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源氏
源氏二十一流／嵯峨源氏／定流／融流／仁明源氏／渡辺氏／松浦氏／光孝源氏／慶派／醍醐源氏／高明流／花山源氏／白川伯王家系図

清和源氏①多田源氏／摂津源氏／多田氏／頼政流／大河内氏／美濃源氏／土岐氏／土井氏／明智氏／浅野氏系図
清和源氏②大和源氏①奥州石川氏／角田石川氏／石川澤田氏／楢葉澤田氏／黒川澤田氏／胆沢澤田家／黒川澤田家／宇野氏／江川氏系図
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黒川澤田家系図

清和源氏④河内源氏①／源家／鎌倉将軍家／木曽系／三沢氏／仙台三沢氏系図
清和源氏⑤河内源氏②義国流①足利氏／室町将軍家／阿波平島公方家／関東管領家／古河公方家／小弓公方家／喜連川氏／喜連川足利氏／篠川公方家／稲村公方家／石塔氏／一色氏／足利尾張家／斯波氏
／武衛家／高水寺斯波家／大野斯波家／大崎氏／内ヶ崎氏／最上氏／中野氏／黒川氏／蒜袋黒川家／下草黒川家／大衡氏／八森氏／石橋氏／塩松石橋氏／渋川氏／奥州吉良氏／世田谷吉良氏／蒔田氏／吉
良氏／西条吉良家／東条吉良家／東条氏／吉良氏（再興）／岡山氏／荒川氏／西尾氏／今川氏／高家今川氏／高家品川氏／岩松氏／田中氏／細川氏／京兆家／野州家／典廐家／和泉細川家／肥後細川家／
谷田部藩主家／阿波細川家／仁木氏／丹波仁木氏／伊勢仁木氏／伊賀仁木氏／榊原氏／式部大輔家／大須賀氏／久能榊原氏／新田氏／仙台新田氏／仙台中村氏／藤沢氏（仙台）／横瀬氏／由良氏／脇屋氏

／里見氏／安房里見氏／天童氏／世良田（得川）氏？／山名氏系図
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清和源氏⑦／河内源氏④／頼清流／村上氏／政清系／頼季流／保科氏／会津松平家／満政流／水野氏／満快流／夏目氏系図

宇多源氏／庭田家／大原家／綾小路家／近江源氏／佐々木氏／六角氏／京極氏／尼子氏／黒田氏／湯村氏／白石湯村氏／宮床湯村氏系図
村上源氏／中院流／久我家／久世家／岩倉家／千種家／中院家／北畠家／星合氏／伊勢北畠家／名和氏／赤松氏／奥平氏／奥平松平家／別所氏系図
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　　　　　　　　　　　　　　┌┐　　　　　　　　　　　　┌┐
　　　　　　　　　┌─長良─┴─高経───惟岳───倫寧─┼─長能
　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　菅原孝標
　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　││　├────菅原孝標女
　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│└─女子　　〔滋野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔海野氏〕
　　　　　　　　　│　　　　　├─────高子　　　　　│　┌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
　　　　　　　　　│　　　　┌─文徳天皇┐├───┬陽成天皇│　┌───定流俊女〔摂津源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔真田氏〕
　　　　　　　　　│　　　　││├────清和天皇└貞保親王┘　│　　　├────頼光───頼国────頼綱────仲政───頼政　　　　　　　└幸春
　春子（坂上田村麻呂女）　┌──明子　　│├────貞純親王〔清和源氏〕〔多田源氏〕
　├────葛井親王─棟貞王───────女子　　　├────常基王──満仲┐　〔大和源氏〕　　　　　〔奥州石川氏〕　　　　〔澤田氏遠祖〕
　│　　　　　　　│　　　│││　　　　│　　　┌─柄子│　　　│　　　├──┬─頼親───頼遠────有光────元光───光義（澤田太郎）
　│　　　　　　　│　　　│││　　　　〔文徳源氏〕　　│　　　│　　　藤原南家巨勢麻呂流致忠女　　　　　　　　　　　　　　　├────義季　　　┌頼家
　│　　　　　　　│　　　│││　　　　└能有───当時───相職───惟正││〔河内源氏〕　　　　　〔源家〕　┌─義親─┐┌法成院　　　　〔鎌倉将軍家〕
　│　　　　　　　│　　　│││　　　　　├──┘　　　│　　　│　　　　　│└─頼信─┬─頼義───┬義家──┼───＝┴─為義───義朝─頼朝┴実朝
　│　　　　　　　│　　　│││　　　┌─女子　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　　〔新田氏〕
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　┌─義重───義兼──義房──┐
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　│＜義国流＞〔足利氏〕　　　　　　　　　│
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　└─義国─┴─義康───義兼──義氏─┐│
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　＜義光流＞〔常陸源氏〕〔佐竹氏〕　　　　　　　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　└義光──┬─義業──┴義昌　　　　　　　　　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│〔甲斐源氏〕　　　　〔武田氏〕　　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　├─義清───清光──┬信義〔南部氏〕││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│〔平賀氏〕　　　　　└遠光─光行　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　└─盛義───義信───朝雅　　　　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　│＜頼清流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　〔信濃村上氏〕　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　┌実頼│　　　│　　　　　│　　　　　├─頼清────仲宗────仲清───盛満───為国　　　　　││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　　　│├　└──藤原道綱母　　│　　　　　│＜頼季流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔保科氏〕││
　│　　　　　　　│　　　│││　　　│　　　┌──婉子女王　├────道綱│　　　　　└─頼季────満実─光平─光長──忠長─長直─長時─光利　　││
〔藤原北家〕冬嗣─┼─良房─＝┴基経─┴─忠平──┼師輔─┬─兼家　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔近衛家〕　　　││
　│　　　　　　　│　├─┘　　　　　　　　　│　│　　　│　├────道長───頼通───師実────師通────忠実───忠通─┬─基実　　　　　││
　│　　　　　　　│┌潔姫　│　　　　　　　　│　│　　　│┌時姫　　　│　│　＜中御門流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔九条家〕　　　││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　│　　　││　│　　　├───┬頼宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─兼実────┐││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　│　　　││　│┌──明子│　＜御子左流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　│　　　││　││　［陸奥守］└長家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　└師尹───定時───実方───貞叙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　││　││　（実方中将）├────成尋阿闍梨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　＜山蔭流＞　　　││　││　　　　│　┌女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　山蔭──中正──┴安親───為盛───定任───実宗────季孝────家周───光隆───朝宗　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│〔醍醐源氏〕　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│┌克明親王─博雅│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│＜高明流＞　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│［西宮左大臣］　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│├高明───致賢│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　│││││┌─忠賢│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　││├──┼─俊賢──┴隆国───俊明────国明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　├─女子││　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　││├─┴──経房│　　　　　　　　　　　　〔花山王氏〕〔花山源氏〕　　　　　　　　　　　│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│　　　　　├─愛宮┌──冷泉天皇┬花山天皇─清仁親王──延信王───康資王──顕康王──顕広王──┐│││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　│┌─────────────┘　│├　　　　　　　　　　　　　　　［神祇伯］　　　　　　　　　　　││││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　└───────────────┬─婉子女王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　　│　　　　││││││　　　　│〔冷泉源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　　│　　　　││││││　　　　│├◯◯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　│　　　　　　　││　　　│　　　　　　　　　│　　　　││││││〔村上源氏為平流〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
〔天皇家〕　　　　││　　　│　　　　　　　　　│　　　　││││││［染殿式部卿］　　　　　　　　　〔三条源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　││││
＜桓武朝＞　　　　││　　　│　　　　　　　　　│　　　　││││├──為平親王└三条天皇─敦明親王──基平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　桓武天皇　　　　└─順子　│　　　　　　　　　│　　　　││││││　├──┴─憲定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　├───┬嵯峨天皇│├──┘　　　　　　　　　│　　　　│││││├─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　乙牟漏　│├───┼仁明天皇┬光孝天皇┬宇多天皇┬醍醐天皇┴村上天皇─具平親王〔村上源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
（藤原式家│橘嘉智子│　　　　│　　　　│　　　││　　　│　││││　├────師房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　良継女）│　　　　│　　　　│　　　　│　　　││　　　│　│││└─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　││　　　│　├─┴──円融天皇─一条天皇─後朱雀天皇─後三条天皇┬白河天皇─堀河天皇─後白河─┐││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　││　　　└─安子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔後三条源氏〕天皇　│││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　││　　　　〔宇多源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└輔仁親王─有仁　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│└敦実親王─雅信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　　　　〔光孝源氏〕　　　　　　　　　［七条仏所］＜慶派＞　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　└是忠親王─英我王──康行───康尚───定朝───覚助────頼助────康助───康慶──運慶─湛慶│││││
　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　［仏師］　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜別宗松浦＞　　　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　〔源氏二十一流〕　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　＜上松浦党＞┌─頼────好────弘──武│││││
　　　　　│　　　　〔嵯峨　　〔仁明源氏〕　　　│　　　　　＜渡辺党＞　　　　　　　　　　　　　　　┌─正　　　│＜本宗松浦＞　　　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　│源氏〕　└光────賢────敦　　　〔渡辺氏〕　　　　　　　　　　〔松浦氏〕│＜下松浦党＞〔相神浦松浦氏〕　　　　　　　│││││
　　　　　│　　　　├信　　　　　　　　　　　　│　├─＝┬─綱────授────泰────久───┴─直───┼─清────遶────直──┐│││││
　　　　　│　　　　＜定流＞　　　　　　　　　　└─女子　│［頼光四天王筆頭］　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔峯氏〕　　　　　　　　　　││││││
