久─重五─宗久─俊史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田沼意正　（高家武田信之五男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次男）

賀茂氏／勘解由小路家／幸徳井家／松平氏／十八松平／松平郷松平家／酒井氏／左衛門尉家／雅楽頭家／安祥松平家／徳川氏／江戸将軍家／御三家・御連
枝／尾張徳川家／尾張徳川分家／高須（四谷）松平家／大久保（梁川）松平家／紀伊徳川家／西条松平家／水戸徳川家／高松松平家／守山松平家／府中松
平家／宍戸松平家／長倉松平家／越智松平家／御三卿／清水徳川家／田安徳川家／一橋徳川家／徳川慶喜家／大給松平家／能見松平家／長沢松平家／大河

内松平家／松平伊豆守家／加納松平家／加納氏／大岡氏／田沼氏系図　松平家／徳川宗家・三家・三卿・連枝／親藩血脈・相関図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［陰陽頭］
　＜記紀神話＞　　　　〔賀茂氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔勘解由小路家〕
　　大鴨積命………………鴨蝦夷……………忠行─保憲─保胤─光栄………………………┬………在方─在貞─在盛─在通─在重─在富┬─在昌─在信［断絶］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝在高＝在綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　［土御門家〕┌─在高┌在綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　有春┬有脩─┬久脩│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　〔幸徳井家〕　　　　　　　　　└──┘└──┘　　　………幸徳秋水？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├………友幸…………………………………………………＝友景（柳生宗厳甥）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌義親┐　　　　　　　　┌頼家　　　：　　　　　〔松平氏〕　　　＜十八松平＞　　　　　［陰陽助］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河内源氏〕│　　　　　〔鎌倉将軍家〕　　└………………信盛─信重┬＝┬親氏（徳阿弥）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義家┼─＝┴為義─義朝─頼朝┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　│　│├────────────────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔新田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──水女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌義重┬義兼┬義房─政義─政氏─基氏─朝氏┬義貞─義宗┬貞方─貞邦　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　└女子〔岩松氏〕　　　　　　　〔脇屋氏〕　〔横瀬（由良）氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　├──時兼　　　　　　　　　└義助　　　└貞氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　┌義純〔畠山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔世良田（得川）氏？〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└義季─頼氏─教氏─家時─満義─政義┬親季─有親──┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　（徳河三郎義秀？）　　　　　　　　　└政親　（長阿弥）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜義国流＞〔足利氏〕│　　　　　　　　　　　　　　〔室町将軍家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└義国┴義康─義兼┴義氏─泰氏─頼氏─家時─貞氏─尊氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　［徳川四天王］
│　〔酒井氏〕　　　　　　　　　　〔左衛門尉家〕
│　┌広親┬氏忠─忠勝─康忠─忠親─忠次＜高田藩＞＜庄内藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伯爵家〕
│　│　　│　　　　　　　　　　　　├─┬家次┬忠勝┬忠当─忠義─忠真＝忠寄─忠温┬忠徳┬忠器┬忠発┬忠篤─忠良─忠明─忠久─忠順
│　│　　│　　　　　　　　　　　┌碓氷姫　　│　　│　　　　　┌───忠寄　　　├忠英│　　└忠寛└忠宝
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　├康俊〔本多氏〕　　　　├忠英　　　　　　│　　└忠実〔水野氏〕
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　└信之│　　＜出羽松山藩＞　　　　　　　　└忠順┐　　〔子爵家〕
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　〔松尾│　　├忠恒─忠予＝忠休─忠崇＝忠礼─忠方─忠良─忠匡─忠晄─忠康─忠暉
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　小笠原家〕＜大山藩＞　┌忠休　　　┌忠礼　　　│
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└忠解　　　│　　　　　└─────┘
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　［旗本寄合］　　　│
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　├忠吉┬忠経　　　│
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└茂姫　　　│
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　┌─────┐├──義央│
│　│　　│　　　〔吉良氏〕持広┬＝義安─義定─義弥─義冬　（上野介）
│　│　　│　　　　　　　　　〔西尾氏〕└忠永│　　│　　　　　│
│　│　　│　　　　　　　　　　└─吉次＝忠永│　　│　　　　　└───┐
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　│├──忠昭─忠成──────┐│
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　└女子│＜左沢藩＞　　　　　　││
│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　├直次│　　　　　　　　││
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│　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　└了次─忠崇─重秋─直隆─┘
│　│　　│　　　　　　　　　　　〔雅楽頭家〕＜前橋藩＞　［下馬将軍］│　　　　　　　　＜姫路藩＞　　　　┌忠道─忠学┐　　　　　┌忠精　　　〔伯爵家〕
│　│　　└家忠─信親─家次─清秀─正親┬重忠┼忠世─忠行┬忠清┬忠挙─忠相─親愛＝親本＝忠恭┬忠仰─忠以┴忠実┬忠讜─忠宝＝忠惇＝忠績＝忠邦─忠興──┐
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　├──┘　　│　　│　││　　　　┌─親本┌忠恭│　　　　　　　　〔三宅氏〕　┌忠惇┌忠績┌忠邦　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　│　　│　││　　┌────────┤　　　　　　　　└康直─忠顕│　　│　　│　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　│　　│　││　　│　│　　　│　　└忠啓─忠求─忠欽┐　　│├　│　　│　　│　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　│　　＜伊勢崎藩＞└忠温　　　│　　┌忠良　　　┌──┘　　└文子│　　│　　│　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　└忠能└忠寛＝忠告＝忠温─忠哲─忠寧┴忠恒┬忠強─忠彰　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　├＝┬忠佳└忠告　　│┌忠存│　　　　　└─────────────────┘　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　稲葉正勝女　　　　　││　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├忠正─忠洪─忠英───┘　　　　　　　││　　│　　　　　┌──────────────┘　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└忠正─忠洪─忠英─忠佳─忠侯─忠和─忠善─弥門─忠誨┴───────────┘　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　＜川越藩＞＜小浜藩＞　　　　　　┌────┘├忠用│　　　　　　　　└忠氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└忠利─忠勝┬忠直┬忠隆─忠囿＝忠音─忠与┴忠貫＝忠進＝忠順＝忠義＝忠氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　┌─忠音　　　　　┌─忠進┌忠順┌忠義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　　　　　│└──┘　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　＜敦賀藩＞│┌忠武　　　　　││　　└──┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　├忠稠─忠菊┼忠香┬忠言─忠藎┬忠毗─忠経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　└────┘│　　└────┘└利亨〔土井氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＜勝山藩＞　　　　└────────┘　　┌信博──信泰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│（松平氏）　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└忠朝─忠国　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌英男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　〔松平郷松平家〕　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├弘久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└─┼信広─長勝─勝茂─信吉┬親長─由重─尚栄─重和＝親貞─尚澄─信乗─信言─信汎─頼載─信英┴九州男┴輝夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　└重正─正成─信貞─信久┬信重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　〔竹谷松平家〕　　│　　　　　　　　└親貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　┌守家〔岩津松平家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　┌親長　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　〔大給松平家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　├乗元─乗正─乗勝─親乗─真乗┬家乗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　＜真次系＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大給氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　└真次┬乗次─乗成＝乗真─盈乗─乗穏┬乗友─乗羨─乗利─恒──左┬＝義龍＝乗龍─乗禎　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　┌信康└◯◯─女子┌乗真　　　　　　└乗尹─尚志┌─────────義龍│　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　├亀姫〔奥平　├─┘　　　　　　　　　　　　〔永井氏〕　　　　　│（尾張家）　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　信昌室〕旗本本多正種　　　　　　　　　　　│　　　　　　　└─百合子　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　〔結城氏／越前松平家〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　├─＝孝──基博　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　├秀康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔佐竹氏〕義栄└孝　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　├督姫〔北条氏直室→池田輝政室〕　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　本多忠刻　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　┌────┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　││　　┌千姫〔豊臣秀頼室〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│〔御三家・御連枝〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　〔安祥松平家〕　　└──┐　　〔江戸将軍家〕　　　　　　　　　近衛熙子（天英院）　　│　　　　　　　　　近衛敬子（篤姫／島津忠剛女）　　│
　　└泰親┬信光┼親忠┼長親┬信忠┬清康┴広忠〔徳川氏〕　│鷹司孝子　鷹司信子├　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　├　　　和宮親子内親王　　　　　│
　　　　　│　　│　　│　　│　　│├　　├──家康┼秀忠│├　　　　　├　┌綱豊［甲府宰相］　　　│　有栖川喬子女王　鷹司任子│　　　　　　　　　　　│
　　　　　│　　│　　│　　│　　│於富┌於大（元康）│├┼家光┬家綱＝綱吉＝家宣（綱豊）　　〔御三卿〕　┌家斉　├　　├　　　├　　　　　　　　　　　│
　　　　　│　　│　　│　　│　　││　│（伝通院）││江││　│　┌─綱吉│├─家継＝┬吉宗┬家重┬家治＝家斉┬家慶┬家定＝┬家茂＝┬慶喜┌家達　　　│
　　　　　│　　│　　│　　│　　│├─┴忠重─忠直││┌─┤　│　│　　　│お喜代の方│　　│　　│┌──┤　├─┐└──┐（慶福）│├┬＝家達──┐│
　　　　　│　　│　　│　〔水野氏〕忠政　├──豊重││││お振（自証院）　│（月光院）│　　│　島津重豪─近衛寔子（広大院）│　　┌＝信（旗本松平　││
　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　┌佐阿（家康侍女）〔駿河徳川家〕　　│　　　　　│　　│　　││　│　　├───┐　││　　││　│勘十郎女）││
　　　　　│　　│　　│　　│　　〔三木松平家〕　││││├忠長〔甲府徳川家〕　　　　　│　　│　　││┌───┤　│〔新村氏〕猛雄┴＝出──猛　　　││
　　　　　│　　│　　│　　│　　├信孝││　　　│││││　　├綱重┬──┘　　　　　│　　│　　││││　　├斉民〔津山松平家〕　│（旧幕臣／山口││
　　　　　│　　│　　│　　│　　〔鵜殿松平家〕　│││││　　〔館林徳川家〕　　　　　│　　│　　││││　　├┐│　│　││　　　│　県令関口隆吉││
　　　　　│　　│　　│　　│　　└康孝││　　　││││├勝姫└─┘│　　　　　　　　│　　│　　││││　　├─────────┐│　││　次男）││
　　　　　│　　│　　│　　〔福釡松平家〕│　　　│││││〔越前松平忠直室〕　　　　　│　　│　　││││　　├斉善〔福井松平家〕││　││　　　　││
　　　　　│　　│　　│　　├親盛　　　││　　　││││└和子　　　│　　　　　　　　│　　│　　││││　　└斉宣〔明石松平家〕││　││　　　　││
　　　　　│　　│　　│　　〔桜井松平家〕│　　　││││　├─────明正天皇　　　　│　　│　　〔清水徳川家〕│└斉順　││　　└─斉彊│　　　　││
　　　　　│　　│　　│　　├信定　　　││　　　││││　後水尾天皇│　　　　　　　　│　　│　　└重好＝敦之助＝（斉順）┬＝斉明＝（斉彊）┬──┐││
　　　　　│　　│　　│　　〔東条松平家〕│　　　││││〔保科氏／会津松平家〕　　　　│　　│　　│└──敦之助│　　└───斉明　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　│　　├義春　　　││　　　││├──正之　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　└──────斉荘┌┘│　　　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　│　　〔藤井松平家〕│　　　││静（浄光院）　　│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　┌＝（斉荘）┐│　　　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　│　　└利長　　　││　　　│〔松平家〕　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　├──┐┌─┘│　　　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　〔西福釡松平家〕　││　　　│├忠吉　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　├──（慶壽）──┐　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　├親光　　　　　　││　　　│├振姫〔蒲生秀行室→浅野長晟室〕　　│　　│　　│　　│　　├慶永〔福井松平家／春嶽〕│││　　│││
　　　　　│　　│　　〔矢田松平家〕　　││　　　│〔武田氏〕　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　││　┌寿千代│　│　│　│││　　│││
　　　　　│　　│　　├張忠　　　　　　││　　　│├信吉　　　　　　│　　　　　　　　│　　〔田安徳川家〕　　││　├──（家達）────┘│　　│││
　　　　　│　　│　　〔滝脇松平家〕　　││　　　│〔松平家〕　　　　│　　　　　　　　│　　├宗武┬治察＝斉匡┼慶頼┼達孝─達成┬宗英　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　└乗清　　　　　　││　　　│├忠輝　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　┌─斉匡││　└（頼倫）┐└宗紀　│　│　　│││
　　　　　│　　〔形原松平家〕　　　　　││　　　││├│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　├定国│┌─┘│　│││││││〔福井松平家〕　│││
　　　　　│　　├与副　　　　　　　　　││伊達政宗─五郎八姫　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│〔久松家〕　│　│││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　〔大草松平家〕　　　　　││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　└定信├治国──┐│││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　├光重　　　　　　　　　││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│〔久松家〕　│││││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　〔五井松平家〕　　││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　┌重昌〔福井松平家〕││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　├忠景┬元心　　　　　　││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　├重富〔福井松平家〕││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　〔深溝松平家〕　　││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　│├斉隆〔黒田氏〕│││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　└忠定…………忠恕││　　　││　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　│　└┤│　　│││││││││　│　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　├──忠馮─幸忠〔松代真田家〕　　│　　　　　　　　│　　〔一橋徳川家〕│　　│││││└慶昌└慶壽　│　│　　│││
　　　　　│　　│　　　　真田信安─女子││　〔久松松平家〕　　　　　│　　　　　　　　│　　└宗尹┼治済┼斉敦┬斉礼＝斉位＝慶昌＝慶壽＝昌丸──┐│││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　││　┌康元│　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　└治之〔黒田氏〕│└斉位　││　　│┌昌丸│　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　││　├康俊│　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　││　└＝─（斉朝）─┐　　│││　│　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│├─┴定勝│　│　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　│　　││　　│└─斉朝　││　　│││　│　││││
　　　　　│　　│　〔久松氏〕定益─定義─俊勝　　││　│　　　　　　│　　┌───────────（慶喜）───────────────┘　│　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　（定俊）　││　│　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　│　　│┌─────────┘　　││　　│　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　│　　　　　　│　　┌清方　　　│　　　　　│　　││　　│　┌─┘┌──（斉彊）──┘　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　│　　　　　〔越智松平家〕＜棚倉藩＞　＜浜田藩＞┌─武成　│　││　┌武親　　││　　　　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　〔越智氏〕喜清＝清武＝武雅＝武元─武寛─武厚＝武揚＝武成＝武聰─武修┼吉修＝武龍─武剛　　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　│　　　　　　└清武┌武雅┌武元│　　　　┌─武揚││┌─武聰││　└鈴子┌武龍│　　　　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│〔尾張徳川家〕　　　　┌┘　　│　　│　　　　││　││││　│　││　││├┘　││　　　　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│├義直─光友　　　　　││　　（通顕）（通春）（義淳）│└斉朝└斉温└斉荘│松島正幸│　　　　││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　│　├─┬綱誠┬吉通─五郎太＝継友＝宗春＝宗勝┬宗睦＝斉朝＝斉温＝斉荘＝慶臧＝慶勝───┐││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　└─千代姫　　├───────通顕┌通春┌義淳│││└─────────慶臧┌慶勝　　　│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　（霊仙院）┌┤　││　　│　　││　　││││││　│　　　│　　│││　│（慶恕）　│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　│└──（通春）┐　││　　││││││　│　　　│　　│└（昌丸）┘　　　│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　＜高須藩＞││　　││┌────┘│││└─────────────┤│　　　　│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　〔高須（四谷）松平家〕││┌─────┤　└─義居　　│　　│││　││　　　　│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　├義行＝義孝＝（義淳）┴＝┴義敏─義裕＝義当＝義居＝義和┬義建───┴────┐│││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　└─義孝│┌義淳│　││　　　││└義当　│　┌義和│　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　│　　└─┘││　││　││┌──────────┘　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　＜梁川藩＞　││　││　│││　　││　　　　│　　　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　〔大久保（梁川）松平家〕│└─┐　││　　　　│　　　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　├義昌─義方─義真＝┴（通春）┘　││　　　　│　　　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　〔川田久保松平家〕│　　│　│　　││　　　　│　　　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　└友著────┘　│　┌┘　│　　││　　　　│　　　││　│││　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│〔紀伊徳川家〕（友淳）　│（頼方）│（頼致）　││　　（頼淳）　　└斉順└斉彊　　│　　　││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│├頼宣┬光貞┬綱教＝頼職＝（吉宗）┴＝宗直─宗将┬重倫＝治貞＝治寶＝斉順＝斉彊─────┐││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　├───頼職│┌頼方　┌─頼致　┌─────頼淳┌治寶│├　└（慶福）─┐　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　└──────┘　│┌─────┘││　　└──┘　　└豊姫　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　　　　　　┌─────┘　　│　　│├頼興─正篤〔阿倍氏〕　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　　　　　　││┌─┘│　┌─────┤　　　　│　　　　│　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│　　　　　　　│││　　│　│　│┌頼看└正由〔阿倍氏〕　　│　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　〔西条松平家〕　│││　　│　│　│├忠顕〔本多氏〕┌─頼和　│　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　└頼純─（頼致）┴（頼淳）┴＝┴頼謙┴頼啓─頼学┬頼英＝頼和（水戸家）│　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　┌───────（茂承）────────┘　││├──頼庸┬──＝頼実│　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　││　　　　│└保子　│　└好子─頼実│　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　││　　　　└───┐│　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　└─（武揚）─┐　　││　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　│　　┌─┐├勝成〔久松松平家〕　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　　│　　├忠民〔本多氏〕　　││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　　　　　│　　┌──────────（義礼）───────────┐││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　〔高松松平家〕│┌┐│┌─頼恭　　│　　　│　　│　└─頼胤││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　┌頼重＝頼常＝頼豊＝頼桓＝頼恭┬頼真＝頼起＝頼儀＝頼恕＝頼胤＝頼聰┼頼寿＝頼明│　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│┌──頼常┌頼豊┌頼桓　　　└───頼起┌頼儀┌頼恕└───頼聰├胖──頼明│　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　││　├綱方│││├宗鎮〔蜂須賀氏〕└──┘　┌┘　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　││┌┤│　││││││　　　　　│　　　│　││　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││　　│││├頼侯┘│││││　　　　　│　　　│　││　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│〔水戸│││└頼芳─頼煕┘││　　　　　│　　　│　││　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　││徳川家〕└─綱條　│└─宗堯　　　　　│　　　│　││　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│└頼房┼光圀＝綱條─吉孚＝宗堯　　　　　│　　　│　││　│　　　││　│││　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　（水戸黄門）　│　│├──宗翰┬治保　　　│┌────────昭武┌篤敬　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│└─┘│　　│　└美代姫　　│├─┬治紀┬斉脩＝斉昭┬慶篤＝昭武＝篤敬　　││　│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│　　〔池田氏〕光政　│　│││　　┌─八代君　　├─┘┌斉昭│　　├──┘├─────┐│││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　├──綱政─政純─静子│（溢子）　├──┘　││　　││　└聰子　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　└───────勝姫　│　│││　├┘│　└┘　　││┌（篤守）──┘│　〔松戸徳川家〕││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　│〔一条家〕道香│┌（頼筠）┘│││　││　　　│　└武定　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　│　│││┌──┘│　　　　││││　│├慶徳〔鳥取池田家〕　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　│┌─────────（慶喜）────────┤　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　│　　　　││││　│├直侯〔前橋松平家〕　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　│　　　　││││　└┤　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　│　　　　││││　　├縄氏〔喜連川氏〕　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　│┌───（昭武）──┤　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　││　　　│││┌──┤　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││　│　││││　　　││　　　┌─────┘　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔守山松平家〕│　││││　　　││　　　└頼之└喜徳　　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├頼元┬頼貞┬頼寛─頼亮┬頼慎─頼誠─頼升＝頼之＝喜徳＝頼平─秋雄＝圀弘　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│││││　│││└信典〔武田氏〕　││││　　┌頼平　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│││├定賢〔久松松平家〕││　　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│││├────┘│　　　││　　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│││└────────┐││　　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　└忠国〔本多氏〕　│　　│││　　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔府中松平家〕│　││　│　　└頼済　　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├頼隆─頼如＝頼明┬頼永＝頼幸＝頼済┬頼前＝頼説─頼縄─頼策─頼孝─頼則─頼暁│││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├頼利─頼道┌頼明├┘　│　　　││└頼陽─頼説│　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　├友明〔苗木遠山氏〕　　││││　　│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔宍戸松平家〕│　└頼幸└頼救　└──頼筠│││┌─┐│　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├頼雄＝頼道─頼慶─頼多＝頼救┬頼敬＝頼筠＝（頼位）┼頼徳　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　├───────頼位　├┘　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　│　│　　　││││　├頼安＝圀秀─秀治〔上野家〕││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　│　│　　　││││　└高　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　│　│　　　││││　　├──なつ　　│（三島││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　│　│　　　│〔永井氏〕岩之丞├──梓││由紀夫）││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　││││　│　　　　　│　│　　　││││〔平岡氏〕定太郎├──公威││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔長倉松平家〕│　│　　　　　└保福　　　│││└頼位　　　　│　橋倭文重　││││││││││
　　　　　│　　〔能見松平家〕　　　　　│　＜豊前竜王藩＞└頼泰─頼福┴頼匡─頼忠─頼脩＝保福─頼紹─頼善＝頼位　　　　│　　││　　││││││││││
　　　　　│　　├光親─重親─重吉─重勝─重忠＝重直─英親─重栄─重休＝親純─親盈─親貞─親賢─親明─親良┬親貴─親信─親義　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　│（小笠原秀政四男）││　（麻生新庄直詮十三男）　　　│││└直矢〔永井氏〕　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　└勝隆＝重治┬重宗　││　│┌─────────（容敬）─────────┘　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　┌─重治│　　　││　│││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│┌──┘　　　││　│││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　〔高家品川氏〕高久┬高如＝伊氏─範増＝信方─氏如│　　〔備前守家〕　　　││││　　　　　　　　　││　　││││││││││
　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　└─┤└伊氏　　　┌信方　││＜相模玉縄藩＞　│　　　││││　　　　　　　　　││　　││││││││││
　　　　　│　　〔長沢松平家〕　　　　　┌一忠　　└──────┘││　││〔大河内松平家〕│＜大多喜藩＞│　　　　　　　　　││　　││││││││││
　　　　　│　　└親則─親益─親清─勝宗┴宗忠─親宅─親正─正周─正勝─正次＝正綱┬正信─正久─正貞＝正温─正升─正路───────┐││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　││（大河内氏）　　│　　　┌正温│　　　　　　　　　││　│││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　　├正朝　　│　　　└────┐　　　　　　　││　│││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　┌┘＜川越藩＞　　　│＜浜松藩＞　　　　　　　││　│││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　〔松平伊豆守家〕＜古河藩＞│＜三河吉田藩＞　　││　│││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　└＝信綱┬輝綱─信輝─信祝┬信復─信礼─信明───┐│││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　　　（伊豆守／大河内氏）│└─┘　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　├信定─信応││││　　　　　（関盛時││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　＜堅綱系＞　（天野長顕男）　　　次男）││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　└堅綱＝信義＝信連＝信応＝信成＝信行──┐││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＜八田藩＞│　│││　　＜一宮藩＞│（大河内氏）│　　（松平信晴男）││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌久政＝久通＝久堅＝久周┬久慎─久儔─久徴＝久恒＝久宣─久朗　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌久通┌久堅┌久周│　　　　　　　│（久留里黒田直静四男）　　　　　││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　└──────┐　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└──┐│││││││　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　〔加納松平家〕　　　　　　　　│　〔加納氏〕［紀伊家家老］││││││　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　└久親…………政保─政久…久行─久直┬久利＝直恒─政直┤│││││││　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├女子┌直恒　　　└政信────┘　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├─┘　　　　　　││││││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│鈴木直儀┌─勝直　││││││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├兵右衛門┴＝重直　││││││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├──────重直　││││││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　　　　　　　　　（府中小笠原忠総男）　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三河西大平藩＞　┌＝忠與│││　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［南町奉行］　　　│││┌忠愛│　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　〔大岡氏〕善吉─忠勝─忠政┬忠世─忠真＝忠相─忠宜─忠恒┴忠移┴忠敬─忠明─忠綱─忠輔　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌忠相　　　＜岩槻藩＞│┌忠要│　　　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　└忠吉┬忠章─忠高┐　　［徳川家重側用人］├忠正　　　　　│　　　││││　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└忠房─忠儀─忠利─忠光┬忠喜┴忠烈＝忠正＝忠固─忠恕─忠貫＝忠量│　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　　　　　└──┘││└───忠固　　│　　　│├─＝忠礼─忠憲─忠恒　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　　├女子│　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　　├正善〔館山稲葉家〕　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　　└─意斉　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　　┌＝意斉　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　││＜遠江相良藩＞　│　　　│忠千代（宇和島伊達　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　││［側用人／老中］│　　　│├　　　宗城六男）　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田沼氏〕意行─意次┬意知─意留─意尊┴智恵　　　　　　　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　└意正　　│　　　│├──正──貢二─道雄　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│││　　〔沼津水野忠徳〕　│望（伏原宣諭男）　　　　││││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────────────────（堅綱系）────────────┘││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌──────────────────────（松平伊豆守家）──────────┘│││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││┌─────────────────────（長沢松平家）────────────┘││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││┌────────────────────（水戸徳川家）───────────────┘│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││┌───────────────────（紀伊徳川家）────────────────┘││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││┌────││─│││───────│（高須松平家）─────────││──││──┘│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││┌─────────────────（尾張徳川家）──────────────────┘││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││┌────────────────（一橋徳川家）───────────────────┘│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││┌───────────────（清水徳川家）────────────────────┘││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││┌──────────────（徳川宗家）│─────────────────────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││┌────────────（酒井雅楽頭家）─────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││（酒井雅楽頭家）　　　│　　　││││　　　　　　　　　││　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││└──────────忠正─忠元─忠紀─忠輝　　　　　　　││　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││（徳川宗家）┌─────────（慶喜）─────────────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││└────────────家正┬──＝恒孝─家広　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││　│　　　　　│└豊子┌恒孝│　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││　│　　　　　│　├─┴恒和│　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││　│　　　┌恒雄┬一郎││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││〔会津松平家〕　│├勢津子〔秩父宮雍仁妃〕　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│└─容敬＝容保┴容大│　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│┌────容保　　││　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││├仲博〔鳥取池田家〕　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││├経子〔伏見宮家〕│　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││　│┌喜久子〔高松宮宣仁妃〕│　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││〔徳川慶喜家〕　││　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││├慶久│　　　　││　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││├─┴慶光─慶朝│　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　│││有栖川實枝子女王│　　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││└─────────精　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││〔勝氏〕海舟─小鹿＝精　││││　　　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││　││　││　　│　　　　　││├──芳孝（水戸家）　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││（清水徳川家）　│　　　　　│└伊代子│└─篤守　　　　　　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││└─────────────＝┴（昭武）┴＝─篤守─好敏─豪英─真│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││　　││┌───────────（慶福）────────────┘│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││（一橋徳川家）　　│　┌─┐　　│　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││└──＝┴─（慶喜）┴＝┴（茂栄）┬達道＝宗敬─宗信─宗親─宗史　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││　　　│　││┌─────────┘　┌─宗敬│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││　　　│　││（茂栄）　　　│　　│　││　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││　　　│　┌＝┴茂徳＝┬─義宜（越前松平徳成）│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││（尾張徳川家）││┌───────┘　││　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││└─────┼＝義礼＝義親┬義知　　　　││　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│└義礼│（越前松平春嶽四男）│　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　├─────┘│├┬＝義宣（佐倉堀田正恒六男）　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　│　└───正子　├──義崇　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│〔尾張徳川　││└─三千子││　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　│　分家〕├──（義龍）─┘　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　└───義恕　└百合子〔佐竹氏〕　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　│　├──┬義寛　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　│┌寛子┌┤　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　││　　│└義恭　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│　││　　└─義孝　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　〔津軽氏〕承昭┴＝英麿＝義孝─華子〔常陸宮正仁妃〕　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　　　　│　│┌───────┘　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　┌─────────────────（慶福）────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││　│　　│　│││　┌────────（頼倫）────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││（高須松平家）││┌─義勇（丹波園部小出英教男）│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││└──┬（義比）┴義端＝義勇＝義生─義為　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││　　│├（頼胤）─────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││　　│├（容保）─┘││　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││　　│├定敬〔桑名久松家〕　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││　　│└──────┘│　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││（紀伊徳川家）│　　　└─頼倫　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││└─＝（慶福）─┴＝茂承┬＝頼倫（田安家）　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││　　　└慶福└───茂承│　├─頼貞┬頼韶　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││　　　（斉順男）　（西条└─久子　　└宝子　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││（水戸徳川家）　　　　家）　　　　　　├──宜子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││└───┬圀順─圀斉─斉正　　　　　　　青山剛│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　└（宗敬）──────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　　┌────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││（大河内松平家）　　　　　│　　〔大河内氏〕│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││└────┬正敬─正和＝正質┴正倫─正陽─正樹│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　│　　　　　（間部詮勝五男）　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　└正義─正晴─定弘〔今治久松氏〕　　└正敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││（松平伊豆守家）　　　　　　┌信璋　　　〔大河内氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└────────┬信順─信宝＝信璋＝信古─信好＝正敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└正瞭　　　│　（間部詮勝男）│├─┬信敬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（堅綱系）　　　　　〔阿倍氏〕│　　〔大河内氏〕└一子└河内桃子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──────────信孟─信敏┴舎人─尚一郎