　　　　　│　　　　├定────唱────俊──────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─披────持────繁─┐││││││
　　　　　│　　　　├常　　　　　　………護──┬─扶　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　│　　　　　　┌──────┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　＜融流＞　　　│┌─────┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　［河原左大臣］││┌────┘　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　└融────昇────仕────宛──┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　〔桓武平氏高棟流〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───┐　　　　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　┌高棟王──惟範───時望───直材───親信───行義───範国───経方────知信────時信─┴─時忠　　　　　│││││││
　　　　　│　　　　│　　　　〔桓武平氏高望流〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　└葛原親王┴高見王──高望王─┬国香　　〔伊勢平氏〕　　　　　　　　　　　　　　〔平家〕　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　││││├────貞盛───維衡───正度───正衡───正盛────忠盛────清盛　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　└───女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├────宗盛　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├良兼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└時子　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└良正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
┌────────────────────────────────────（峯氏）─────────────────────────────┘││││││ 
│┌───────────────────────────────────（相神浦松浦氏）──────────────────────────┘│││││
││┌──────────────────────────────────（桓武朝）──────────────────────────────┘││││
│││┌─────────────────────────────────（花山源氏）──────────────────────────────┘│││
││││┌────────────────────────────────（九条家）────────────────────────────────┘││
│││││┌───────────────────────────────（足利氏）─────────────────────────────────┘│
││││││┌──────────────────────────────（新田氏）──────────────────────────────────┘
│││││││（新田氏）
││││││└───政義───政氏────基氏────朝氏────義貞
││││││（足利氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔室町将軍家〕
│││││└────泰氏───頼氏────家時────貞氏────尊氏　　　┌──────┐
│││││（九条家）　　　　　　　　　　〔摂家将軍家〕　　　　　〔宮将軍家〕〔後嵯峨源氏〕│
││││└─────道家───良経────頼経────頼嗣　　　┌宗尊親王──惟康王───┘
││││（花山源氏）　　　　　　　　　　　　　　　　〔白川伯王家〕　　　　　└女子
│││└──────仲資王──業資王───資光王───資邦王　　│　　　　　　├────守邦親王
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌久明親王　　　　　　〔後深草源氏〕
│││　　　　　　〔後白河源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├────久良親王──宗明
│││（桓武朝）　┌以仁王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜持明院統＞│冷泉為相女　　　　　　＜北朝＞　　　　　　〔伏見宮家〕　　　　　┌────┐
││└─後白河天皇┴高倉天皇─後鳥羽天皇┬土御門天皇─後嵯峨天皇┼後深草天皇┴伏見天皇─後伏見天皇──光厳天皇──崇光天皇─栄仁親王─貞成親王┴貞常親王│
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔順徳源氏〕＜大覚寺統＞　　　　　＜南朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││（相神浦　　　　　　　　　　　　　　└順徳天皇─┬忠成王　　└亀山天皇──後宇多天皇─後醍醐天皇─後村上天皇─後亀山天皇　　　　　　　　　　　　　　│
││　松浦氏）　（鷹島氏）　　　　　　　　　　　　　└善統親王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│└──定───＝正─────定─────勝─────延─────進─────盛─────定─────政─────宗金─＝┬親　　　　　　　　　　　　　│
│（峯氏）　　　〔平戸松浦氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌志佐純元─┐　　　　　　　　　　＜平戸藩＞　　　　　　　　　　│
└──＝湛────答─────與栄────安正────昌栄────是興────豊久───┴弘定──＝┴興信────隆信─┬─鎮信───久信──────┐│
　　　　　　　　（宇久太男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┘　　　　　　　　　　　　　││
┌────────────────────────────────────（平戸松浦氏）───────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────（伏見宮家）─────────────────────────────────┘
││（伏見宮家）
││＜伏見朝＞
│└──後花園天皇─後土御門天皇─後柏原天皇─後奈良天皇─正親町天皇─誠仁親王┬後陽成天皇─後水尾天皇
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔八条（桂）宮家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└智仁親王┬─智忠親王
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔正親町源氏〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔広幡家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─忠幸
│（平戸松浦氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─秋───┐
└───隆信────鎮信─────篤信────誠信────政信────清────熈───┴─曜──＝┴詮─────厚────陞────素────章

清和源氏①多田源氏／摂津源氏／多田氏／頼政流／大河内氏／美濃源氏／土岐氏／土井氏／明智氏／浅野氏／系図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─光孝天皇─宇多天皇──醍醐天皇──村上天皇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔文徳源氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌能有────当時────相職──惟正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天皇家〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜桓武朝＞　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌─女子　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桓武天皇　　　　　　　　　　　　　│┌─────高子　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──────嵯峨天皇　　　　　　││　　　││├────┬陽成天皇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原式家乙牟漏├─────仁明天皇┘│　　　│││　　　│└貞保親王　　　　　〔滋野氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　橘嘉智子　　├─────文徳天皇┘│　　　│　├─────目宮王─善淵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌順子　　　│├────清和天皇│　滋野恒蔭女　　　　（善淵王）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　┌──明子　│　├─────貞純親王
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──────葛井親王──棟貞王────────女子　　│　├─────────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂上田村麻呂─春子　　　　　　　　　　├長良───┤　　　│　　　　　└─柄子　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤原北家〕内麻呂────冬嗣───┴良房─┴＝┴基経─┴─忠平────師輔────兼家──道長　　│
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│〔清和源氏〕〔多田源氏〕［武人四人組］　
└─経基王─┬─満仲──┐〔摂津源氏〕〔多田氏〕　┌頼弘
　（六孫王）│　├─────頼光────頼国───┼頼綱───┬明国────行国────盛綱─行綱┬定綱─光綱─重綱─重綱─長重─重国
　　　　　　│　嵯峨源氏│〔仁明源氏〕　　　　　　│　　　　　＜頼政流＞　［源三位］　　　　　　　└基綱
　　　　　　│　定流俊女│　敦　　　　〔渡辺氏〕　│　　　　　└仲政───┬頼政──┬─仲綱─宗綱
　　　　　　│　│　　　│　├────＝綱［頼光四天王筆頭］　　　　　　　│　　　　├─二条院讃岐〔大河内氏〕
　　　　　　│　│　　　└─女子　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　└＝兼綱─顕綱─政顕─行重─宗綱─貞綱─光将─国綱─光綱──────┐
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├頼行────兼綱　　　　　　┌定親─師親─貞秀……………………………………┐│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└泰政〔池田氏〕　　　　　　　│　　　　　┌頼康　　　　　　　　　　　　　　：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔明智氏〕　　　　　　　　　　　　：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├頼兼＝頼重（土岐頼基男）　　　　：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│├──頼篤─国篤────┐：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　〔美濃源氏〕　　　　　　　　　　　　〔土岐氏〕　　　　│　　┌頼遠│　　└女子　（一色義遠男）　　│：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　└国房────光国────光長────光衡┬光行─光定┴頼貞┼頼清┴頼忠─頼益─持益＝成頼───┐│：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大和越智氏〕　　│　　　　　　　　└頼基┬頼重〔明智氏〕　　　　　　　││：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌頼風────頼安〔宇野氏〕　〔浅野氏〕　　　　　　　└頼明　　　　　　　　　　　　││：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　┌頼房────頼俊───┼頼治────頼弘┬親治　　　└光時─光房─光忠─光盛─国盛─頼隆─頼長─長直──┐││：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　〔豊島氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└───元弘　　　〔朝日氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└頼景────惟風────頼章────頼清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　│　　　　〔大和源氏〕│　　　　　〔奥州石川氏〕　　　　　〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　├───┬─頼親───┴頼遠────有光────元光──┬─光義（澤田太郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　藤原南家巨勢麻呂流致忠女　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─────義季────基光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──法成院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││［澤田城主］　　　　　　＜奥州石川一族＞　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││〔澤井氏〕　　　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└─義基（澤井三郎）　　　┴……………………（不詳）……………………　　│││：│