松平家／徳川宗家・三家・三卿・連枝／親藩血脈・相関図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔賀茂氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨蝦夷……………………………………………………忠行──────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜桓武朝＞　　　　　〔清和源氏〕　〔河内源氏〕　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天皇家〕清和天皇─貞純親王─経基王┬満仲─頼信┬頼義─義家─────────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　＜頼季流＞　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜満政流＞　└頼季─満実─光平─────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└満政─忠重─定宗─重宗─重実────┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔菅原氏〕古人───清公───是善──道真─高視─雅規┬資忠─孝標　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅公）　　（久松麿）　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└……………………┐││││
┌………………………………………………………………………………………（菅原氏）………………………………………………………………………………………┘││││
：┌────────────────────────────────（満政流）──────────────────────────────────┘│││
：│┌───────────────────────────────（頼季流）───────────────────────────────────┘││
：││┌──────────────────────────────（河内源氏）───────────────────────────────────┘│
：│││┌─────────────────────────────（賀茂氏）─────────────────────────────────────┘
：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔酒井氏〕　　　　　　　　　　〔左衛門尉家〕
：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌広親┬氏忠─忠勝─康忠─忠親─忠次
：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　├──家次─────────────────┐
：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　┌─碓氷姫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│〔雅楽頭家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　│
：││││（賀茂氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松平氏〕　┌親氏│　　└家忠─信親─家次─清秀┬正親─重忠────────────────┐│
：│││└─保憲─保胤─光栄…………………………………………信盛─信重＝親氏〔松平郷松平家〕　　　　　　│└忠利─忠勝───────────────┐││
：│││（河内源氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┼信広─長勝─勝茂─信吉┬親長─由重─尚栄──────────────┐│││
：│││　┌義親┐　　　　　　　　┌頼家　　　　　　　　　　　　　　　└水女│　　　　　　　　〔大給家〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
：││└─┼─＝┴為義─義朝─頼朝┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　┌乗元─乗正─乗勝─親乗─────────────┐││││
：││　　│　　〔新田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　〔安祥松平家〕　└───┐　　　　　　　　　　　　　　　│││││
：││　　│　　┌義重┬義兼┬義房─政義─政氏─基氏─朝氏─義貞　　　│　　└泰親┬信光┬親忠┴長親─信忠─清康┴広忠　　　　　　　　　　　　　│││││
：││　　│　　│　　〔世良田（得川）氏？〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　├　　├─────────────┐│││││
：││　　│　　│　　└義季─頼氏─教氏─家時─満義─政義─親季─有親┘　　　　　│　　〔深溝家〕　　　　　│　┌於大　　　　　　　　　　　　││││││
：││　　＜義国流＞〔足利氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├忠景─忠定……………………………………………………┐││││││
：││　　└義国┴義康─義兼┴義氏─泰氏─頼氏─家時─貞氏─尊氏　　　　　　　　　│　　〔能見家〕　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　：││││││
：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├光親─重親─重吉─重勝─重忠──────────┐：││││││
：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔長沢家〕　　　　　│　││　　　　　　　　　　　│：││││││
：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└親則─親益─親清─勝宗─宗忠─────────┐│：││││││
：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔加納松平家〕　　　　　　│　││　〔加納氏〕　　　　││：││││││
：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└久親…………政保─政久…久行─久直─久利─────┐││：││││││
：││（頼季流）　　　　　　　　　　　　〔保科氏〕　　　　　　　　　　　　　┌──────────（＝正之）────────────┐│││：││││││
：│└───光長─忠長─長直─長時─光利─正知─正利─正則─正俊┬正直┬正光＝正貞─正景─正賢┬正殷＝正寿─正率─正徳─正丕─正益　││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└───正貞〔西郷氏〕　└───正寿　│　││　　　〔保科氏〕││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└正勝─正近┬正長＝近房─近方─近張─近致─近寧─近光─近思─近悳　││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子┌近房　　　　　　　　　　│　││　（頼母）　　　││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　　│　＜忠分流＞　　　　　││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔西郷氏〕元次　　　　　　　　　　　　　│　├忠分──────┐││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於富＜忠重流＞　　　　│││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┼忠重─────┐│││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├──豊重　　││││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　┌──────────────────────────────────────────佐阿〔土井氏〕││││││：││││││
：│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├信元─利勝　　││││││：││││││
：│（満政流）　　　　〔水野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＜忠守流＞　　　││││││：││││││
：└────重遠─重清─清房─雅経─雅継─胤雅─光氏─正房─信忠─信安─信義─信重─忠義─貞守─為則─賢勝─忠政┴忠守────┐││││││：││││││
：（菅原氏）　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔久松氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│││││││：││││││
└…………………………（十二代略）…………………………道定─定則─正勝─定継─定氏＝詮定（一色氏）　　　　　　　　├────┐│││││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──範勝─定光─定益─定義─俊勝　　　││││││││：││││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││：││││││
┌─────────────────────────────────（久松氏）───────────────────────┘│││││││：││││││
│┌────────────────────────────────（忠守流水野家）─────────────────────┘││││││：││││││
││┌───────────────────────────────（忠重流水野家）──────────────────────┘│││││：││││││
│││┌──────────────────────────────（忠分流水野家）───────────────────────┘││││：││││││
││││┌─────────────────────────────（保科氏）───────────────────────────┘│││：││││││
│││││┌────────────────────────────（加納氏）────────────────────────────┘││：││││││
││││││┌───────────────────────────（長沢家）─────────────────────────────┘│：││││││
│││││││┌──────│───────────────────（能見家）──────────────────────────────┘：││││││
││││││││┌…………………………………………………………………（深溝家）…………………………………………………………………………………┘││││││
││││││││：┌────────────────────────（安祥松平家）──────────────────────────────┘│││││
││││││││：│┌───────────────────────（大給家）─────────────────────────────────┘││││
││││││││：││┌──────────────────────（松平郷松平家）───────────────────────────────┘│││
││││││││：│││┌─────────────────────（雅楽頭家）──────────────────────────────────┘││
││││││││：││││┌────────────────────（雅楽頭家）───────────────────────────────────┘│
││││││││：│││││┌───────────────────（左衛門尉家）───────────────────────────────────┘
││││││││：││││││（左衛門尉家）　　
││││││││：│││││└┬忠勝─忠当─忠義─忠真＝忠寄─忠温─忠徳┬忠器─忠発─忠篤─忠良─忠明─忠久─忠順
││││││││：│││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──┘
││││││││：││││││└忠吉────────────────茂姫
││││││││：││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──義央（上野介）
││││││││：││││││　　〔吉良氏〕持広＝義安─義定─義弥─義冬
││││││││：││││││　　　　　　　　　〔西尾氏〕　　　　│
││││││││：││││││　　　　　　　　　└吉次＝忠永─忠昭─忠成┐
││││││││：│││││（雅楽頭家）　　　　　　　┌忠永　　　│　┌─忠恭　　　　　　　　　　　　　　　┌忠惇
││││││││：││││└─┬忠世─忠行─忠清┬忠挙─忠相─親愛＝親本＝忠恭┬忠仰─忠以─忠実─忠讜─忠宝＝忠惇＝忠績＝忠邦─忠興─忠正─忠元─忠紀─┐
││││││││：││││　│├───────────┘　　┌────────┤　　┌───────────────忠績┌忠邦　　　　　　　　┌────┘
││││││││：││││　││　　　　　　　　│　　┌────────┘　　└忠啓─忠求─忠欽┐　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　└─忠輝
││││││││：││││　│└忠正─忠洪─忠英─忠佳─忠侯─忠和─忠善─弥門─忠誨┴───────────┘　　　　　│
││││││││：││││　│　　　　　　　　　│　　└忠告└忠温│　│　　　　　　┌─────┘　　　　　　　　　　　│
││││││││：││││（雅楽頭家）　　　　　└忠寛＝忠告＝忠温─忠哲─忠寧─忠恒──────────────────┘
││││││││：│││└───忠直┬忠隆─忠囿＝忠音─忠与─忠貫＝忠進＝忠順＝忠義＝忠氏
││││││││：│││　　│　　　│　　　　┌─忠音　　　　　┌─忠進┌忠順┌忠義└忠氏
││││││││：│││（松平郷　　├忠稠─忠菊┬忠香─────┘└──┘　　│
││││││││：│││　松平家）　└────┘└──────────┘└──┘
││││││││：││└────重和＝親貞─尚澄─信乗─信言─信汎─頼載─信英┴九州男┴輝夫
││││││││：││（大給家）　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────┐
││││││││：│└─────真乗─真次─乗次─乗成＝乗真─盈乗─乗穏─乗友─乗羨─乗利─恒──左┬＝義龍＝乗龍─乗禎　│
││││││││：│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔津山家〕　　　　┌─長孝　　　　　　　　│└義龍│　　　　　〔④紀伊一橋系尾張家〕
││││││││：│　　　　│　　　　　　　┌─忠直─光長＝宣富─浅五郎＝長煕＝長孝─康哉─斉孝┐　└─百合子　　　　　┌義親┬義知
││││││││：│　　　　│　　　　　　　│　　　　　　┌宣富　│　　┌長煕　　　　　　　　　│　　　├─＝孝──基博│└─┘├┬＝義宣（佐倉堀田家）
││││││││：│　　　　│　　　┌信康　└─┐　　┌昌勝┐　　│　　│　│　　　　　　　　〔佐竹氏〕義栄└孝　　　　│　　┌正子　├──義崇
││││││││：│　　　　│　　　〔越前家〕　〔①福井家〕│　　│　　│　│　　　〔②紀伊一橋系福井家〕　　　　（春嶽）　　│　└─三千子
││││││││：│〔結城氏〕晴朝＝┼秀康┼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＝茂昭─康昌＝宗紀─照康─康昌
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　└───昌親├綱昌┌吉邦┌宗昌┌宗矩┌重昌┌重富│　　　┌──斉善┌慶永┌茂昭│　　┌宗紀
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　│├─────┘　││　　├──┘　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　│└──┘　　│　││　　│　　　　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　　　　〔糸魚川分家〕　　│　││　　│　　　　　│　　┌────────┘　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　　　　└直堅─直知＝直之＝直好─堅房─直紹─直益─直春＝直静　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　〔松江家〕　　　│　　　┌直之│（久松家）│　　　　　│　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　├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─直忠│　　│　
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　│　　└───吉透│　　│　││　　│　　　　　└定安　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│　　│　　〔広瀬家〕│　　　│　　│　││　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　豊臣秀吉│　　├近栄─近時┬近朝─────┘│　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　　│├──秀頼〔母里家〕│└──┘　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　┌─茶々│├　└隆政　　│　　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　││　┌─千姫──┐　　│　　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　││　│〔前橋家〕│　　│┌───────────┘　┌────直侯（久留米有馬家）　　　　│　　│
││││││││：│　　　　│　　││　│├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＝直之─直冨─直正─直泰─直孝
││││││││：│　　　　│　　││　│〔明石家〕│├─┘┌明矩│　　│　　└───斉典　　　│　　　│　（富山┌基則┌直之│　　│
││││││││：│（安祥松平家）││　│└直良　　│└知清┼────────┘　　　　│　　　│　　　│　│前田家）　│　　│　　│
││││││││：│　　　　〔①徳川宗家嫡流〕　　　│　　　└─────┘　　　　　　　│　　　│　　　│　└─────┘　　│　　│
││││││││：└─────家康─┼秀忠┐　　　┌──綱吉│　　│　　　　　　　　　　│　　　└────────┘　　　　　│　　│
││││││││：　　　　浅井長政││├┴─家光┬家綱＝綱吉＝家宣─家継＝吉宗（紀伊家）│　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│├─┴─江┌┘　　〔甲府家〕　┌家宣│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　┌──市　　│　│　　　├綱重┬──┘　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　┴織田信長　│　│┌──┤│││　　┌清方│　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　　　│　││　　└┘││　┌─武雅│　　　　　　　　　　├───┐　　　│　　　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　┌─────────┘〔越智家〕　│　　　　┌───────武成└武聰　│　┌武親│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　〔越智氏〕喜清＝清武＝武雅＝武元─武寛─武厚＝武揚＝武成＝武聰─武修┼吉修＝武龍─武剛│　　│
││││││││：　　　　　│　│　〔①尾張家〕　　　└清武│┌──武元　　│　　┌─武揚　┌─（茂徳）─┐└鈴子┌武龍　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　├義直─光友　　　　　│││　│　　　　│　　│　　│〔②紀伊一橋系尾張家〕　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　││├┬綱誠┬吉通─五郎太＝継友＝宗春＝宗勝┬宗睦＝斉朝＝斉温＝斉荘＝慶臧＝慶勝（水戸系高須家）
││││││││：　　　　　│　│　│　│└千代姫　├───────継友┌宗春┌宗勝│┌──斉朝┌斉温┌斉荘┌慶臧│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　│　┌┤　　│││　│　　│　││　││││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　│　│└─────────┘　││　││││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　〔①高須家〕││┌───────┘　││││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　├義行＝義孝＝（宗勝）──┬義敏─義裕＝義当＝義居＝義和（水戸家）　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　│　└─義孝│┌宗勝│　　└─────┴義当┌義居│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　│　　└──┘││　│　　　　│　　│　││││　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　└友著────┘│　│　　　　│　　│　││││　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　┌──────┐　　　　│　　│　││││　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　〔①紀伊家〕　┌────（吉宗）　┌─────────┘│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　├頼宣┬光貞┬綱教＝頼職＝吉宗＝宗直─宗将┬重倫＝治貞＝治寶＝斉順（紀伊一橋系徳川宗家）　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　││　　├───頼職││　└宗直┌──┘　┌─治貞┌治寶│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　││　　│　│　　　││　┌治基│　│　　│└──┘│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　││　　〔②紀伊系徳川宗家〕　　│　│　　│　││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　││　　└吉宗┬家重┬家治＝家斉（一橋家）│　││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│〔西条家〕││　　│┌─────────┘　││　│　│　　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│└頼純─（宗直）─（治貞）─＝┴頼謙─頼啓─頼学┬頼英＝頼和（水戸家）　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│　│　　│　　│　││││　│├──頼庸┬──＝頼実　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│　│　　│　　│　││││　└保子│││└好子─頼実　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　〔①清水家〕　　│　┌─（斉彊）───┐　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　└重好＝敦之助＝（斉順）＝斉明──＝（斉彊）──＝昭武（水戸家）　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││┌─敦之助┌─斉順│┌斉明││┌─斉彊││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　│　││　││││││││〔徳川慶喜家〕　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　│││〔③紀伊一橋系徳川宗家〕│││┌慶久─慶光─慶朝│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　│││┌家斉┬家慶┬家定＝家茂＝慶喜＝家達─家正＝恒孝（水戸高須系会津家）
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　││││││┌─家茂┌慶喜┌家達││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　││││││││││││││┌────┘　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　││││││││││└───────┐│　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　│││││└────┐││││　││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　│〔②一橋系紀伊家〕└斉彊││┌─頼倫│　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　│├斉順─（家茂）─＝斉彊＝茂承＝頼倫│　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││　│├（斉明）─┘││└───茂承│├─頼貞┬頼韶　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││┌─┤　││　│　││││││││└久子│　└宝子　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││││││├（斉温）───────┘││││││　　├──宜子　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││└───┤　││　│　││││││││││││　　青山剛　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│││├（斉彊）──────┘│││││││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│││└（斉善）───────────┘││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　├治国─（斉朝）──┘││││││││　││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│││┌┐│└──┐┌─（斉荘）──┘　││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│││├（慶壽）────┐│││││　　││　　│　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　│││├（春嶽）────────────────┘　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│　　││　││││││┌（家達）────┘││　　││　　　　　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　〔①田安家〕〔②紀伊一橋系田安家〕││┌──（茂徳）─────┐　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　├宗武┬治察＝斉匡┼慶頼┼達孝─達成┬宗英　││　　││　　　│　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　│┌─┘│　├斉匡│││└（頼倫）──────┘　　││　　　│　　　　│　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　││　││　││││││　　││││└──────（宗紀）──────────┘
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　〔①一橋家〕││││└──斉位└慶昌└慶壽　│　　〔②水戸系一橋家〕　　│
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　└宗尹┴治済┼斉敦─斉礼＝斉位＝慶昌＝慶壽＝昌丸＝（慶喜）＝（茂徳）─達道＝宗敬─宗信─宗親─宗史
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　　│　　│　└─┘│　│　　│　││　│└─昌丸　┌慶喜　　┌茂徳　　　│┌宗敬
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　　│　　│　││　├（慶臧）─────────────┘　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　　│　　│　││　└＝（斉荘）─┘└───────┤　　　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│　　　　　　　│　　│　│└────斉荘│　　　　│　　│　　│　　　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│〔高松家〕　　│┌┐│┌─頼恭　　│┌───頼儀┌───頼胤　│┌┐　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│┌頼重＝頼常＝頼豊＝頼桓＝頼恭┬頼真＝頼起＝頼儀＝頼恕＝頼胤＝頼聰┼頼寿＝頼明　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　││┌──頼常┌頼豊┌頼桓│　　└───頼起　　　┌頼恕││　┌頼聰├胖──頼明　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│││　├綱方│││││││　　　　│　　└──────┤│　││││　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　│││┌┤　　│││││││　　　　│　　　　　┌───┤│　││││　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　││││├頼侯┘││││││　　　　│　　　　　│││　└──┘│││　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　│　││││└頼芳─頼煕┘│││　　　　│　　　　　│││　　│　　│││　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　〔水戸家〕└─綱條　│└─宗堯│　　　　│　　　　　│││　　│　　│││　　││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　└頼房┼光圀＝綱條─吉孚＝宗堯│　　　　│　　　　　│││　　│　　││〔松戸家〕　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　　　││└─┘　　　│││├──宗翰─治保　　　　　┌┘│　　│┌─昭武┌武定││　　　　││
││││││││：　　〔池田氏〕恒興─輝政┬利隆─光政　││└美代姫　　　├─┬治紀┬斉脩＝斉昭┬慶篤＝昭武＝篤敬││　　　　││
││││││││：　　　　　│　│　　　││　　　├──綱政─政純─静子┌八代君　　├─┘┌斉昭│││├───篤敬││　　　　││
││││││││：　　　　　│　└────────勝姫　││　│││├─┘　││　　└──┘│　│││││││├────────┘
││││││││：　　　　　│　　　　　│└忠継＝忠雄─光仲─綱清＝吉泰─宗泰─重寛─治道─斉稷─斉訓＝慶行＝慶栄＝慶徳　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　│〔鳥取池田家〕│〔一条家〕道香　　││　　　　│　│　││││││└聰子││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　　　　│　│　├─────────慶徳　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　　　　│　│　├───┘│　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　　　　│　│　│〔②水戸系清水家〕│　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　　　　│　│　├（昭武）─＝篤守─好敏─豪英─真
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　　　　│　│　├─┐└───篤守││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　┌──────┘││　　│　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　│　　│　│　┌────┘　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　│　　│　└茂徳││　　　　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　│　　│┌＝茂徳││　　　　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　│　　│〔③水戸高須系尾張家〕　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　││　│　　│├慶勝＝義礼＝義親（福井家）　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　└──（武成）┤　　│││　　　　　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　〔②水戸系高須家〕└義礼┌─────┘│　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　└義和┬義建┼（茂徳）─┴義端＝義勇＝義生─義為│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　││　││　　　│└喜徳　┌義勇　（丹波園部小出氏）
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　││　│├容保┌＝（喜徳）───┐│　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│〔②水戸高須系会津家〕　│　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│└容敬＝容保┼容大＝保男─保定─保久─親保│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││├　││┌─保男│　　││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　│└敏姫├健雄─勇雄［福島県知事／　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　├恒雄┬一郎│行政管理庁長官］│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　└─┘│├─┬恒忠││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　└──豊子〔④水戸高須会津系徳川宗家〕
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　　　│　　├恒孝─家広　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　　　│　　└恒和││　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　　　├勢津子〔秩父宮雍仁妃〕│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　　　└───────────┘
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　│＜④水戸高須系定綱系（久松家）＞
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　│├定敬─定晴　　　│　　││
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　　　├─┬定光│　　││
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　││　┌─栄子└定康│　　││
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　　││　│││　　　　　　　│　　│└────────┘　　││
││││││││：　　　　　│　　　　　│〔守山家〕　　││　│││　　　　　　　│　　│┌───────────┘│
││││││││：　　　　　│　　　　　│├頼元─頼貞┬頼寛─頼亮┬頼慎─頼誠─頼升＝頼之＝喜徳＝頼平─秋雄＝圀弘　│
││││││││：　　　　　│　　　　　││　　　　　├─┘　│││　　　　　　　└─頼之└喜徳　　　　　　　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　│〔府中家〕　└────┘│　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　│├頼隆─頼如＝頼明┬頼永│　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││：　　　　　│　　　　　│〔長倉家〕　┌頼明└┘　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││：（深溝家）│　　　　　│└頼泰─頼福┴頼匡　　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││└…………………………………………………………………忠恕　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　　　　│├──忠馮─幸忠〔松代真田家〕　　　　　　　　　│
││││││││　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│真田信安─女子　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││││││││（能見家）　│　　　　　│　　　　　　（麻生新庄氏）　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│││││││└──────＝重直──英親─重栄─重休＝親純─親盈─親貞─親賢─親明─親良┬親貴─親信─親義　　　　│
│││││││　　　　　　　│（小笠原氏）　　　　　　　│　　　　〔備前守家〕　　　　　│└直矢〔永井氏〕　　　　　│　┌────────┐
│││││││（長沢家）　　│　　　　　│　　　　　　　│　〔大河内松平家〕　　　　　　│　　│　　　　　　　　　（間部氏）　　　　　　　│
││││││└────────親宅──親正─正周─正勝─正次＝正綱┬正信─正久─正貞＝正温─正升─正路┬正敬─正和＝正質┴正倫─正陽─正樹│
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│┌─正綱│　　　　　　　　┌正温　　│　　　└正義─正晴─┐　　　　　　　　　　│
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　┌┘　　　　　　　　│　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　│〔伊豆守家〕　　　│　│　　│　　　　　　　　　　│　┌信璋　　　〔大河内氏〕
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　└＝信綱┬輝綱─信輝─信祝┬信復─信礼─信明─信順─信宝＝信璋＝信古─信好＝正敏
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　　┌信綱│　　　　　└──┘　│　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　└正敏
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　　│　　├信定──────┐　│　　　　　　　　　　│　│
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　　│　　＜堅綱系＞　（天野氏）│　　　（関盛氏）　　│　│
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　││　　　│　　└堅綱＝信義＝信連＝信応＝信成＝信行─信孟─信敏┴舎人─尚一郎
││││││　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　〔大河内氏〕│　　　　　┌信義　　│└信応　（松平信晴男）　　│
││││││　　　　　　　　└────────────┐秀綱┬久綱┴重綱┬信久─信相─久豊─豊貫─久雄─久徴─久信─久道─久成
││││││（加納氏）　　　┌久政　　　│　　　┌久通││└┘　　│　　└──┘　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│││││└────────┼───＝直恒─政直┼政信─久堅＝久周─久慎─久儔─久徴＝久恒＝久宣─久朗　　　　　　　│
│││││　　　　　　　　　└女子──直恒　　　└──┘│　┌久周│　　　　　　　　（久留里黒田氏）　　　　　　　　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　大岡忠光┘　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│││││（保科氏）　　　　　　　　　　└─正之　　　〔①会津家〕│　〔水戸系高須家〕義和┬義建─容保　　　　　　　│
││││└────────────────＝正之┬正経＝正容┬容貞─容頌＝容詮─容住─容衆＝容敬＝容保　　　　　　　│
││││（忠分流水野家）　　　　　　　　　　　　└───正容└容章────容詮　　　　　│└容敬　　　　　　　　　　│
│││└──────────┬分長──重央─重良┬重上───＝重期─忠昭─忠興＝忠実─範明─忠啓┬忠央┬忠幹┬忠武─誠
│││　　　　　　　　　　　└──┐　　　　　　└良全─女子─重期│　┌────忠実　　│　　││　　│　　├───────────┐
│││　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　│　　　　　　　　│　　││　　│　　└貞央┐│　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　│　　　　　　　　│┌───────────┘│　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　│　　　　　　　　││　│└忠固────────────┐　　│
│││（忠重流水野家）　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　│　　　　　　　　││　│　　　└───勝任（丹羽氏）　└忠愛└直
││└───────────┬勝成─┬勝俊─勝貞─勝種─勝岑＝勝長＝勝政┬勝庸＝勝前─勝起＝勝剛─勝愛─勝進＝勝任＝勝知＝勝寛＝忠愛＝直──勝邦─勝之
││　　　　　　　　　　　　│　　││　　　　　　　　　│　　　　│　│└───勝前　　││（豊後岡中川氏）└──────勝寛
││　　　　　　　　　　　　│　　││　　　　　　　　　│　　　　│　│　　　┌忠紹────忠寛┌忠明─忠敬　　　　│
││　　　　　　　　　　　　└忠清─┬忠職─忠直─忠周─忠恒＝忠穀─忠友＝忠成┴忠義─忠良＝忠寛＝忠誠＝忠敬─忠亮─忠泰─忠和
││　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　　└忠実　　　　　　　　│└節比古（本多氏）　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　│└忠増─忠位＝忠定─忠見─忠韶＝忠実─忠順＝忠宝─忠陽＝節比古　　　　　　　　　│
││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌─忠定（旗本家）　（左衛門尉家）（肥後高瀬細川家）　　　　　　　　　│
││　　　　　　　　　　　　┌守重──守正─守重─守満＝守鑑─────┘　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
││（忠守流水野家）　　　　│　　│　　　　　│　　　└─────────忠任　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│└──────────忠守┴忠元──忠善─忠春┬忠盈＝忠之─忠輝─忠辰＝忠任＝忠鼎─忠光　　│　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│└───忠之　　　　　　　　（浅野氏）├──忠邦─忠精┬忠弘＝忠美─忠款─忠俊
│　　　　　　　　　　　　　＜康元系＞　　＜大垣藩＞　　│　　　　　　　　　　　　　　恂│　　│　　　└───忠美　│
│　　　　　　　　　　　　　┌康元──忠良─憲良　　　　│　　　　　　　　　　　　　　├──喜右衛門　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　＜康俊系＞　　　　│　　　　│　　　　　　　　　［凮月堂］喜右衛門│　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　├康俊─＝勝政─勝義─勝秀─勝久─勝尹─勝全─勝升─勝権─勝行─勝慈─勝親─勝広─勝章　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　└─勝政　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　＜定勝系＞　　　　│　　　　└───────┬──┐　　　　└────勝成　　　┌定謨　│
│（久松氏）　　　　〔①久松松平家〕＜松山藩＞│　　　　　　　　　　　　│　〔②紀伊田安系久松松平家〕〔久松氏〕　　│
└─────────────┴定勝┬─定行─定頼┬定長＝定直┬定英─定功＝定静＝定国─定通＝勝善＝勝成＝定昭＝定謨─定武─定成
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　┌─定直└定章────定静└定国　　　（島津氏）　（藤堂氏）　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　│　　│＜白河藩＞　│　　┌幸〔真田氏〕　│　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜桑名藩＞││　│　　│＜②水戸系　│　　＜桑名藩＞　　　│　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜①定綱系＞└定重　　│　定綱系＞　＜③紀伊田安系定綱系＞└───┐　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　├─定綱─定良＝定重┬定儀＝定賢─定邦＝定信┴定永─定和─定猷＝定敬（水戸系高須家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└───┤　└─定賢　　　└定信　　　　　　　　　└定教┘　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│└俊平〔柳生氏〕　　　　　　　　　　　　　┌─────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　├─定実…………………………………………………………………………………勝実┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜今治藩＞　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔久松氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　└─定房─定時┬定陳─定基＝定郷─定温┬定休─定剛─定芝─定法＝定弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┘┌───定郷　　　└政行─勝道　　　　　　└定弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└定昌┘
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孝元裔①阿倍氏／安倍氏／土御門家／倉橋家／奥州安倍氏／安東氏／秋田氏／阿部氏（譜代）系 図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔阿倍氏〕
　　　＜記紀神話＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌大彦命───武渟川別命────豊韓別命─◯◯──◯◯─◯◯───┐
　　　　神武天皇─綏靖天皇─安寧天皇─懿徳天皇─孝昭天皇─孝安天皇─孝霊天皇─孝元天皇┼開化天皇　　　　　　　　　　　　　　　〔紀氏〕　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└彦太忍信命─屋主忍男武雄心命─武内宿禰─角宿禰　　　　　　　　　│
　　┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
　　│（阿倍氏）　　　　　　　　　＜布勢系＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安倍氏〕
　　└─◯◯─◯◯─大麻呂…┬鳥子─内麻呂─御主人──広庭─嶋麻呂…粳虫──道守─兄雄─◯◯─◯◯─春材─益材─晴明─吉平─時親─有行─泰長─泰親───┐
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（良照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌則任＝家任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：　　＜引田系＞　　　　┌駿河　　　　　　　┌比高　　　　〔奥州安倍氏〕　　　　　　　　〔安東氏〕　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　└目……比羅夫┬宿奈麻呂┴子嶋─家麻呂─黒人┴富麻呂─宅良─忠頼─忠良┴頼時┬貞任─高星─堯恒…………貞秀─堯秀─愛秀──┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（隣良）　（頼良）├宗任────┐　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├家任　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├中加一乃末陪〔平永衡室〕　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├一加一乃末陪│　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔磐城氏〕師隆　│　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├───成衡〔清原氏〕　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔亘理氏〕経清─女子　│├──隆平　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　│徳姫（源頼義女）　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　〔奥州藤原氏〕　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──清衡──基衡　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└有加一乃末陪│├──秀衡　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──家衡　└女子　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌仲麻呂　　　　　　　　　　　　　〔出羽清原氏〕武則─武貞─真衡─＝成衡〔磐城氏〕　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝船守─┴帯麻呂─弟当─友上─氏主─三寅……………………………………………………………………………………┐││
　　┌……………………………………………………………………………………………（阿倍氏）…（20代略）…………………………………………………………………┘││
　　：┌──────────────────────────────────（安東氏）────────────────────────────────┘│
　　：│┌─────────────────────────────────（安倍氏）─────────────────────────────────┘
　　：││（安倍氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土御門家〕　　　　　　　　　　　　　　　┌泰誠　　　　　　（倉橋有儀長男）
　　：│└─泰茂─泰忠─泰盛─有弘─長親─泰世─泰吉─有世─有盛─有季─有宣─有春┬有脩┬久脩┬泰重┬泰広＝泰福┼泰連─泰兄＝泰信＝泰栄─晴親─────┐
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　└隆俊─泰福└泰邦　　　（萩原兼武末子）　　　　　　│
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔倉橋家〕　　　　　　　　　　　　　┌泰栄〔土御門家〕　　│
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└泰吉─泰房─泰貞─泰章─泰孝＝有儀┴泰行─泰聡────┐│
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└在綱〔勘解由小路家（賀茂氏）〕　　　　　　　　　　　　　　　││
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└在高〔勘解由小路家（賀茂氏）〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜常陸宍戸藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　：│（安東氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔秋田氏〕　＜三春藩＞　　　　　　　　　　　　　（綾小路俊宗男）　　　　　││
　　：└──堯秀─愛秀─堯勢─貞季┬盛季─康季─義季＝政季─忠季─尋季─舜季─愛季─実季┬俊季─盛季─輝季＝頼季─延季─倩季─孝季─肥季──────┐││
　　：　　　　　　　　　　　　　　└道貞─重季─政季　　　　　　　　　　　　　　　　│　└───女子　　　（荒木高村男）　　　　　　　　　　　　　　│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──女子　├──高村─頼季〔秋田氏〕　　　　　　　　　　　　　│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌瑞峯院├──高綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┴───荒木高次　　　　　　　　　　　　　　　　＜白河藩＞　　　　│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔豊後守家〕　　　　　　　　　（紀伊宗将十一男）　　　│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌政澄─正能─正武─正喬─正敏─正識＝正由─正権─────┐│││
　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌正教　　││││
　　：（阿倍氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔阿部氏（譜代）〕　　　　　　　　　　　　　　　┌正寧┴正方　　││││
　　└………………………………………………………………………………………正宣─正勝┬正次┴重次┬定高─正邦─正福─正右─正倫─正精┴正弘＝正桓　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├忠吉─忠秋│　　┌正鎮─正賀　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└永井直勝室〔因幡守家〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔宗家〕││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└正春┴正長─正親─正保─正簡─正暠＝正身─正恒　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（亀井茲尚四男）││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────────────────┘│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌────────────────────┘││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││┌────────────────────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││┌────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││（土御門家）　　　　　　┌凞光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││　　　　　　（三室戸和光三男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││└────晴雄＝晴行＝晴善┴範忠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││（倉橋家）┌泰顕　　　（松平信正次男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││└────┴泰清─泰昌─美佐子〔小谷勝之助妻〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││（秋田氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└───映季＝重季（大原重朝次男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├───一季＝美篤─伸季
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（阿部　　└芳子　　　　（藤大路親美男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　豊後守家）（大河内松平信明十四男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───＝正篤＝正瞭＝正備（大村純昌五男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（紀伊宗将五男松平頼興男）