　　　　　　│　　　　　│〔河内源氏〕　　　　　　〔源家〕　　┌義親───┐　　　　　　　　　　　┌頼家─公暁　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　└─頼信───┬頼義───┬義家───┼────＝┴為義────義朝─頼朝┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　├義綱　　　│　　　│　　　　　　　〔山名氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　　　　　　　┌義範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　　　　　　　〔里見氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　〔新田氏〕　├義俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　┌義重───┴義兼─義房─政義─政氏─基氏─朝氏─義貞　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　〔世良田（得川）氏？〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　└義季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　〔細川氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　┌義清〔畠山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　┌義純〔奥州吉良氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　┌義継　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　〔吉良氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　├長氏┬満氏　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　〔今川氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　└国氏　　　　　　〔石橋氏〕　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　┌義利─義博─和義─棟義　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　〔足利尾張家〕　　　　　〔斯波氏〕　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　├家氏┴宗家─宗氏┬高経─義将　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　〔大崎氏〕　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　└家兼┬直持　　　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　〔最上氏〕　　　　　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　└兼頼─直家─満直─┐│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌────┘│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　〔渋川氏〕　　　　　　　　　　　　└┬満家　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　│　　├義顕〔石塔氏〕　　　　　　　　　　〔黒川氏〕│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　＜義国流＞　〔足利氏〕　│　　│　　│　　┌相義─頼茂　　　　　　　　　└氏直　　│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　└義国───┴義康───┴義兼┴義氏┴泰氏┴頼氏─家時─貞氏┬尊氏┬義詮─義満─┐│││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　＜義光流＞　〔常陸源氏〕〔佐竹氏〕　　　　〔信濃源氏〕〔一色氏〕　　　　└直義〔関東管領家〕││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　└義光───┬義業─┴──義昌　　　　　　〔小笠原氏〕└公深　　　　　　　　　└基氏───┐││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔甲斐源氏〕〔武田氏〕　　　　┌長清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├義清────清光───┬信義〔南部氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔平賀氏〕　　　　　　　└遠光┴光行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└盛義────義信────朝雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　＜頼清流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔村上氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├頼清────仲宗────仲清────盛満────為国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔井上氏〕　　　　　　　　　　　　　〔保科氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　└頼季────満実────光平────光長────忠長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│＜満政流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔浦野氏〕　〔小河氏〕　　　　〔水野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　├─満政────忠重────定宗────重宗────重実────重遠────重房─重清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　├─満季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　│＜満快流＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔村上氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　└─満快────満国────為満────為公────為邦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││：│
┌───────────────────────────────────（関東管領家）───────────────────────────┘││││：│
│┌──────────────────────────────────（足利氏）──────────────────────────────┘│││：│
││┌─────────────────────────────────（浅野氏）───────────────────────────────┘││：│
│││┌────────────────────────────────（土岐氏）────────────────────────────────┘│：│
││││┌───────────────────────────────（明智氏）─────────────────────────────────┘：│
│││││┌………………………………………………………………………………（土岐氏）…………………………………………………………………………………………┘│
│││││：┌─────────────────────────────（大河内氏）──────────────────────────────────┘
│││││：│　　　　　　　　　　　　　　　〔松平伊豆守家〕
│││││：│（大河内氏）　　　　　　　　　┌信綱〔大河内松平家〕
│││││：└─真綱─信政─信貞─秀綱┬久綱┴重綱┬信久─信相─久豊─豊貫─久雄─久徴─久信─久道─久成
│││││：　　　　　　　　　　　〔大河内松平家〕└信義〔伊豆守家〕
│││││：　　　　　　　　　　　　　└正綱〔長沢松平家〕　　＜古河藩＞　　　　　　　　　　　　　＜古河藩＞
│││││：（土岐氏）　　　　　　　　　　　〔土井氏〕　　　　〔古河土井家〕　　＜唐津藩＞┌─利里　　　（桜井松平忠名男）（藤堂高秭男）
│││││└……………………………………利重─利昌＝利勝┬利隆┬利重＝利久＝利益─利実＝利延＝利里＝利見＝利厚＝利位＝利亨＝利則─利与
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　┌信元─利勝│　　├───利久┌利益　　┌─利延│　　（大給　　　┌利位　（敦賀酒井忠蓋次男）
│││││　　　　　　　　　　〔水野氏〕忠政┴忠守└元政│　　└─────┘　　　　│┌利制│　　　乗佑男）　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜西尾藩＞　　　　＜刈谷藩＞│├利謙┌────────┘
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔三河土井家〕（三浦便次男）│├──┘　　　　　（井上正甫男）
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├利長＝利意＝利庸─利信＝利徳┴利以─利行＝利祐＝利善＝利教＝忠直（藤井松平忠固男）
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（稲葉正則男）　　┌利徳┌──┘　　（堀田正衡男）（建部政醇男）
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔伊達氏〕宗村┴─利置　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───┐　　　　　　　　└＝利置　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔越前土井家〕＜大野藩＞　　│└利器
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├利房┼利知─利寛─利貞＝利義＝利器
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［旗本］└利良　　　　　┌─利義　　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└利直＝利良┬利清─────┤　　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜関宿藩＞　　　　│　　　　│　　└──┘
│││││　　　　　　　　　　　　　〔久世氏〕広当─広之─重之┬暉之└広武　　│
│││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├　└広籌＝広武　　│　　　　［大老］
│││││（明智氏）　　　（頼典）　　　　　　　　　　└─女子　　〔井伊氏〕直幸┬直中──直弼
││││└───頼秋─頼秀─頼尚┬光継┬光綱─光秀┬光慶　　　　　　　　　　　└┘
││││　　　　　　　　　　　　│　　└小見の方　└玉（ガラシャ／
││││　　　　　　　　　　　　│　　　├─┬義龍　　　細川忠興室）　　　┌秀康─忠直
││││　　　　　　　　　　　〔斎藤氏〕利政└帰蝶（濃姫）　　　　　　　　│　　　├─┐
││││　　　　　　　　　　　　│　　（道三）├　　　　　　　　　　　　　│　　┌勝姫└鶴姫
││││　　　　　　　　　　　〔織田氏〕信秀┬信長　　　　　　　　　　　〔九条家〕幸家　├──────┐
││││　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　〔徳川氏〕家康───┴秀忠│├──道房　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　〔浅井氏〕長政　　　　├─┤│　　　　　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　├───┬─江　││　　　　　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─────────お市　　│　├──完子　　　　　　　　│
││││　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔明智土岐氏〕＜出羽上山藩＞│┌秀勝└千姫　　　　　　　　│
││││（土岐氏）　　　　　　　└頼明─定明─定政─定義─頼行─頼殷　　└─淀殿　├　　　　　　　　　│
│││└────政房┬頼武─頼純─持益　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──秀頼　　　　　　　　│
│││　　　　　　　│　　　　　　　　〔梶川氏〕　　　　　　　　〔豊臣氏〕┴秀吉　　　　　　　　　　　│
│││（浅野氏）　　└頼芸─頼次─頼泰─頼照　　　　　　　　　　　　┌長勝　　　　├　　　　　　　　　│
││└──頼長─長直─長盛─詮長─長範─持長─長利─長保┬長満─勝隆＝長勝　┌＝─ねね　　　〔広島浅野家〕
││　　┌義政─義尚　　　　　　　　　　　　　　　　　　└長温─長詮┤├──┼＝┬長政　　　　┌長晟　┌──八代姫
││　　├義視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌七曲殿│　│├─┬幸長＝長晟　││　├────┐
││　　［堀越公方］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└＝─やや├──┘├─┬光晟┬綱晟　　　│
││　　┌義持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔杉原氏〕　　　┌─ねね│　　　振姫（徳川家康三女）　│
││　　├義量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家利┼家次　　├─やや│　　　　　││││├──綱長┬吉長─宗恒┬重晟┬斉賢─斉粛──┐
││（足利氏）　　　　　　　　　┌義輝　　　　　　　　　　　　　　　　└朝日殿　│〔木下氏〕　　　　││├─愛姫　　　│　　　　　│　　└長懋─懋昭─┐│
│└──┴義教─政知─義澄┬義晴┴義昭　　　　　　　　　　　　　　　　│├───┴─家定│　　　　　│└┘├──┐　　│　　　　　〔水野氏〕　　　　　││
│（関東管領家）　　　　　└義継─義栄　　　　　　　　　　　　　　　　│定利　　　│　　│　　　　　│　　│　　│　　│　　　　　├忠鼎─忠光─忠邦　││
│　　　［古河公方］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　│　　│　　　　　│　　│　　│　〔青山浅野家〕└長員　　　　　　　││
└────氏満┬満兼─持氏─成氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┘　　│　　　　　│　　│　　│　　└長賢─長喬＝長員＝長容───┐││
　　　　　　　［篠川公方］　　　　　　　　　　　　　　　〔安井氏〕重幸┬重継　　　　　　│　〔三次浅野家〕└長尚└長照└長澄　　　└───長容　　　│││
　　　　　　　├満直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　└長治＝長尚＝長照＝長澄┬長経＝長寔　　　　　　│││
　　　　　　　［稲村公方］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　└阿久里（瑤泉院）└───長寔　　　　　　│││
　　　　　　　└満貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　〔赤穂浅野家〕├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└長重─長直┬長友┬長矩（内匠頭）　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　〔旗本浅野家〕（再興赤穂浅野家）　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└長広─長純┬長延＝長貞─長邦─長年──┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　（大学）　　└長貞　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　├＝長賢＝長武　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│（竹谷┌長武　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　松平清昌末男）　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└女子〔浅野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　├─┬長恒　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　┌良重└┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔大石氏〕良勝┴良欽─良昭─良雄─主税　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└安井御前　　　　＜徳島藩＞　　　　　　　（内蔵助）　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────正勝─家政─至鎮─忠英─光隆─綱通　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔蜂須賀氏〕正利（小六）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
┌──────────────────────────────────（旗本浅野家）───────────────────────────────┘│││
│┌─────────────────────────────────（青山浅野家）────────────────────────────────┘││
││┌────────────────────────────────（広島浅野家）─────────────────────────────────┘│
│││┌───────────────────────────────（広島浅野家）──────────────────────────────────┘
││││（広島浅野家）
│││└─慶熾＝長訓＝長勲＝長之─長武─長愛─長孝
│││（広島浅野家）
││└─┬長勲
││　　├懋績┬長之
││　　└長訓└長厚
││（青山浅野家）
│└─────＝長訓＝長勲＝長厚
│（旗本浅野家）
└───────長栄─静子＝長楽

清和源氏②大和源氏①奥州石川氏／角田石川氏／石川澤田氏／楢葉澤田氏／黒川澤田氏／胆沢澤田家／黒川澤田家／宇野氏／江川氏系図

　　　嵯峨源氏
　　　定流俊女　〔摂津源氏〕〔多田氏〕
　　　├─────頼光────頼国────頼綱──┬─明国────行国────盛綱────行綱────定綱────光綱──重綱─重綱─長重─重国
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜頼政流＞
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─仲政────頼政
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大和越智氏〕
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌頼風────頼安────信実────玄美────実偏────住蓮
　　　│　　　　　　　　　　┌頼成　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔宇野氏〕
　　　│　　　　　　　　　　├頼房────頼俊───┼頼治────頼弘──┬─親治───┬有治────光治────義治──朝治─氏治─仲治─清治
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　（親弘）　│（頼治）　　└業治────忠治────直治──成治─詮治─持直─治朝─忠政─┐
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　├─新田義重室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──────────┘
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│〔豊島氏〕　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　└─忠行─忠行─忠元
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　└─元弘（基弘）　　　　　　　　　　：〔江川氏〕　　　　　　　　　太郎左衛門
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔朝日氏〕　　　　　　└……………………………………英龍
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└頼景────惟風────頼章────頼清────頼重
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　（愛子六郎）
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　┌─仲重───┬盛仲───┬親仲
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　└盛宗　　　└宗仲
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　〔大寺氏〕
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　┌─光頼　　　　　　　　　（光安）
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　├─光家───┬光盛───┬光重────光時────光行────光広──兼光
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│（光佑）　　├光治　　　├小三郎
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　└光高　　　├光廉───┬助廉────助光────俊助──俊光
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　（光助）　　│　　　　　├光胤────宗光
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　└胤村───┬師光
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　└光村────光高　　　└光方　　　┌貞政
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　┌─光治────家光───┬光政───┴勝政──利政
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├光重
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│〔泉氏〕　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├一光
　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　├─光平────光則　　│　　　　　　　　　　　　└頼明　　　　　　　┌経時───┐
　　〔多田源氏〕　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　┌─光忠　　│　　〔北条氏〕義時────泰時──┬─時氏─┴時頼─時宗─貞時─高時
　　　満仲　　　〔大和源氏〕│　　　　│〔奥州石川氏〕　　　　│〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　　　〔松田氏〕│　　　　　　　　　　│
　　　├───┬─頼親───┼頼遠──┼─有光──┼─元光──┼─光義（澤田太郎）　　　　　　　　　┌重勝　　│　　　　　　　　　　│
　　　藤原南家巨勢麻呂流　　├頼基　　├─家弘　　│（基光）　│　├───┼─義季──┬─基光───┼広季─┬──光貞　　　　　　　│
　　　致忠女　│　　　　　　└頼治　　├─有宣　　│　　　　┌─法成院　　│〔成田氏〕│〔川尻氏〕　├季光　││　├──┬光長─元盛─盛義┌家光─貞光
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│〔矢吹氏〕│〔矢吹氏〕│　　　　　├─光治　　├─光堯　　　│　　　│└─女子　└貞斉　　　│├─┴時光────┐
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└─有遠　　├─光孚　││　　　　　├─義全　　│〔小川氏〕　│　　　└──八郎　　　　　　　└女子　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔奈目津氏〕　　　　　│〔泉氏〕　├─光信　　　│　　　　　〔大寺氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─光房　││〔竹貫氏〕└─全重　　└─治曲　　　├光家──┬─光治　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔赤坂氏〕├─季康────季村────康光　　　│　　　　│〔小高氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─光度　││〔赤羽氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　└─光輔　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔成田氏〕├─政光　　　　　　　　　　　　　　　└泰師────光氏─┬光房　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─光助　│├─忠重　　　　　　　　　〔奥州石川一族〕　　　　　　　　└光忠　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││［澤田城主］　　　　　　［澤田城主］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　││〔澤井氏〕　　　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔吉田氏〕└─義基（澤井三郎）　　┴………………………………（不詳）………………………………………┐│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│［川辺八幡神職］　　　　　藤原北家魚名流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└─有佑　│　　　　　　　　山蔭流光隆〔伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─義親───┐　　　　　　├─────朝宗────宗村────義広──政依─宗綱────────┐：│
　　　　　　　│〔河内源氏〕　　　　　　〔源家〕　├─義忠　│　└為義　　　┌女子　　　　　　　　　┌頼家────公暁　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　└─頼信────頼義──┬─義家──┼──────＝為義───┴義朝────頼朝───┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│　〔新田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│┌─義重────義兼────義房────政義────政氏──基氏─朝氏─義貞　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│＜義国流＞│〔足利氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└─義国──┴─義康────義兼────義氏────泰氏────頼氏──家時─貞氏─尊氏　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│＜義光流＞　〔常陸源氏〕〔佐竹氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─義光──┬─義業─┴──義昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　〔磐城氏〕　　　　　　　　　　　清原真衡女　　│〔甲斐源氏〕　　　　　　〔武田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　則道─忠清─清隆────師隆　　│　├　　　├─義清────清光───┬信義　　　〔南部氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　├─────成衡　　│〔平賀氏〕　　　　　　　└遠光────光行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　┌─女子　　│（隆行）　└─盛義────義信────朝雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　亘理経清──┴─藤原清衡│　├─────隆平────隆守──────────────────────────────────────┐│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─徳姫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔猪狩氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉猪狩氏〕　││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　良永────良国────良里─良道─宗兼─良秀─良誉─良持─良言─宗公─宗保─良房─良時─良元─良道─┐││：│
┌────────────────────────────────────（楢葉猪狩氏）────────────────────────────┘││：│
│┌───────────────────────────────────（磐城氏）───────────────────────────────┘│：│
││┌──────────────────────────────────（伊達氏）────────────────────────────────┘：│