孝元裔②紀氏／摂津池田氏／滝川氏／美濃池田氏／岡山池田家／鳥取池田家／天城池田家／山城守家／堀田氏／正俊系堀田家／宮川堀田家／堅田堀田家／
稲葉氏／正成系稲葉家／館山稲葉家／脇坂氏／滋野氏／滋野氏三家／海野氏／根津氏／望月氏／真田氏／松代藩主家／沼田藩主家／勘解由家／秋田真田氏

／仙台真田氏／越前真田家系図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔阿倍氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌大彦命
＜記紀神話＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├開化天皇　　　　　　　　　　　　　　　〔紀氏〕
神武天皇─綏靖天皇─安寧天皇─懿徳天皇─孝昭天皇─孝安天皇─孝霊天皇─孝元天皇┴彦太忍信命─屋主忍男武雄心命─武内宿禰─角宿禰─白城─小弓─大磐＝小足─┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊蘇志氏〕　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久等耳──伊加支──長吉古──押根───田狭────夜布多──────道足───鷲取──東人─◯◯─綿麻呂──┐│
┌───────────────────────────────────（伊蘇志氏）─────────────────────────────────┘│
│┌──────────────────────────────────（紀氏）────────────────────────────────────┘
││（紀氏）
│└─塩手─大口─大人┬麻呂┬宿奈麻呂─古佐美─広浜─善峯─夏井
│　　　　　　　　　　│　　├男人───家守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜頼政流＞
│　　　　　　　　　　│　　├宇美───広純　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔摂津源氏〕仲政┬頼政
│　　　　　　　　　　│　　└猿取───船守──勝長─興道─本道──望行─貫之─時文─輔時　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（楠木
│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔摂津池田氏〕　　　　　　　　└泰政　　　　　　　　　　　　　　　　　　正行男？）
│　　　　　　　　　　└麻路─広名───真人─＝国守─貞範─長谷雄┬淑望┬維実─維望─維貞─公貞─泰貞＝泰政─泰光─泰永┬泰継─泰忠＝景正─教依＝教正─┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（致雄）　　　　　　　┌雄頼　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌景正〔滝川氏〕　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└忠行─貞雄─雄致┴貞致─貞行─貞直─貞之─貞仲─左近将監─伊予守─貞勝───┐│
│（伊蘇志氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├淑信─在昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　│　　　　　　　　││
│　〔滋野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┘　　　　　　　　││
└──家訳─貞雄─善淵─恒蔭┬恒成　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔八坂氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾藤時景　〔堀田氏〕　　　　││
　　　　　　　　┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└淑光─文利─長綱─真連─兼綱─兼綱─真綱─貞行─応円─良円─俊雲─俊全─俊重──┐││
　　　　　清和天皇┬陽成天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔稲葉氏〕│││
　　　　　　　　└─女子　　　　　　〔滋野氏〕　　　　　　　〔海野氏〕　〔滋野氏三家〕　　（幸継）　　　　　　　　　　　　　〔河野氏〕通實─通高─┐│││
　　　　　　　　　│├────目宮王─善淵─滋氏─為広─為道─則広┬重道─広道─幸親─幸長─長氏┬茂氏─幸直─頼幸─則幸─善幸─幸房─幸義───┐││││
　　　　　　　　　├貞保親王　　　　（善淵王）　　　　　　　　　　（幸明）　　　　　　　　　　　〔真田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　│　　　　〔清和源氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　〔根津氏〕　　　　　　　└幸春………………（数代略）………………………┐│││││
　　　　　　　　　└貞純親王─常基王　　　　　　　　　　　　　　　├直家─道直─貞直─宗直─宗道─宗光─光長─光義─重綱─光頼─頼直─時直　　：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔望月氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└重俊─広重─国重─国親─重隆─盛重─宗重─重惟─重信─光経─盛世─盛経─┐：│││││
┌─────────────────────────────────────（望月氏）───────────────────────────┘：│││││
│┌………………………………………………………………………………………………（真田氏）…………………………………………………………………………┘│││││
│：┌───────────────────────────────────（海野氏）─────────────────────────────┘││││
│：│┌──────────────────────────────────（稲葉氏）──────────────────────────────┘│││
│：││┌─────────────────────────────────（堀田氏）───────────────────────────────┘││
│：│││┌────────────────────────────────（滝川氏）────────────────────────────────┘│
│：││││┌───────────────────────────────（摂津池田氏）───────────────────────────────┘
│：│││││　　　　　　　　　　　　　〔蜂須賀氏〕正勝─家政┬至鎮─忠英─光隆─綱通＝綱矩
│：│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌勝正　　　│　　　　　　　　　┌──綱矩
│：│││││（摂津池田氏）　　　　　　　　　　　├知正　　　│　　　　　　　　　│
│：││││└─佐正─家正┬充正─貞正─信正─長正┴光重┬三九郎　　　　　　　　　│
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└重長─貞長─貞重─興貞─貞彦─貞夫─貞一┬貞瑞──＝東作
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔大石氏〕良昭　│　　　　　　　〔分家〕　┌東作
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├──良雄─主税　　　└（東作）┘
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌熊子（内蔵助）
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天城池田家〕　　　│┌──継政
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　┌元助─由之　　　│　　　││┌＝保教（継政）
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│├─┬由成┴由孝─由勝＝政純┬政喬┬政孝─政徳─政昭─政和─政佑─政之
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└即心院　　└─隆矩││┌政純└静子└─────┐
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌＝隆矩┘││　　　├──八代君（溢子）
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│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌＝隆矩┘││　　　├──八代君（溢子）
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　〔水戸家〕　│　　　　〔一条家〕道香　├──治紀──┐
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　┌─頼房─頼重─頼侯─頼豊─宗堯─宗翰─治保　　　│　│
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　│　　│　　　　││　　　　　（岡山藩家老池田│
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　〔山城守家〕　　││　　　　　　主水弟）　└長興（徳島藩一門蜂須賀休光男）
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　└玄寅┴正長─長亮─長甫＝長好＝長旨─長教＝長興＝昭訓─昌豊─永孝
│：││││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　││　　（岡山藩家老一門伊木長左衛門三男）
│：││││　　　　　　　〔美濃池田氏〕　┌─恒利　　　＜姫路藩＞　　　　　　　　　││　　　　　〔相良氏〕　　　│
│：││││　　　　　　　└恒正─恒元─政秀＝恒利　　　［播磨宰相］＜岡山藩＞　　　││　　　　　┌長寛─頼徳─頼之──────┐
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　││├──恒興┴輝政┬利隆〔岡山池田家〕　││　　　　　│　　　　　　　│（中津奥平　│
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│└養徳院　　　│││├──光政　　　　　└──┐　　　│　　　　　　　│　昌高男）　└政詮　　　┌禎政
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││鶴姫　├──綱政┬（継政）┴─宗政┴治政─斉政＝斉敏＝慶政＝茂政＝章政─詮政┴宣政─隆政
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　（榊原康政┌勝姫　　　└──┘　　　　　　　　　　┌─斉敏　　　┌茂政（政詮）├
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││次女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│（水戸家）　　　　　厚子（昭和天皇皇女）
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─斉昭┼慶喜─────────┐
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││　　│　　＜鳥取藩＞　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└─────┐　　　　　│
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││＜岡山藩＞　〔鳥取池田家〕　　　　　　　　　　│┌斉邦　　　　　　（前田斉泰四男）　│
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　├─┬忠継＝忠雄─光仲┬綱清＝吉泰─宗泰─重寛┬治道┼斉稷─斉訓＝慶行＝慶栄└慶徳　　　└仲博
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌───督姫└───忠雄　　　└仲澄─吉泰　　　　　　│　│└弥姫　┌──慶行　├─＝慶徳─輝知＝仲博
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　├││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└─┤　┌─────宝隆院　　　　　　│├──┐
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　北条氏直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　島津斉興││　（亀田磐城氏）　　　　　└亨子　│
│：││││　　　　　　　　　　　　〔徳川氏〕家康┼秀忠＝──┴（振姫）┐　　　　　　　　　　　　　　　└仲雅─仲律┴┘┌─隆喜┬隆邦＝隆彰┌──────┘
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└────┘　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　┌隆彰└徳真─百合子
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　＜近江宮川藩＞　　　　　　　│　　　└─────┐　……堀田力
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　〔宮川堀田家〕　　　　　　　│　　　　　┌─正誠└正養
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┌正信─正休─正朝─正陳┬正邦─正穀┬正民＝正義＝正誠＝正養
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　└───┐││　　（大垣戸田　│├─＝正亨
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　＜佐野藩＞│└女子　氏庸三男）├女子│├
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─┐　　　　　　　　　［幕府若年寄］├───┘└──┘　　└錫
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　＜近江堅田藩＞　　　　　〔中村氏〕│　旗本本多助信
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔堅田堀田家〕　　　　┌─村由┐││
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├正高─正永＝正賓─正富＝正敦─正衡┬正修─正頌─正路
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│〔宇和島伊達家〕│　　┌─正賓　　│（村由）│││
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│┌秀宗──┐│　│　　│　　　　　│┌─（利祐）┤
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└─振姫　　││　│　　│　　　　　││　　│││└氏恭〔後北条氏〕
│：││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│├──光宗│　│　　│　　　　　││　　│││　　┌─斉邦　
│：││││（滝川氏）　　　　　　　　　　│　　　　　　〔伊達氏〕政宗──┴忠宗┬綱宗─綱村＝吉村┬宗村┬重村─斉村─斉宗＝斉義＝斉邦＝慶邦─邦宗┬興宗
│：││││　　（資清）　　　　　［旗本］│　┌一政（水野勝久男）　　　　　　　└宗房────吉村│┌─┤　││　　│││┌斉義└───慶邦　　　│
│：│││└──┬一勝┬一益─一忠─一積─一明＝一重＝一積─一名＝一通（飛騨高山金森可英男）　　│││　└─┘│　　││││　│　　　　　　　　　│
│：│││　　　│　　└─────────┘　（鎌原重俊男）　　　　　　　　　　　　││　│　　│││　〔一関田村氏〕│││　│　　　　　　　　　│
│：│││　　　└◯◯┬益氏┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　│││　┌村資│┌────┘　│　　　　　　　　　│
│：│〔前田氏〕┬利久│　　└利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　│││　│├──┴＝┴宗顕┌───────────┘
│：│││　　　│├────＝利益（慶次／慶次郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　│││┌─阿琴│　　　│││　│
│：│││　　┌─女子│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　││││〔登米伊達氏〕│││　│
│：│││　　└───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜古河藩＞│└村良┴宗充────────┘
│：│││（堀田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜佐倉藩＞│┌正仲　││　　　│　　　│││
│：││└────重遠─重泰─正泰─之盛─正重─正純─正道─正貞┬正秀───正吉　　│〔正俊系堀田家〕│　　　│　　　│││
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└盛重　　　├──正盛┼正俊─┐│＜佐倉藩＞　│　　　││└秀子┌英子〔小佐野賢治妻〕
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──────まん　　││├─┴正武─正亮┬正順─正功─正愛　├─┴正祥〔尾張徳川義宣〕
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［改易］　　　┌────女子　││　││└正時─正睦─正倫＝正恒（鍋島直柔次男）
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─道通─紀通───大助　　│└正英　││　││　　　│　　　│││├──正久［佐倉市長］
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［改易］　┌────────────┘│　││　　　│　　　││└和子
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─通重─通勝　　　　│　　│　　│　　│　││　　　│　　　││
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─女子［旗本］　　　│　　│　　│　　│　││　　　│　　　││
│：││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├┴─正次───正能　　│　　│　　│　││　　　│　　　││
│：││　　　　〔尾張林氏〕　　　　　　　　　　　＜美濃清水藩＞　　│　　＜洲本藩＞│　　│　　│　││　　　│　　　││
│：││（稲葉氏）┌通村─通忠─通政─政秀──────┐│＜真岡藩＞│　　〔脇坂氏〕＜飯田藩＞＜龍野藩＞　　　│　　　││┌安親　　　　　　┌───寿
│：│└───通兼┴通祐─通以＝通貞─通則─良通（一鉄）│〔正成系稲葉家〕　安明─安治─安元＝安政─安照┬安清─安興─安実＝安親┬安董─安宅＝安斐＝寿
│：│　　　　　　　　　　　　（河野通直男）├─┬─重通┼＝正成─正吉───正休　［賤ヶ岳└─安政　││［旗本］　　　││└─┐│　　　　　（藤堂高猷四男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子│　　└──正成　　│　　　　│　　七本槍］　　│　││└安利┬安種＝（安親）┘│
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────┘　│　　　│　　　　│　　│　　　　　└──────┘　　　└安親　　│
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　│（福）　　│　＜小田原藩＞　│＜佐倉藩＞　　　　　│└────────────┘　　　　　　　（高田榊原
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　└─＝┬（春日局）┐├┬─正勝┬──正則　　│＜淀藩＞　　　│　┌正親（下野大田原政清六男晴川次男）　　　政令七男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──────福└─正利│　　├┴─正往─正知─正任＝正恒＝正親┬正益┬正弘＝正諶┬正備─正発＝正守＝正誼─┐
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　┌─────万菊子┌────────正恒│　　│　　└───正諶└──────正守　　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　││　［旗本］││┌───────────┤　　　　│　　┌─────────────┘
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　│├──正倚─┘││　　┌────────┘　　　　│　　│（二本松丹羽長富七男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　││　　　　　　││　┌────┘　│　　│　　　　│　　└＝正邦＝正縄─正凱─正輝
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　││　〔館山稲葉家〕　│＜館山藩＞　│　　［海軍総裁］┌正顕　　　　（平戸松浦詮三男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　│├──正員＝正方＝正福＝正明─正武─正盛─正巳＝正善＝正顕＝正弘─正孝
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　││　　　　┌正方└正福└正明　　　│　　│　　（岩槻大岡　（本多正復次男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　│├──正直＝───────────┘　　│　　　忠恕次男）
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　││　　　　│　│　　├──利置　　　　　│　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　│　│├──利意│　│　　│┌＝利置　　　　　└利祐　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土井氏〕利昌─＝利勝─利長──＝利意＝利庸─利信＝利徳─利以─利行＝利祐　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│（水野氏）│　　　　│　│　　└─利徳　　　　　　　　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔清末毛利家〕秀元┴元知─────┘　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││〔酒井雅楽頭家〕忠行──┬忠清　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　　│　　　　││　└忠能　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└────────┐　││　　├─＝忠佳　　　　　　　　　　　　　　　　　││
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　＜臼杵藩＞│　　│　│└──女子┌景通　　　　　　　　　　　　　　　┌尊通└────────┐
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─貞通──典通─一通───信通┴知通─恒通─菫通─泰通─弘通─雍通┼幾通＝観通＝久通┬順通─直通＝健男
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│［明智光秀重臣］　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　├通孚─観通┌久通└──┘
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斎藤氏〕利三　│　　│　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔岡野氏〕　│
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　├─┬─利宗│　│　　　　　　　│（宇和島伊達家）　　　　　　　└女子─知英┘
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─安　└───┘　│　　　　　　　└─宗利＝宗贇＝村年─村候─村寿─宗紀＝宗城＝宗徳
│：│　　　　　　　　　　〔三条西家〕実枝┴公国─┬実条　│　┌──────────────┘　　　　　　　　　　　　　│└───宗徳
│：│　　　　　　　　　　　　（信玄）　　　　　　└──＝┴春日局＝┴──（堀田正俊）　　　　　　　　　　　　　┌───────┘
│：│　　　　　〔武田氏〕信虎┬晴信─勝頼┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　││　〔海野氏〕　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　│├──竜芳（信親）　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　〔三条家〕公頼─三条の方　│　〔高家武田氏〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　│　　　├──信道──信正──信興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　│　┌─女子│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　〔典廐家〕　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　└信繁─信豊│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　（古典廐）（典廐）　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│　　　　　　　　　　　　　├───┐│　　　　　　　　　│〔勘解由家〕［連座改易］　　　　　　　　　　　　│　　　│
│：│（海野氏）　　　　　　┌─望月女子〔羽尾氏〕〔海野氏〕　│┌信就┬信方┬信清＝信照＝信好＝貫元─信忠＝旦　│　　　│
│：└─通兼─持幸─氏幸─棟綱┬幸義┬幸光─景幸──輝幸──幸貞│　　│　　└──────────┐　　　│├──道泰　│
│：　（真田氏）　　　　　　││　└┘　│〔越前真田家〕　　　││　　〔深溝松平家〕忠恕　　　　　│　　　└志ん│　　　│
│└……………………………………頼昌　　│┌昌輝　〔松代藩主家〕│　　│　　　　　　├──忠馮───┐　　　　　│　　　│
│　　　　　　　　　　　　　││├──幸隆┴昌幸┬─信之　　　││　　└信弘　　　┌女子（井伊直幸九男）　　　　└幸民　│
│　　　　　　　　　　　　　│└女子　　││　　│　├┬＝┬信政┴幸道＝信弘┬信安┴幸弘＝幸専＝幸貫─幸良─幸教＝幸民─幸正┬幸治─幸長─幸俊
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　┌──小松姫│　│　├──源次郎　　　　　││　（松平定信長男）　│　　　│　〔分家〕
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　││　　│　│　└─豊姫　　　├俊峯　　　││　　├＝┴幸忠　　　〔分家〕│　└幸尚
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　││　　│　│　　　　　　　　│〔柳生氏〕│├＝┬真月院　　　　　└幸世─幸邦─女子〔真田氏〕
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　││　　│　│　　　　　　　　└───忠盈├真珠院　│　　　　　　　　　　│　　├──幸徳
│　　　　　　　　　　　　　│　　〔本多氏〕忠勝─┬忠政──政朝─忠英─忠良─忠敞＝忠盈└心蓮院　│　　　　　　　　　　│　　成沢直道
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　└─┘　│　│　　　　　　　　　　　　　　　├─┘　│　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　井上正甫│　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　│　└──────────┐　　　［旗本寄合席］　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　│〔沼田藩主家〕　　　　　│　　　［無嗣断絶］［名跡再興］　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　└─信吉┬熊之助─（信政）┼＝信利─信音……┴─信興─政賢［改易断絶］
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　　　　　└──────────信利　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　　　　　　　　　　　　　　│〔埴科藩主家〕　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││〔亀田磐城氏〕宣隆　　　　　　　　　└─信重　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　　　├─┬重隆─景隆─秀隆＝隆韶＝隆恭─隆恕───────────┘
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　┌─なほ（御田姫／顕性院）
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　│　　│　　　│　　〔三好氏〕［亀田藩士］
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　豊臣秀次─隆清院　　　└─＝┬幸信─隆長
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　（三好氏）│├─┴──────┘
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　└信繁┬幸昌（大助）
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　（幸村）　〔仙台真田氏〕　　　　　（大條頼始三男）　　喜平太
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　├守信─辰信─信成─信経＝信親＝信珍─信凭＝幸清─幸歓─昌棟
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　│（大八）　　　　　　　（田村顕道三男）　（真田信知長男）
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　〔伊達宗家〕
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　〔宮床伊達氏〕宗房┌村房→吉村
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　│　　　　　　├─┴村興
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　│　　┌─┐┌於松
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　〔仙台松前家〕
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔松前氏〕慶広─安広│├┴│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　　　│　　┌喜佐│
│　　　　　　　　　　　　　│　　〔片倉氏〕景重〔白石片倉氏〕　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││├──景綱─重長＝景長┘
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│││　　　┌┤├　└景長
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│││　　　│└阿梅
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││直子（本沢真直女）
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││├──喜多＝定広（田村宗顕男）
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│││　　　│　├
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│││　　　└─阿菖蒲
│　　　　　　　　　　　　　│　　〔鬼庭氏〕良直〔茂庭氏〕
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││├──綱元
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││牧野刑部女
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├─武田信頼（義勝）
│（望月氏）　　　　　　　　└┬昌頼　　││┌──信頼
└──────光盛─光重─盛昌┴盛時　　│└─武田信永
　　　　　　　　　　　　　　　　├─┬信雅＝┴──信永
　　　　　　　　　〔甲賀望月氏〕千代女　│　　　　├
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└────女子（武田典廐家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└新六