│││┌………………………………………………………………………………………（石川澤田氏）…………………………………………………………………………………┘│
│││：┌────────────────────────────────（奥州石川氏）────────────────────────────────┘
│││：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩一門筆頭］
│││：│（奥州石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔角田石川氏〕
│││：└─義光────詮持────満持────満朝────義光────持光────成光────尚光────稙光────晴光┬＝┬①昭光（伊達晴宗四男）
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［磐城氏陪臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　├────────┐
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［楢葉猪狩氏譜代］　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───照子　　　　　　　　│
│││：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───┐　　　　　　　│
│││：（石川澤田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大學六世祖父　　　　　　大學高祖父　大學曽祖父　大學祖父　　大學父　　　　　　　│
│││└…………………………………（不詳）………………………………………◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯───────┐│
│││（伊達氏）　　　　　　　　　　　　　　　　大膳大夫　　　　　　　　　　　　　　　大學五世祖父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　││
││└───基宗────行宗────宗遠────政宗────氏宗────持宗────成宗────尚宗────稙宗────晴宗　　┌┐　　│　　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┼輝宗──────┐││
││（磐城氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─久保姫　│└──┘　　　　　│││
│└────────────────義衡────照衡────隆忠────親隆──┬─常隆────由隆────重隆──┴────＝┴─親隆─────┐│││
│（楢葉猪狩氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［高倉山城主］┌─────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
│　　　　　新三郎　　　新四郎　　　新五郎　　　　　　　　　筑後守　│　蔵人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中務亟）　　　││││
└─────良久────良次────良名────良雷────隆清────満清　　　　右京進　　　将監　　　　筑後守　　　筑後守　　　中務少輔　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─────満生────忠満────盛満────重満──┬─親満────┐││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　　　　　　　　　　　　　　：　　　　┌──────┘（感満）　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│┌─────────────┘││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　││　野次郎　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　│└─貞満────満親［絶家］　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔仙台猪狩氏〕紀伊守　　〔楢葉猪狩氏　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔楢葉猪狩家〕　　　　　　嫡流〕　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─大和守───源十郎　　　紀伊守　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────守之────┐││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔三春田村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──女子　　　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　輝定────家吉────満顕──┬─持顕────直顕────盛顕────義顕────隆顕──┬─清顕─┬＝┐│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔大越氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─氏顕───┤│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　右近太夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山城守　　　摂津守│　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─常光…………………………………………………………常光────利顕──┐││││││
┌────────────────────────────────────（大越氏）────────────────────────────┘││││││
│┌───────────────────────────────────（三春田村氏）───────────────────────────┘│││││
││┌──────────────────────────────────（楢葉猪狩氏）────────────────────────────┘││││
│││┌─────────────────────────────────（磐城氏）───────────────────────────────┘│││
││││┌────────────────────────────────（楢葉澤田氏）───────────────────────────────┘│
│││││┌───────────────────────────────（伊達氏）────────────────────────────────┘　│
││││││┌──────────────────────────────（角田石川氏）────────────────────────────────┘
│││││││┌─────────────────────────────────────────────────────────────┘
││││││││（角田石川氏）
││││││└─②義宗───③宗敬
││││││　│　　　　　　　├─┬──④宗弘┬＝┬⑤宗恒─＝┬⑥村弘───⑦村満───⑧村俊
││││││　│　　　　　┌─牟宇姫　　　　　│　│　├　　　│　　　　　　　　　　　　　├───┬⑨村文　　　　　　　┌─⑪光尚
││││││　│　　　　　│　　　│　　　　　├───玉千代姫│　　　　　　　　　　　┌─理代姫　│　├──┬─⑩村任─┴─⑫宗光───────────┐
││││││（伊達氏）　　│　　　│　　　　　└───────┘　　　　　　　　　　　│　　　　┌──喜与　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
││││││　│〔仙台伊達宗家〕　├───宗信〔米岡白石氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　│└─村常〔涌谷伊達氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││└──①政宗─┐│┌───┐　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│┌⑨周宗　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││││　　│　├───┼②忠宗─┼─③綱宗───④綱村─＝┬⑤吉村─┬─⑥宗村─┬─⑦重村───⑧斉村──┴⑩斉宗─＝┬⑪斉義──────────┐│
│││││　　└─愛姫　│││　　│├─────┐│　　　　　│（村房）│　　　　　││〔中村氏〕　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　││〔吉岡伊達氏〕　　　││　　　　　│　　　〔登米伊達氏〕└──村由───┐　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　└──宗清││　　　　　││　　　　　│　　　　├（村勝）┐　│　〔堀田氏正敦〕　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　││　　└───千代鶴姫│　　　　　│　　　　└──村良───┬宗充┐│　│　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　〔岩出山伊達家〕├───┴─敏親───＝村泰────村緝──┴─村通─┼──村則　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　└─宗泰────宗敏　│　　　　　　│（涌谷伊達氏）　　│　　│　　││┌⑧村義　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　┌──┘┌─⑥実覧？││┌───┘　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　　│　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　│┌────┘│└女子　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　││
│││││　　　　　　　　　│　　　│　　　　┌─（②村房）─┘　　　　　　│　　　│└─女子│　││├───⑩⑫宗賢───⑪邦孚─────────┐││
│││││　　　　　　　　　│　　　│　〔宮床伊達氏〕　　　　　　　　　　　│　　　│　│├───┴⑨宗規　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││
│││││　　　　　　　　　│　　　└─①宗房┴──③村興──┬④村茂───⑤村嘉─┴＝⑦村烈（川崎伊達氏）　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││
│││││（楢葉澤田氏）　　│┌───────────────────────────────┘　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││
│││││　　　［仙台伊達家陪臣］　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│││
│││││　　　［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］　　　　│　　　　　　│新太夫／新右衛門　　　│　　　　┌─お紀ん〔大平村忠吉妻〕　　　　　　│││
│││││　　〔黒川澤田氏〕〔黒川澤田家〕　　　│　　　　　　│　　　　　　│九十九┌──富谷新町金五郎妻　　│〔黒川澤田氏嫡流〕　　　　　　　　　│││　　　　
│││││　　　〔胆沢澤田家〕加兵衛　　　　　　│　　　　　　│　甚兵衛　　（清休）│　│新右衛門　［部屋住］│［仙台猪狩氏普代家中／旦方）］　　　│││
││││└───①大學───②利義───③◯◯───④◯◯───⑤利永──┬⑥亮長────甚右衛門　（源太郎）│〔下ｼﾀの家黒川澤田家〕　　　　　　　│││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　利義男│　　利永父　│　　　　　││├───┬⑦亮之─┬─＝勇蔵　　│　源太　　│　　　　　　　　　　　　│││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│伊達綱宗御内│├──┤　│├───┴⑩清重　┌──紀よの〔砂金沢遠藤氏→│││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│長澤忠兵衛女│おたよ├──お津ま　　　├──┼─⑪一馬　　穀田村浅治妻〕│││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　└──女子└┤（糟川村│　│（家娘）　　おゆゑ││　├─────────┐│││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　││武山甚之助家中千葉　　（同村御百姓　お松（まち）　　　　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│（北目大崎村）　弥大夫妹）　駒吉妹）（宮床伊達氏家中　　　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│［吉岡八幡随身門棟梁］　　　　　││　宮床八巻深吉次女）　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│［仙台猪狩家賜姓家中］　　　　　└──寿さな〔喜代松妻〕　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│〔下ｼﾓの家音羽氏〕　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│［猪狩家侍女］　　　　││仲内　│　│兵吉　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　おとわ───────＝①嗣忠──＝②孝信（富谷熊谷）　　│　　　　　　　　　　　││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│（品井沼）　│　　　　││├　　│　│├───┬③養蔵───④三代吉──────┐││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　└─お津め├──お紀さ　│〔上ｶﾐの家音羽分家？〕　　　　　│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　│　（おさき）└─雄治　┌─ゆ紀〔富谷末吉妻〕　│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　│　│甚大夫　　　　　　│〔黒川澤田氏別流〕　　│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　│　│新大夫　　　　　　│［仙台猪狩氏家中］　　│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　├＝⑧茂行（出羽寒河江村）〔上ｳｴの家黒川澤田家〕│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　│　│├───┬⑨甚之助├─ます〔砂金沢二瓶氏〕│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　└──多利乃　│　├──┴─①恒三郎（恒次郎）　│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　（多利の）│　おみゑ　│　├───────┐│││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　│（同村│　吉（よし）　　　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　万蔵女）│（桧和田後藤氏）　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　├─お志゛ゅん〔利府常治妻〕　　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　├─軍治〔同村孝之助養子〕　　　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　├─お屋す〔仙台立町北村屋　　　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　├─民治（源三郎）　今朝吉妻〕　││││││