天武裔／高階氏／高氏／清原氏／広澄流清原氏／舟橋家／伏原家／澤家／出羽清原氏／桓武裔／良岑氏／丹羽氏系図

　　　　　　　　　　　　　　〔南家〕
　　　　　　　　　　　　　　┌武智麻呂─巨勢麻呂─貞嗣──高仁──保蔭─道明─尹文─永頼─実範─実兼──────────────────┐
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─藤原道綱母　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──道綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　┌道隆［儀同三司］　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　〔北家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│├──伊周　　　　　　　　　　　　　　　│
〔藤原氏〕鎌足───不比等─┴房前───真楯───内麻呂　　　　┌長良┬基経　　　　　│　│┌─貴子（高内侍／儀同三司母）　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───冬嗣─┼良房＝基経─忠平─師輔─兼家┴道長　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　└高経─惟岳─倫寧┬理能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　└┤├└─────────┐　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　┌─清少納言姉　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　│└菅原孝標室─菅原孝標女│　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百済永継　　　│　　┌利基─兼輔─雅正─為時┬惟規　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　│　　　└紫式部　　　　　│　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　　　　　　　│　　　　├────────┐　　　　　　　　　　│
　　　　〔天皇家〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└良門┴高藤─定方─朝頼─為輔─宣孝　　　　　　││　　　　　　　　　　│
　　　　＜継体朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔良岑氏〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　│
　　　　　斉明天皇　　　　　　　　　　　　　　　　├───安世──宗貞─玄理─恒則─美並─頼利─惟頼─惟光─惟季─季高─高成─高義─高光─高重─高綱──┐
┌茅渟王─皇極／　＜天智朝＞　　　　　　　　　　＜桓武朝＞　　　　（僧正遍昭）　　　　│　　　　　〔清和源氏〕　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　├───┬天智天皇┬志貴皇子─光仁天皇─桓武天皇┬仁明天皇─文徳天皇─清和天皇─貞純親王─常基王　　　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
┴────舒明天皇│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　〔桓武平氏高望流〕　　　　　　　　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└葛原親王─高見王──高望王│　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高階氏〕　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　┌高市皇子─長屋王─桑田王─磯部王─石見王──峯緒─茂範─師尚─良臣┬成忠┴明順─成順　　　　　　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　〔清原氏〕　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　├─┬康資王母　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　┌御原王─小倉王─夏野─滝雄　　　　　│　　　　　　　　　│　　　│伊勢大輔├筑前乳母　│　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　〔清原氏〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　│（大中臣└宇多源氏兼俊母　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　＜天武朝＞│　　　　├貞代王─有雄─通雄─海雄─房則┬深養父─春光─元輔┬致信│　　　│　輔親女）　　　　　└通憲　　　　　│
　　　　　　　　　└─────天武天皇┴舎人親王┴淳仁天皇　　　　　　　　　　　│　　└──────┤　　└敏忠─業遠┬業敏─経成─経敏＝通憲（信西）　│
　　　　　　　　　　　　　　│├────草壁皇子　　　　＜聖武朝＞　　　　　　　│　　　　　　　　　└清少納言　　│　│　　　　　　　　　├──俊憲　　│
　　　　　　　　　　　　　　├持統天皇　├───文武天皇─聖武天皇　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　［大宰大弐］　　　┌女子　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　└─────元明天皇　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　├成章─章行─章尋─澄雲　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├──為家　　　│├─────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└──賢子　　　平正盛─政子　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大弐三位）　　　│（若狭局）　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔高氏〕　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├成佐─惟章─惟頼─惟真───┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└成経─泰仲─重仲┴泰重─泰経│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔奥州安倍氏〕（頼良）　　　　　　〔安東氏〕　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　忠頼─忠良─頼時┬貞任─高星──堯恒　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔磐城氏〕師隆　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├───成衡　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔亘理氏〕経清─女子　　│　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　〔奥州藤原氏〕　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│├──清衡──基衡─秀衡　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└有加一乃末陪　│　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔出羽清原氏〕　　┌光頼　├──家衡　　│　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………長統─令望─仲海………┴武則┬武貞─真衡＝（成衡）　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　（長統王）　　　　　　　　　　├武衡　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔広澄流清原氏〕　　　　　　　　吉彦秀武　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔凡海氏〕信恒＝業恒┬広澄＝頼隆─定滋─定康─祐隆─頼業──良業─頼尚───┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──業恒└近澄─頼隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　┌─────────────────────────────────（広澄流清原氏）─────────────────────────────┘│││
　　│　　　┌─────────────────────────────（高氏）──────────────────────────────────┘││
　　│　　　│┌────────────────────────────（高階氏）──────────────────────────────────┘│
　　│　　　││┌───────────────────────────（良岑氏）───────────────────────────────────┘
　　│　　　│││（良岑氏）　　　　　　　　　　〔稲本氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔児玉氏〕
　　│　　　││└─忠高─高隣─忠隣─隣重─高俊─高治─俊信─信兼─信安─信俊─安俊─信高─高宗─宗純─高純─忠崇─忠長─長政─────────────┐
　　│　　　││（高階氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　││　　後白河院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　││　　├──覲子内親王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　│└──栄子（丹後局）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　│　　　├──教成〔山科家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　（高氏）平業房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　└───惟範─惟長─惟重─重氏─師氏┬師重┬師泰─師世─師茂─師胤─師興─師厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└師直┬師詮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├師夏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└＝師冬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌────師冬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└師行┴師秋─師有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│（広澄流清原氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌宣賢　　　　　　〔舟橋家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　└─良季─良枝─宗尚─良兼─宗季─良賢─宗業─業忠─宗賢＝宣賢┬業賢─頼賢─国賢─秀賢┬秀相┬相賢＝弘賢─則賢─師賢─在賢─康賢─遂賢─清賢─明賢　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌┤　　　　　　　　　　　│　　└───弘賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│└智慶院　　　　　　　　〔伏原家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　├─┐　　　　　　　　└賢忠─宣幸┬宣通┬宣香＝宣条┬宣光─宣武─宣明──────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔三淵氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　└───宣条└貞直　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌──晴員└藤孝　　　　　　　　　　　　│〔富小路家〕良直＝貞直＝貞随　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔和泉細川家〕元有┬元常＝藤孝─忠興　　　　　　　　　│　　　　　　　　└───貞随　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└─┘　　（幽斎）　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├政直──────┐　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉田家〕兼倶┬兼致─兼満＝兼右　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　〔大原家〕〔岩倉家〕└具綱││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘　└─兼右　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└重成─具慶＝具視＝具綱││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　〔堀河家〕康親─具視　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔澤家〕　　　　　　　　　　　［奥羽鎮撫副総督］││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└忠量─宣成─宣維─久量─量行─為量─────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────────────────（澤家）────────────────────┘││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌───────────────────（伏原家）────────────────────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││┌──────────────────（児玉氏）─────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││（児玉氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝長裕＝長保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││〔丹羽氏〕＜白河藩＞＜二本松藩＞　　　　　　　　　　　　　　│┌長裕┌長保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││└─長秀┬長重─光重─長之＝高寛─高庸─長貴─長祥─長富┬長国┼＝長徳（宇和島伊達宗徳六男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　├長次─長吉─長守─長道─高寛　　　　　　　　　│　　││├──孝一─長聰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（伏原家）└高吉〔藤堂氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─女子│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└────────宣諭─宣足─常麿─宣義　　　　　　　　　├正邦〔正成系稲葉家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（澤家）　　　　（姉小路公遂五男）　　　　　　　　　　　　└勝知〔忠重流水野氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────────＝宣嘉＝宣種　　　　　　　　　〔米沢上杉家〕斉憲┬茂憲　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　┌宣種　　　　　　　　　　　　　　　　　　├┘　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──宣量─宣武　　　　　　　　　　　　　　　└───┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├藤子│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──┘
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秦氏／惟宗氏／島津氏／相州島津家／佐土原島津家／伊作島津家系図

〔秦朝〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔秦氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔惟宗氏〕
　始皇帝………………………………弓月君………酒公…大津父…河勝…直本…允亮…………………………具範─広考─貴重─考近─基言─広言〔島津氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔比企氏〕掃部允├─┬忠久─忠時─久経───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──丹後内侍　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比企尼│　〔若狭島津氏〕　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　└忠季　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安達氏〕盛長─景盛─泰盛　　　　　　│
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　〔近衛家〕経熙┬基前─忠熙┬忠房
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─＝┬敬子（天璋院／篤姫）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌家斉　　　│├
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　〔徳川氏〕吉宗┬家重─家治＝家斉─家慶─家定
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　│　　│　　│├──敦之助〔清水家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　│　　└＝┬─寔子（広大院／茂姫）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　〔一橋家〕││　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　〔清閑寺家〕熙定┐　├宗尹┬治済┴斉敦──┐│ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　┌┴＝┘　　│　│　　　　　││
│　　　　　　┌師久─伊久　　　　　　　　　┌忠治　　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　└浄岸院　　└慈照院　　　お由羅の方
│　　　　　　│　　┌元久　　　　　　　　　├忠隆　　　┌義久　　　　　　　　　　　　　　　　├　┌宗信　├└┐　　　├──久光┐
└┬忠宗─貞久┴氏久┴久豊┬忠国┬立久─忠昌┴勝久＝貴久┴義弘─忠恒─光久─綱久─綱貴─吉貴─継豊┴重年─重豪┴斉宣┬斉興│　　└忠義
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　┌───貴久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┬斉彬＝忠義┬忠重─忠秀─修久
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田治道─弥姫│├　　　　│
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└─栄樹院　　│
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└斉敏〔鳥取池田家〕
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├忠剛┘　　　　　│
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└勝善〔久松松平家〕
　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────┘
　│　　　　　　　　　　　〔相州島津家〕　　│　　〔佐土原島津家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└久範 
　│　　　　　　　　　　　└友久─運久＝忠良┴忠将─以久─忠興─久雄─忠高─惟久─忠雅─久柄─忠持─忠徹─忠寛─忠亮─忠麿＝久範─久永
　〔伊作島津家〕　　　　　　　　│　　┌忠良　　　　　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　 　 　 　　 　　　 　 　 　 　　　　　　　　├──禎久
　└久長─宗久─親忠─久義─勝久─教久＝久逸─善久　　 　 　 　 　 　　　 　 　　 　　　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　　　　　昭和天皇─清宮貴子
　　　　　　　　　　　　　　　　└───久逸

前漢朝／後漢朝／解涜亭侯／東漢氏／坂上氏／田村氏／三春田村氏／一関田村氏／田母神氏／橋本氏／大越氏／仙台大越氏／東京大越家／大越弘毅家／仙
台大越分家／仙台大越別家／三十石大越氏／大蔵氏／秋月氏／松倉氏系図