││││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　└─末治（勇三郎）　　　　　　　││││││
││││（磐城氏）　　　　　││　　　　〔亀田磐城氏〕　　　　└────────────────┐　│　　　　　　〔岩沼片山屋雄吉養子〕　　　││││││
│││└─────常隆──┬＝貞隆───①吉隆──＝②宣隆───③重隆────景隆───④秀隆＝┴─⑤隆韶─＝┬⑥隆恭───⑦隆恕─────┐││││││
│││　　　　　　　　　　│（佐竹義重三男）　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌───────────┘　　　　　│　　　　　　　　│││││││
│││　　　　　　　　　　│〔岩谷堂伊達氏〕　　│　　　　　　　　　　　　　（三沢宗直次男）　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│││││││
│││　　　　　　　　　　└①政隆───②国隆＝┴─③宗規───④村隆──＝⑤村望──┼⑥村富───⑦村将───⑧宗隆───⑨宗嵩────┐│││││││
│││　　　　［仙台伊達家臣］│　　　　　　　　　　（伊達忠宗七男）　　　　│　　　　└─村保〔前沢三沢氏〕　　　　　　　│　　　　　　　││││││││
│││　　　　〔胆沢猪狩家〕〔仙台猪狩家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（遠藤對馬守之三男）　　│彌惣兵衛　　　　　　│　　　　　　　││││││││
│││（猪狩氏）　下野守　　│下野　　　　彌惣兵衛　　木工右衛門　長作　　　│長作　　　│　三男）┌─将之──┐　　　　　│　　　　　　　││││││││
││└─────①親之───②盛満───③持満──＝④信満───⑤定満─┬＝⑥時之　　　│長作　　││助五郎　│　木工右衛門　　　　　　　││││││││
││　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　（橋本伊勢高信次男）│　│├────⑦富之──┴⑧康之┬＝┴⑨隆之　　│　長作　　　　││││││││
││　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──ミエ　　　│　　　　　│　　│　　　├──┬─⑩隆福───┐││││││││
││　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　└───智恵　└──章（之知）│││││││││
││（田村氏）　　　　　　　││　　　　〔一関田村氏〕　　　　　　　　　　　（伊達吉村五男村勝）┌────────────┘　　　　　　│││││││││
│└───────宗顕──＝┴宗良────建顕───＝誠顕───＝村顕──＝┴村隆──＝┴村資─┼＝┴宗顕（中村氏）　　　　　　　　　　│││││││││
│（大越氏）　　　紀伊守　　（伊達忠宗三男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（登米伊達氏）├───┬─邦顕──＝┬邦行──┐│││││││││
└────────顕光　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──かね　　└──────┘　　　　││││││││││
　　　　　　　　　├　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││
　　　　　　　┌─女子　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩参政］││││││││││
　　　　　　　├─甲斐守　　［仙台伊達家臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東京大越家〕││││││││││
　　大越氏　　│〔仙台大越氏〕十左衛門　　十左衛門　　十左衛門　　源太夫　　　十左衛門　　兵彌　　　　十左衛門　　金太夫　　　文五郎　││││││││││
　　　├───┴①源兵衛──②茂世──＝③茂貞───④茂辰───⑤茂邦───⑥茂慶───⑦茂門───⑧茂善───⑨茂庸───⑩佑之─┐││││││││││
　　磐城氏女　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　┌──────────────────────────────────（東京大越家）─────────────────────┘││││││││││
　　　│┌─────────────────────────────────（一関田村氏）──────────────────────┘│││││││││
　　　││┌────────────────────────────────（仙台猪狩氏）───────────────────────┘││││││││
　　　│││┌───────────────────────────────（岩谷堂伊達氏）───────────────────────┘│││││││
　　　││││┌──────────────────────────────（亀田磐城氏）─────────────────────────┘││││││
　　　│││││┌─────────────────────────────（上の家澤田家）─────────────────────────┘│││││
　　　││││││┌────────────────────────────（下の家音羽氏）──────────────────────────┘││││
　　　│││││││┌───────────────────────────（下の家澤田家）───────────────────────────┘│││
　　　││││││││┌──────────────────────────（宮床伊達氏）─────────────────────────────┘││
　　　│││││││││┌─────────────────────────（仙台伊達宗家）─────────────────────────────┘│
　　　││││││││││┌────────────────────────（角田石川氏）───────────────────────────────┘
　　　│││││││││││（角田石川氏）
　　　││││││││││└──⑬義光─────┬⑭邦光───────小膳
　　　││││││││││　　│　　　　　┌──┘　　　　　　　　┌─茂村（田村氏通顕）
　　　││││││││││（伊達宗家）　　│　　　　　　　　　　　├─宗敦（宇和島伊達家）
　　　│││││││││└┬＝┴⑫斉邦────＝┬⑬慶邦─────┼⑭宗基────＝┬⑮邦宗───────興宗───────貞宗───────泰宗
　　　│││││││││　│　　（登米伊達氏）　│　　　　　　　　└────────┘
　　　│││││││││　└──────────┘　　　　　　　　　〔仙台猪狩氏〕
　　　│││││││││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　規──────┬─隆明
　　　│││││││││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔横山氏〕　　　│　├────────隆
　　　│││││││││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　有五───────貞子
　　　│││││││││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└─典昭
　　　│││││││││　　　　［金華山黄金山神社］　　　　　　　　　│　　　　　　　　├────────義則
　　　│││││││││　　　　〔奥海氏〕│　　　　　　　　　　　　　├──────┬─美和子
　　　│││││││││　　　　　◯◯　　│　　　　　　　　　　　┌─みね　　　　　│
　　　│││││││││　　　　　├────────◯◯─────┴─◯◯───────浩────────聖
　　　│││││││││　　　┌─ヒサ　　│　　　　　　　　　　　┌────────┘
　　　│││││││││　　　├⑬宗広　　│　　　　　　　　　　　│
　　　│││││││││　　　├─◯◯───────きん　　　　　│
　　　│││││││││（宮床伊達氏）　　│　　　　　　　　　　　│
　　　││││││││└───┴⑭賢孝────┬＝⑮玄覚　　　　　│
　　　││││││││　　　　　　　　　　│　│　　├────┬＝┴⑯洋司
　　　││││││││　　　　　　　　　　│　└─＝きん　　　│　　　├───────⑰久────────◯◯
　　　││││││││　　　　　〔宮床湯村氏〕　　　　　　　　└───宮子
　　　││││││││　　　　　　員徳─────┬─員直───┬＝┬─三五郎
　　　││││││││　　　　　　　　　　│　　└─きん　　　│　│　├────────利雄
　　　││││││││　　　　　〔松坂早坂氏〕　　　　　　　　└───はる　　　　　　　├────────房雄
　　　││││││││（下の家　　養右衛門───┬─清三郎───┬──仁三郎　┌────ちよと
　　　││││││││　澤田家）［仙台佐々重大番頭］　　　　　　└┘　　　　　│　　┌トシエ〔大衡須藤氏〕
　　　│││││││└───┬─⑫金吾（金五郎）│　　　　　　　　　　　　　　│　　├ひとし〔気仙氏／旧富谷宿脇本陣気仙屋〕
　　　│││││││　　　　│　　├────┬＝┴⑬辰五郎　　　　　［鶴巣農協組合長］
　　　│││││││　　　┌───まつゑ　││　　　├──────┬⑭金太郎　│　┌┤
　　　│││││││　　　││（仙台藩参政│├───ゆゑ（家娘）　│　├──────┼⑮力
　　　│││││││　　　││　大越文五郎長女／　　　　　　　┌───つねよ　│　││　├──────┬⑯智
　　　│││││││　　　││　家跡上同村砂金源兵衛女／　　　│　│　　　　　│　││　きよし　　　　│　├──────┬─充博
　　　│││││││　　　││　戸籍上同村早坂與惣治＝りき次女／　│　　　　　│　││（下草高橋利一　│　淑子（宮床千坂├─孝行〔岩出山湯村氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　惣治妹）├─金蔵〔仙台秋葉氏〕│　　　三女）│　　　勝弥次女）└─裕幸
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　├─────┘　││　　　　　　　　│〔青森八戸澤田豊彦家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　├─もりよ〔野村志賀氏〕　　　　　　├①豊彦
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　├─金之助〔仙台山影氏〕　　　　　　│　├──────┬─綾奈
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　││　　　　　　　　│　信子　　　　　├─◯◯
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　││〔澤田勝彦家〕　│（赤坂氏）　　　└─◯◯
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│〔原っ子澤田家〕└①勝彦　　　　　└─友子〔中津山大沼氏／大沼製菓〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│〔黒川澤田分家〕　　├──────┬②ひろみ
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　├①亥兵衛　　　│　　裕子（福島矢吹└─純子
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　├──────┬②元──────┬③裕子─────┬─航丞
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　しづか　　　││［澤田製作所］　└─純子　　　　　└─浩貴
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│（砂金沢佐藤　││〔澤田修家〕　　┌─猛
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　今朝吉長女）│├①修──────┴─進──────┬─諒
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　││〔澤田諭家〕　　　　　　　　　　　└─夏月
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　│├①諭［本稿筆者］
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　│├─しづゑ
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　│├─こあき〔三本木村田氏／村田商店〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　　　│└─こはる〔大森文屋氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　│［仙台高等技芸学校長］
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　　　　　　│　├─てる子〔石原鈴木氏→伊具西根目黒氏〕
　　　│││││││　　　││　〔相川文屋氏／つる屋〕　　　　│　├＜すゑこ＞　　│
　　　│││││││　　　││　　庄三郎──────鶴治　　　│　└─辰夫　　　　│
　　　│││││││　　　││　　　　　　││　　　├─────┬──庄次郎────┬─照郎
　　　│││││││　　　││　　　　　　│├───むめの（梅の）　　　　　　　　││〔神奈川海老名文屋家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│├┐　　　　　　　││　　　　　　　　│└─昭郎
　　　│││││││　　　││　　　　　　│││　　　　　　　││　　　　　　　　│　　├────────晴夫
　　　│││││││　　　││　　　　　　│││　〔八幡町澤田家〕　　　　　　　　└──千代子
　　　│││││││　　　││　　　　　　│└──①俊郎─────┬②實────────多恵子〔絶家／東京吉岡氏〕