　　　　　　〔前漢朝〕
　　　　　　　高祖─文帝─景帝┬武帝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔後漢朝〕
　　　　　　　　　　　　　　　└長沙帝王劉発─舂陵節侯劉買─鬱林太守劉外─鉅鹿都尉劉回─南頓県令劉欽─光武帝─明帝─章帝┬和帝　　　〔解涜亭侯〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└河間王劉開─劉淑─劉萇─霊帝─┐
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└┬献帝　　　　　　　　　〔東漢氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔坂上氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［武人四人組］
　└南海王憑─延王─石秋王─阿智使主劉照─高尊王─都賀使主―阿多倍王─掬直┬志拏──駒子─弓束─首名─老──大国─犬飼─苅田麻呂┬田村麻呂───────┐
　　　　　　　　　　　　　（阿智王劉照）　　　　（都賀直）　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　┌───────────────────────────────────────────────────┤　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔大蔵氏〕　　　　　　　　　└登子〔藤原内麻呂室〕　│
　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└爾波伎─角古─久爾─古閉─広隅─国足─泉──麻呂───子足────────┐│
┌───────────────────────────────────（大蔵氏）──────────────────────────────────┘│
│┌──────────────────────────────────（坂上氏）───────────────────────────────────┘
││（坂上氏）　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大膳大夫
││┌─大野─氏高─樹並│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝宗─宗村─義広─政依─宗綱─基宗─行宗─宗遠─政宗─氏宗─持宗─成宗───┐
│││＜広野系＞　　　　│　　　　　　　　　　　　┌広遠　　　　　　　　　　　　〔田村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││├─広野─峰雄─峰益──行松─高時─公統─有行┼有遠─清遠─清行─行衡─行宗─行文─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││＜浄野系＞　　　　│〔田村氏〕　　　　　　　└頼遠　　　　　　［田村郡領］　　　　　　　　　　　　〔三春田村氏〕　　┌定義─則義─清包　　　　　　│
│└┼─浄野─内野─顕麻呂─古哲─顕谷─平顕─友顕─忠顕─吉顕─家顕─実顕─長顕─朝顕─行資─兼顕─政顕┴則顯─光義─綱顯┴輝定─家吉─満顕┬持顕──┐│
│　│［奥州坂上党］　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（輝顕）　　　　〔橋本城主〕││
│　├─滋野　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔橋本氏〕││
│　│　桓武天皇─仁明天皇─文徳天皇─清和天皇　　　　〔清和源氏〕　〔大和源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│右近太夫││
│　│　│　　　　　　　│　　　　　　├───貞純親王─常基王─満仲─頼親─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└常光…┐││
│　│　├────葛井親王─棟貞王──女子　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││
│　└─春子　　　　　　│　　┌──────────────────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││
│　　　├　　　　　　　│　　│　　〔奥州石川氏〕〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：││
│　┌─又子〔桓武宮人〕│　　└─頼遠─有光─元光┬光義─義季─基光─広季─光貞─光長─元盛─盛義─時光─義光─詮持─満持─満朝─義光─持光─成光┐：││
│　└─────────┘　　　　　　　　　　　　│（澤田太郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［磐城氏陪臣］　　　　　　　　│：││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［澤田城主］　　　　　　＜大和源氏奥州石川氏一門＞　　　　　　　　［楢葉猪狩氏譜代］　　　　　　│：││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔澤井氏〕　　　　　　　［澤田城主］　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉澤田氏〕　　　　　　　　│：││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└義基（三郎）　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　大學六世祖父　　　　　　　　│：││
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┴…………………………………………………………◯◯────◯◯─────┐│：││
│（大蔵氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔秋月氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大學五世祖父││：││
└─真勝─広勝─常直─春実─春種─種光─種材─種弘─種資─種生─種雄─種直─種雄─種幸─種家─種頼─種資─種貞─種高─種顕─種道─種忠─種朝─┐││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────────────────────────────────────────────────┘││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　＜日向高鍋藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔日向秋月家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─種時─文種─種実─種長＝種春─種信─種政─種弘─種美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒田氏〕孝高─長政┬忠之　　　　　　　├─┬種茂┬種徳─種任─種樹┬種繁─種苞─種久─種高　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌春姫├─┐│　　　　　　　　└種英　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔秋月黒田家〕　　│　　└晃長〔人吉相良氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└長興─勝子─長貞│　┌──┘└───長舒　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┴長邦┬長恵＝長堅＝長舒　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔上杉氏〕富子　　　┌豊姫　　│└此子─長堅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──綱憲┴吉憲─重定＝治憲（鷹山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉良氏〕義央（上野介）　　　└─治憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：││
┌────────────────────────────────────（楢葉澤田氏〕────────────────────────────┘│：││
│┌───────────────────────────────────（奥州石川氏）─────────────────────────────┘：││
││┌…………………………………………………………………………………………（橋本氏）……………………………………………………………………………………┘││
││：┌─────────────────────────────────（三春田村氏）───────────────────────────────┘│
││：│┌────────────────────────────────（伊達氏）──────────────────────────────────┘
││：││〔磐城氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐竹義重三男）
││：││┬由隆────重隆───┬───＝┬─親隆────常隆─┬─＝貞隆　　　〔亀田磐城氏→→佐竹氏〕
││：││└──────────┐│　　　　│　　　　　　　　　　│　　├─────吉隆
││：││　　　　　　　　　　　││　　　　│　　　　　　　　　　│┌─女子
││：││（伊達氏）　　　　　　││　　　　│　　　　　　　　　　││〔岩谷堂伊達氏〕
││：│└┬尚宗────稙宗─┬──晴宗　　│　　　　　　　　　　└──政隆
││：│　│　　　　　　　　　│││├───┼─輝宗────政宗─┐│　　　　　┌┐
││：│　│　　　　　　　　　││└久保姫　│　　　　　　　├─────忠宗───┼綱宗────綱村──＝┬吉村─┬──宗村──────────────┐
││：│　│　　　　　　　　　││　　　　　│　　　　　┌─愛姫　││〔吉岡伊達氏〕　　　　　┌─────┘　　　│〔登米伊達家〕　　　　　　　　　　　│
││：│　〔相馬氏〕　　　　　││　　　　　│　　　　　│　　　　├──宗清　　│〔宮床伊達氏〕　　　　　　　　　├─（村勝）┬＝┬村良───────┐│
││：│　│胤頼────憲胤────顕胤　　│┌──┐　│　　　　││　　　　　└─宗房───┴村興────村茂────村嘉────────────┐││
││：│　│　　　　　　　　　││　├────┴盛胤│　│　長門守││　　　　　　│大膳亮　　　　　　　　　　　　└───────┘　　　　　　　　│││
││：│　〔掛田氏〕　　　　　├──屋形御前│　├────┬義胤──┴─利胤────義胤───＝忠胤────昌胤───＝叙胤　│　　　　　　　　　　│││
││：│　└義宗────◯◯────義宗─┬──掛田御前│└真如院〔亘理重宗室〕　│　　　　　（土屋利直次男）　　　　（佐竹義処男）　　　　　　　　│││
││：│（田村氏）┌─────────────────────────────────────────────────────┘　　　　　　　　　　│││
││：└┬─直顕───┬盛顕───┬義顕　││　　　│　│　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││：　│（重顕）│　│　　　│││├────┬隆顕│　└───┐│　　　　　［内分分知大名］＜一関藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││：　│　　　　│　│　　　│└─女子　│││├───┬─清顕││　　　　　　　＜岩沼藩＞　〔一関田村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││：　│　　　　│　│　　　└────────女子│　│　├─┴─＝┬宗顕─┬＝┴宗良────建顕───＝誠顕───＝村顕───────────┐│││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　│││　　└───於北　│　│　　　└──定広〔片倉喜多養子〕　（旗本田村　（宇和島宗贇男）　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│（橋本氏／小野氏）　└─氏顕───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　顕当男）　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　│││刑部　　　　右衛門│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　││├憲顯──┬─清康（隆信？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　│││（顕徳／貞綱？）　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　│││　　　　└─顕俊　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　│││梅雪斎　　　右馬頭│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│　　　││└顯基────清通　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　│月斎　││　宮内少輔　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│　　　　│　│　　　　　└顯頼────顯康　　　〔仙台田母神氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　│〔田母神氏〕│　　　　　　　　　││　（顕貞）　　源右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　└─清重──┬─貞重────貞長───┬貞俊────徳重　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　　　　　　││〔常葉氏〕　［大越城主］〔小沼氏〕　　　　　│　〔三十石大越氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：　　　　　　│└─朝貞　　　〔大越氏〕│└貞浄　　　　　　　│　　内記────平左衛門──平左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││：（橋本氏）　│　│　　　　　　山城守││　摂津守　　　　　　│　〔大越氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││└………………………………………常光────利顕　　　　紀伊守│　　備前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　││　├────┬顕光（橋本信貫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　└──女子　　　│├───┬─左近〔住相馬〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　┌─女子　│├─若狭〔住秋田〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　││　　　│└＝右近（正光）〔住相馬〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　││　　┌───正光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　│└定光┴───久光〔住相馬〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　│［大越城主］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　├─甲斐守──┬因幡〔住秋田〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　│（未了）│　└甚右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　〔橋本氏〕　　　　　　│〔大越氏〕│　　　　│　［仙台伊達家臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　└◯◯────◯◯────◯◯　　│〔仙台大越氏〕十左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　├───┼①源兵衛─┬②茂世（茂作）十左衛門　　　　　　┌─油井茂兵衛妻　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　磐城氏女│　　　　││　├──┬＝③茂貞　　　（内膳）　├─遠藤弥左衛門妻　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│（磐城常隆乳母）　　││┌女子　│　（天野氏）　　十左衛門│　源太夫　　　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│││　　　│　　├───┬④茂辰──┼⑤茂邦　　　　十左衛門　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│││　　　│　　米倉七兵衛女　　　　│　├───┬⑥茂慶　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│└─惣兵衛───久内　　│　　　　　│桶渡弥右衛門女├───────────┐││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│┌┘　　　│　　　　　　├─丹野善右衛門春次妻　│　浅井八郎左衛門女　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　├─八郎　　│　　　　　├─大石孫右衛門妻　　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　│　〔米倉清太夫養子〕　├─手塚右源治妻　　　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　├─渡邉助左衛門妻　　　├─亘〔武田九兵衛養子〕　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　（亮介）　　　　　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　│〔仙台　　│　　　　　└─蔵太〔高橋久兵衛養子〕　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　│　大越分家〕　円之助　　　（伊兵衛）　　　　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　│　五左衛門└─茂慶　　　　定五郎　　　　　　　　　│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　　　　　└①茂樹──＝②茂慶───③茂格─────────┐│││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　〔仙台　　　　（幾之丞）　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　││　　　　│　　大越別家〕　九大夫　┌③宣尭　　　　　　　　　　　　　　　││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　〔後藤氏〕加賀───①勘五郎　　　左七郎　│　勘右衛門　　勘五郎　　　　　　　　││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　├───＝②宣重──┴④利尭──＝⑤尭泰────────┐││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　├──大越茂世女　　　　　　　　　　　　（富田覚之丞良光次男）│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─善右衛門──善右衛門──勘五郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││　
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　│　┌兼義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔奥山氏〕┬兼清───┴重信────常信────常尚─＝┬─清福────清高　　│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　〔吉岡奥山家〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　└常良────大学常辰　　　　　　　　　　　　│〔小野田奥山家〕　　　│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　│　　├────┬常定────常有─┬──良風……┬─◯◯─┐│││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　└──大越茂世女├芳賀頼久　　　　　└┘　　　　　│　　　　││││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　［葛西家臣／小塚館主］　└三分一所景益　　　　　　　　　　│　　　　││││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　〔小塚氏〕　　　　　　　（横尾）　　　　　　　　　　　　　│　　　　││││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│┌─織部則安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　││［伊達家臣／保春院義姫付侍］　　　　　　　　　┌─────┘　　　　││││││││
││　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　［最上家臣］〔仙台松倉氏〕　　　　　　　　　　　［大番頭］│　道之助（九十郎）　││││││││
││（奥州石川氏）│　　　　　　　　　　　　│〔山形松倉氏〕兵庫──┴─与惣右衛門─一郎兵衛──善八────作左衛門─＝常永──────┐││││││││
│└────尚光────稙光────晴光┬＝┴─昭光　　　〔角田石川氏〕　　　　　（市郎兵衛）　　　　　　　　　　　└─九十郎　　　　　│││││││││
│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　├─────義宗────宗敬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││
│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　└───照子　　　　　　　│　　├─────宗弘──┬＝宗恒──＝┬村弘───────────┐│││││││││
│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──牟宇姫　　　　　　　│（岩出山伊達家）　　　　　　　　　　　　││││││││││
│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台伊達家陪臣］　　　　　　　　└──────┘　　　　　　　　　　　　　││││││││││
│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］　　　　　　　　　　　　新右衛門／　　││││││││││
│（楢葉　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒川澤田氏〕〔黒川澤田家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　新太夫門　　　││││││││││
│　澤田氏）大學高祖父　大學曽祖父　大學祖父　　大學父　　〔胆沢澤田家〕加兵衛　　　利義男　　　利永父　　　甚兵衛　　　九十九　　　　││││││││││
└─────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯───①大學───②利義───③◯◯───④◯◯───⑤利永───⑥亮長────┐││││││││││
┌────────────────────────────────────（黒川澤田氏）──────────────────────┘││││││││││
│┌───────────────────────────────────（角田石川氏）───────────────────────┘│││││││││
││┌──────────────────────────────────（仙台松倉氏）────────────────────────┘││││││││
│││┌─────────────────────────────────（小野田奥山家）────────────────────────┘│││││││
││││┌────│───────────────────────────（仙台大越別家）─────────────────────────┘││││││
│││││┌───────────────────────────────（仙台大越分家）──────────────────────────┘│││││
││││││┌──────────────────────────────（仙台大越氏）────────────────────────────┘││││
│││││││┌─────────────────────────────（一関田村氏──────────────────────────────┘│││
││││││││┌────────────────────────────（宮床伊達氏）──────────────────────────────┘││
│││││││││┌───────────────────────────（登米伊達家）───────────────────────────────┘│
││││││││││┌──────────────────────────（伊達氏）──────────────────────────────────┘
│││││││││││（伊達氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝┬茂村（田村通顕）
││││││││││└┬重村────斉村──┬─周宗──＝┬斉宗──＝┬斉義─┬＝┬斉邦──＝┬慶邦─┼──宗基＝┬──邦宗────興宗────貞宗─泰宗
││││││││││　〔中村氏〕　　　　　　└──────┘　　　　　│　　　└───────┘　　　└─────┘
││││││││││　└村由─────────┐　　　　┌────────────┘　　　　　　　　　　　│
││││││││││（登米伊達家）　　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔猪狩氏〕隆明
│││││││││└───────┬村幸───＝宗充──┴─邦寧　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─────隆
││││││││││　　　　　　　│　　　┌─────────────┘　　　　　　　〔横山氏〕有五────貞子
││││││││││　　　　　　　│　　　│　│　　　　　　　　　　　〔奥海氏〕　　　　　　┌─┤　　　　│
││││││││││　　　　　　　│　　　│　│　　　　　　　　　　┌─ヒサ────◯◯────みね　　　│
││││││││││　　　　　　　│　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└─洋司〔宮床伊達氏〕
│││││││││（宮床伊達氏）　│　　　│┌─宗広　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　├─────久
││││││││└──＝村烈────宗規──┴─宗賢────邦孚──┼─◯◯────きん────宮子　　　│
││││││││　│　　（川崎伊達氏）　　│　│　　　　　　　　　　└───────賢孝　　　　　　　　　│
││││││││（一関田村氏）　　│　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││└＝┴──村隆──＝┴村資　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　（登米村勝）　├──┼＝┴宗顕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────┘
│││││││　　　　　　　　　　　阿琴　│　　├───┬─邦顕──＝┬邦行───（通顕）┴＝┬邦栄──┬─崇顕──＝┬丕顕────良顕────護顕
│││││││　　　　　　　（脇坂安親女）├──かね　　└──────┘　　　　　　　　　　　│　　　　└──────┘
│││││││　　　　　　　　　　　　　　│　（宣寿院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　山岸孫一郎女　　　└──顕彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　├───┬─他蔵〔梅森与八郎養子〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　（要七）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　└─細谷義四郎妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　┌─小嶋金治妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　錦戸源兵衛女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　　│　　┌＜女子＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　　├──┼─大和田栄之進妻　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　　│　　├＜女子＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　　│　　├─亀掛川彦輔妻　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　　│　　└─星健三郎包弘妻　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　四竈卯兵衛女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　├─────房治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││││　　　　　│　　　│　││　　　〔青野氏〕　　菊代（佐藤氏）　　　　　　　　　　│
│││││││（仙台　　│　　　│　││　　　┬十郎　　　　│　　┌┐〔大越弘毅家〕　　　　　│
│││││││　大越氏）兵彌　　│　││　　　└とみえ　　　├　　│├①弘毅───②十郎───③幸雄───④壮展
││││││└───┬⑦茂門　　│　十左衛門　　├　　　　［仙台藩参政（若年寄）］　　　　　　│
││││││　　　　│　├───┴⑧茂善　　　　金太夫　　〔東京大越家〕　　　　　　　　　　　│
││││││　　　　│遠藤弥兵衛養妹├────⑨茂庸　　　　文五郎（佑之進／仲）　　　　　　　│
││││││　　　　└─内海亘妻　　浅井栄之丞女├───┬⑩佑之　││［旅順市長］　　　　　　│
││││││　　　　　　五左衛門　　　　　　　　齋藤孫三郎女├───┼⑪文平　　　　　　　　　│
││││││　　　┌──茂知　　　　　　　　　　　　　　│　村田氏女│　├───┬⑫茂文　　　│
││││││　　　│　　幾之丞　　　　　　　　　　　　　├─忠之進││　すゞ子　│　├──┬─⑬茂隆
││││││（仙台│　（白川小左衛門親継次男）　　　　　│　　　　││（松井氏）│　行　　│　│├────┬麻里子
│││││└───┼＝④茂最（茂広）定八　　　　　　　　│　　　　│├─文蔵　　└─文二　│　│比佐子　　└文絵
│││││　　大越分家）├────⑤茂清　　　　　　　　│　　　　│└─阿沙　　　　├　　│　│（木村氏）┌純子
│││││　　　　└──女子　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　〔柴田氏〕　はな　└──茂和───┼茂浩
│││││（仙台大越別家）勘右衛門　萬太夫　　　雄三郎　└─保之進─┬─◯◯─┐　　　　　　　│　　　　　└茂明
││││└──────＝⑥道泰──⑦寛泰─┬＝⑧行泰（橋本市郎兵衛││　　　　│　　　　　　　│　
││││　　　　　　　　（尭行／早川齋惟　│　　├　　俊道三男）　││　　　　│　　　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　　　義男）└──女子　　　　　　　││　　　　│　　　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　┌─────────────────┘　　　　│　　　　　　　│
││││（小野田奥山家）　　　　│　　　　　┌────────────────┘　　　　　　　│
│││└────────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯
│││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　［郡奉行・出入司／兵器・軍艦奉行］　│
│││（仙台松倉氏）　　　　　　│　　　　　│［町奉行］　［伊達家家令／仙台区長］　　　　　　│
││└─────────常矩　　│　　　　　│　新市郎／　　良助（良輔）　　　　　　　　　　　│
││　　　　　　　　　　├─────平馬　　│　三右衛門　　亘　　│　［宮城農学校教員］　　　│ 
││　　　　　　　　　　りん　　│　├─┬───保定────恂─────卯平　　　　　　　　　〔大泉氏〕
││　　　　　　　　　（れん）　└─さた│　│〔松倉求馬家〕　　　│　　　　　　　　　　　　　│◯◯
││　　　　　　　　　　　　　　（次女）├───求馬　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│├─────まり
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　├─────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　さたよ（佐々木円治＝つね長女）　　　　　　　　│
││（角田石川氏）　　　　　　　　　　　└＝┴─女子　　　　　　　│┌─光尚　　　　　　　　　│
│└──────────村満────村俊────村文────村任──┴─宗光────義光───┴邦光────小膳
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒川澤田氏嫡流〕　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　［部屋住］　［仙台伊達家陪臣］　│
│（黒川澤田氏）　　　　　　　　　（源太郎）　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］
└─────────┬⑦亮之─┬─＝勇蔵　　　〔下ｼﾀの家黒川澤田家〕　［仙台佐々重大番頭］
　　　　　　　　　　│　　　　│　　├────⑩清重───⑪一馬───⑫金吾（金五郎）
　　　　　　　　　　│　　　　├──お津ま　　　　　　　　　　　　│　　├──┬＝⑬辰五郎　　［鶴巣農協組合長］
　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└──まつゑ│　　├───┬⑭金太郎──⑮力────⑯智─────充博
　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大越氏）└──ゆゑ　　│〔黒川澤田分家〕
　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├①亥兵衛─┬②元────③裕子────航丞
　　　　　　　　　　│［吉岡八幡随身門棟梁］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│［本稿筆者］
　　　　　　　　　　│［仙台猪狩氏家中］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─諭
　　　［猪狩家侍女］│〔下ｼﾓの家音羽氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［仙台高等技芸学校長］
　　　　　　おとわ─＝①嗣忠　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─てる子〔目黒家〕
　　　　　　　　　　│　├───＝②孝信（富谷村熊谷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌⑦昭一────喜久夫
　　　　　　　　　　└─お津め│　　├───┬③養蔵───④三代吉─┬⑤福治─┬─⑥興夷──┴⑧昭貳───⑨秀一
　　　　　　　　　　　　　　　├──お紀さ　│〔上ｶﾐの家音羽分家？〕│〔新宅音羽分家〕
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└─雄治　　　　　　　　└①養右衛門┌②養次郎─┐
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┴③清光─┬＝④充男
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─まさを│　　　　　││　├────⑤孝雄
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────┘　　　　　│└─勝子
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　［仙台猪狩氏家中］　　　　　　　│　〔富谷音羽分家〕
　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔黒川澤田氏別流〕　　　　　　　└─①光男────◯◯
　　　　　　　　　　　　　　　├＝⑧茂行　　　　　　　　　〔上ｳｴの家黒川澤田家〕　　　　　　┌④栄───┐
　　　　　　　　　　　　　　　│　　├────⑨甚之助──①恒三郎──②甚三郎──③蔀───┴⑤正──＝┴⑥一男─┬＝⑦美智男
　　　　　　　　　　　　　　　└──多利乃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├──────明典
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─明美

跋

「わたし」が存在するためには父母が要る
父母が存在するためには４人の祖父母が要る

４人の祖父母が存在するためには８人の曾祖父母が要る
こうして例えば澤田本家第六代当主力には64人の直系祖親が存在した

これは自然の摂理である
これらの直系祖親の内のただ一人が欠けてさえも澤田家は存続しえなかった

さらに力の嫡孫でやがて澤田本家八代を継ぐであろう充博には
まことに 256人の直系祖親が現実に存在した

この間に黒川澤田氏は二百数十年の歴史を経過している
それ以前の仙台・楢葉・石川各澤田氏の長い歴史は今日では埋もれてしまっているが

だからといってそれは消滅してしまったわけではない
その存在は絶対的必然である

楢葉澤田氏が仙台澤田氏となった17世紀初頭まで
約 400年・13代さかのぼると

じつに 4,096人の直祖系親が数えられる
13世紀の石川澤田氏まで約 800年・27代さかのぼれば
驚くなかれ約67,108,864人の直系祖親が存在し

１代で現在の日本の人口に匹敵する規模に達する！

さらにその先をたずねれば石川氏ついには清和源氏へと至る
まことに気の遠くなるような話であるが
これは厳然たる数学的・歴史的事実である

我々の「いのち」とはこのようなものである
我々はこのような連鎖の中に生を受けている存在なのである

これまでも
いまも
これからも
……………
……………
……………
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