　　　│││││││　　　││　〔砂金沢桜井氏〕　　　　　　　│││〔澤田研家〕　　┌─美紀
　　　│││││││　　　││　　新吉　　│　│　　　　　　　││└①研──────┴②豊
　　　│││││││　　　││　　├───────┬周蔵───────虎蔵
　　　│││││││　　　│├──新（しん）　│　│　　　　　││
　　　│││││││　　　│├──盛（佐賀治）│　│　　　　　││
　　　│││││││　　　││　〔山崎小澤氏〕│　│　　　　　││
　　　│││││││　　　││　　慶之助────┬─常雄　　　││
　　　│││││││　　　│├──清見　　│　│││├────────秀郎
　　　│││││││　　　││　（キヨミ／きみ）│└すゑの　　││
　　　│││││││　　　││　〔大平佐々木氏〕└──────┘│
　　　│││││││　　　││　〔半子町澤田分家〕　　　　　　　│
　　　│││││││　　　│├─①松吉　　│　│　　　　　　　　│
　　　│││││││　　　││　　├──────┬②榮松　　　　│
　　　│││││││　　　││　　せん　　│　││　├──────┬③一馬
　　　│││││││　　　││　（鳥屋郷古氏）││　きよし　　　││　├──────┬④隆
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││（高橋氏）　　││　弘子（◯◯氏）└─修
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├＜榮次郎＞　　│├─榮子〔古積氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├＜たけよ＞　　││〔澤田榮家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├＜榮七＞　　　│├①榮　　　　　　┌─敏子〔加藤氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├─まつよ　　　││　├──────┴②忠
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　〔宮崎氏〕　││　とも子（鳥屋大友氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││〔加藤氏〕　　││〔澤田榮三郎家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├─かつよ＝┬末治├①榮三郎　　　　┌─玲子〔加藤氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　├──────┴②淳
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　とよ子（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││〔澤田榮四郎家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　│├①榮四郎
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　├──────┬②貢
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　しづの　　　　└─渉
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││〔澤田静雄家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　│├①静雄
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　├────────◯◯
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　範子（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││〔澤田勝家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　│└①勝
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││〔澤田勝雄家〕│　　├────────◯◯
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├①勝雄　　│　│　　房子（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　├──────┬②弘
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　つる　　│　││　├──────┬③雅弘
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││（郷古氏／│　││　夏生（◯◯氏）└─紀子
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　宮下）　│├─陽子〔安田氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││〔澤田仁家〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　│├①仁
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　　　　　│　││　├───────②圭史
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│〔澤田勝三郎家〕││　知子（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├①勝三郎　│　│└─紀美子〔糸永氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　├───────②勝弘
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　││　しず子（◯◯氏）
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├＜きよ＞　│　│
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│├─千代治　│　│
　　　│││││││　　　││　　　　　　│　│└─────┘　│
　　　│││││││　　　││　〔笹川氏／仙台肴町笹川旅館〕　　│
　　　│││││││　　　││　　庄三郎──┬───せん　　　　│
　　　│││││││　　　││　　　　　　│││　　├────────きつ子〔大塚氏〕
　　　│││││││　　　││　　　　　　│└─＝┬養太郎　　　│　［鶴巣中学校教諭］
　　　│││││││　　　│└─────＝──┴─┘├────────清敏
　　　│││││││　　　│　　　　　　　│　　　┌ももよ　　　│
　　　│││││││（下の家音羽氏）　　　│　　　└──────┘┌⑦昭一───────喜久夫
　　　││││││└────┬─⑤福治────┬─⑥興夷─────┴⑧昭貳──────⑨秀一
　　　││││││　　　　││┌───────┘┌②養次郎
　　　││││││　　　　│││　　　　　│　　│　├────────勝子
　　　││││││　　　　│││　　　　　│　　│　ちさと　　　　　　├───────⑤孝雄
　　　││││││　　　　│││〔新宅音羽分家〕│　├──────＝④充男（今泉若生氏）
　　　││││││　　　　│└─①養右衛門│　　│　│　　　　　　　〔富谷音羽分家〕
　　　││││││　　　　│　│　├──────┴③清光──────①光男
　　　││││││　　　　│　└─まさを　│　　　　　　　　　　　┌─よしの
　　　││││││　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　きよの　　　　　〔利府◯◯氏〕
　　　││││││　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　├────────しずし──────秀一
　　　││││││（上の家│　┌─お年世　│　　　　　　　　　　　├④栄　　　　　　　〔七ヶ浜◯◯氏〕
　　　││││││　澤田家）　├─女子　　│　　　　　　　　　　　│　├──────┬─君子─────＝┬◯◯〔◯◯氏〕
　　　│││││└──────┴②甚三郎　│　　　　　　　　　　　│　みのる　　　　│　　　　　　┌──┘
　　　│││││　　　　　│　　　├──────┬③蔀（しとみ）　│　├─────＝┴⑥一男　　　│
　　　│││││　　　　　│　　　とよ　　│　　│　├──────┼⑤正　　　　　　　　├─────┬＝⑦美智男（◯◯氏）
　　　│││││　　　　　│　　　　　　　│　　│　あやの　　　　├─孝一　　　　　　　愛子　　　││　　├────────明典
　　　│││││　　　　　│　　　　　　　│　　├─房治　　　　　└─静江　　　　　　　　　　　　│├──明美
　　　│││││　　　　　│　　　　　　　│　　└─米治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┘
　　　│││││　　　　　│　　　　　　　│　┌─⑨隆永
　　　│││││　　　　　│　　　　　　　│　├─⑩隆信
　　　│││││（亀田磐城氏）　　　　　　│　├─⑪隆政
　　　││││└────────⑧隆喜────┼⑫⑯隆邦────┬＝⑬隆彰─────＝⑰隆徳──────⑱隆宜
　　　││││　　　　　　│　　　　　　　│　└──正養〔堀田　│　　（堀田正誠三男）
　　　││││（岩谷堂伊達氏）　　　　　　│　　　　　正誠養子〕├─⑭隆治
　　　│││└────────＝⑩義隆─────＝⑪邦規　　　　└─⑮隆長
　　　│││（仙台猪狩氏）│　　　杢右衛門│　　　杢右衛門
　　　││└──────────⑪規之──────⑫規───────⑬隆明
　　　││　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　├───────⑭隆
　　　││（一関田村氏）　│　　〔伊達茂村〕　　　　　　　　　　　　　貞子（横山氏）
　　　│└────────────通顕─＝┴────邦栄─────┬─崇顕─────＝┬丕顕───────良顕───────護顕
　　　│（東京大越家）　　│　　［旅順市長］　　　　　　　　　　　└─────────┘
　　　└─────────┴──⑪文平──────⑫茂文──────⑬茂隆───────麻里子

清和源氏③大和源氏②石川澤田氏／楢葉澤田氏／黒川澤田氏／胆沢澤田家／黒川澤田家／下ｼﾀの家黒川澤田家／黒川澤田分家／八幡町澤田家／半
子町澤田分家／下ｼﾓの家音羽氏／新宅音羽分家／上ｳｴの家黒川澤田家系図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天皇家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔文徳源氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜天智朝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─能有────当時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桓武天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────嵯峨天皇　┌長良───┐　　　　│┌女子　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙牟漏　　　├─────仁明天皇　├──────高子　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤原式家　　橘嘉智子　│├─────文徳天皇┘│├────┬陽成天皇　　　　　　　　嵯峨源氏定流俊女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│良継女）（橘清友女／├順子　　　│├─────清和天皇│└貞保親王　　　　　　　　├────────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　檀林皇后）│　　　┌──明子　　　│├─────貞純親王　〔清和源氏〕〔多田源氏〕　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────葛井親王──棟貞王─────────女子　　│　├─────経基王───満仲　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌春子　　　　　　　　　│　　　│　│　　　　　│　　　　└─柄子　　　（六孫王）　　├───────────┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔藤原北家〕冬嗣───┴良房─┴＝┴基経───┴忠平────師輔　　　　　　　　　　藤原南家巨勢麻呂流致忠女││
　　　　　　　　　　　　　　　〔坂上氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　田村麻呂┴浄野────内野────顕麻呂───古哲────顕谷───────────────────────────┐││
┌─────────────────────────────────（田村氏）───────────────────────────────────┘││
│┌────────────────────────────────（多田源氏）───────────────────────────────────┘│
││┌───────────────────────────────（多田源氏）────────────────────────────────────┘
│││〔摂津源氏〕
││└─頼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔澤田氏遠祖〕
││　〔大和源氏〕　　　　　　〔奥州石川氏〕　　　　　（澤田太郎）〔北条氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─経時─┐
│└┬─頼親────頼遠────有光────元光──┬─光義　　　　時政────義時────泰時──┬─時氏──┴─時頼───時宗────貞時────高時
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├─────義季────基光────広季────光貞　　　　　　　│　　　　　┌─家光────貞光
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──法成院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├───┬─光長───元盛────盛義
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││［澤田城主］　　　　　　　　　　　　　　　　　└─女子　　└─貞斉　│　├───┴─時光─────┐
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││〔澤井氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜奥州石川一族＞　　└─女子　　　　　　　　　　　│
│　│〔河内源氏〕　　　　　　〔源家〕┌──義親┐│└─義基（澤井三郎）　　　　　　　　　┌頼家　　　［澤田城主］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　└─頼信────頼義──┬─義家─┼───＝┴───為義────義朝────頼朝───┴実朝　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　〔新田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┴…………………………（不詳）………………………┐│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│┌─義重────義兼────義房────政義────政氏────基氏───朝氏────義貞　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　＜義国流＞│〔足利氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　│　　　　└──義国──┴─義康────義兼────義氏────泰氏────頼氏────家時───貞氏────尊氏　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　│＜義光流＞　〔常陸源氏〕〔佐竹氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
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│　　　　　　　　　　　　　│＜義光流＞　〔常陸源氏〕〔佐竹氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　└─義光──┬─義業─┴──義昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔甲斐源氏〕　　　　　　〔武田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─義清────清光───┬信義　　　〔南部氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔平賀氏〕　　　　　　　└遠光────光行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：│
│（田村氏）　　　　　　　　　　　　　　└─盛義────義信────朝雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔三春田村氏〕　：│
└───平顕────友顕────忠顕────吉顕────家顕────実顕────長顕────朝顕────行資────兼顕───政顕────則顯───┐：│
┌─────────────────────────────────（三春田村氏）─────────────────────────────────┘││
│┌……………………………………………………………………………………（石川澤田氏）…………………………………………………………………………………………┘│
│：┌───────────────────────────────（奥州石川氏）───────────────────────────────────┘
│：│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩一門筆頭］
│：│（奥州石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔角田石川氏〕
│：└─義光────詮持────満持────満朝────義光────持光────成光────尚光────稙光────晴光─┬＝①昭光（伊達晴宗四男）
│：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［磐城氏陪臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├───────────┐
│：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［楢葉猪狩氏譜代］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──照子　　　　　　　　　　│
│：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│：（石川澤田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大學六世祖父　　　　　　大學高祖父　大學曽祖父　大學祖父　　大學父　　　　　　　　　│
│└…………………………………（不詳）………………………………………◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯────◯◯─────────┐│
│（三春田村氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大學五世祖父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
└───光義────綱顯────輝定────家吉────満顕──┬─持顕────直顕────盛顕────義顕────隆顕──┬─清顕──＝┬────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔大越氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─氏顕───┘　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　右近太夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山城守　　　摂津守　　　　　　　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─常光…………………………………………………………常光────利顕───────┐│││
┌─────────────────────────────────（大越氏）──────────────────────────────────┘│││
│┌────────────────────────────────（三春田村氏）─────────────────────────────────┘││
││┌───────────────────────────────（楢葉澤田氏）──────────────────────────────────┘│
│││┌──────────────────────────────（角田石川氏）───────────────────────────────────┘
││││（角田石川氏）
│││└─②義宗───③宗敬
│││　　　　　　　　　├────④宗弘─┬＝⑤宗恒──＝⑥村弘───⑦村満───⑧村俊
│││　　　　　　　　　牟宇姫　　　　　　│　　（岩出山伊達家）　　　　　　　　　　├────⑨村文　　　　　　　　┌⑪光尚
│││　　　　　　　　（伊達政宗女）　　　└──村弘　　　　　　　　　　　　　　　　理代姫　　　├────⑩村任──┴⑫宗光──────────────┐
│││〔宇多源氏湯村氏〕　　　　　〔片倉姓下賜〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩出山伊達　喜与（岩出山伊達村通女）　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││　七郎左衛門　　〔白石湯村氏〕源蔵（片倉源蔵）　　　　　　　　　　　　　　　　　　村緝女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││　幸善……………①土佐───②福幸──┬③本福　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│［宮床伊達氏家中／宗房継室於松付侍］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││（楢葉澤田氏）　　　　　　　　　　　　│〔宮床湯村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│││［仙台伊達家陪臣］　　　　　　　　　　└①彦太郎──②甚三郎──③彦左衛門─④貞数───⑤員長───⑥員貞──＝⑦員信─────────────┐│
│││［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）　　　　　　　　　　　　　　　新太夫／新右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
│││〔黒川澤田氏〕　〔黒川澤田家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　九十九┌──富谷新町駅金五郎妻　┌─お紀ん〔太平村御百姓忠吉妻〕　　　　　　　││
│││　　〔胆沢澤田家〕加兵衛　　　　　　　　　　　　　　　甚兵衛　　（清休）│　　　　　　　（舞野村）│〔黒川澤田氏嫡流〕　　　　　　　　　　　　　││
││└──①大學───②利義───③◯◯───④◯◯───⑤利永─┬─⑥亮長　│　　　　　　　［部屋住］│［仙台猪狩氏普代家中／旦方（ダンポ）］　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├───┬⑦亮之　　　（源太郎）│〔下ｼﾀの家黒川澤田家〕　　　　　　　　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達綱宗御内└┤　├──┬─＝勇蔵　　│　源太　　┌─紀よの〔上郡山丹宮家中　　　　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長澤忠兵衛女　│　おたよ│　　├───┴⑩清重　　│　　　　　砂金沢遠藤亀太郎妻→　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──女子　　│（糟川村├──お津ま　　　├───┼⑪一馬　　穀田村御百姓浅治妻〕　││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　武山甚之助家中　　　　　おゆゑ　│　├─────────────┐││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　千葉弥大夫妹）　　　（同村御百姓　お松（まち）　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─お津め　　　　　　　　　駒吉妹）│（宮床伊達氏家中八巻深吉次女）│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　　　　　　　　　　　　　　　└─寿さな〔喜代松妻〕　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北目大崎村）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［吉岡八幡随身門棟梁］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台猪狩家賜姓家中］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下ｼﾓの家音羽氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲内　│　［同村御百姓］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［猪狩家侍女］おとわ───────＝①嗣忠────和七　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（品井沼）　　　　　　　　├─┬─＝┬三之助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お佐ち──┘├─────おたを〔四釡町餅屋与助妻〕　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──お紀さ（おさき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　├───┬③養蔵　　┌─源左衛門　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　兵吉　　│　├───┼④三代吉　　　　　　　　　　　│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├＝②孝信　　│　おうん　│　├────────────┐│││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　（富谷熊谷）　（御百姓└─きさの（御百姓忠内女）　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────┐与吉女）　　　　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├＝┴仲左衛門〔吉岡町千坂氏養子〕　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│〔上ｶﾐの家音羽分家？〕　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├─雄治〔後ニ分家〕　　　　　　　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└─永之助　┌─ゆ紀〔富谷末吉妻〕　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├─ます〔同村田母神源右衛門　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　甚大夫　　　　　　　│　　　　家中二瓶善右衛門妻〕││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　新大夫　　　　　　　│〔黒川澤田氏別流〕　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├＝⑧茂行（出羽寒河江村）│［仙台猪狩氏家中］　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├───┬⑨甚之助　│〔上ｳｴの家黒川澤田家〕　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└──多利乃　│　├───┴①恒三郎（恒次郎）　　　　　││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（多利の）│　おみゑ　　　├───────────┐││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（同村御百姓　吉（桧和田村大河内十五郎│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　万蔵女）　（よし）　家中後藤林蔵女）│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─お志゛ゅん〔利府駅常治妻〕　　　　　│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─軍治〔同村御百姓孝之助養子〕　　　　│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─お屋す〔立町北村屋今朝吉妻〕　　　　│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─民治（源三郎）　　　　　　　　　　　│││││
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─末治〔岩沼片山屋雄吉養子〕　　　　　│││││ 
││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勇三郎）［黒川棟梁］　　　　　　　│││││
││（田村氏）　　　　　　　　　　〔一関田村氏〕　　　　　　　　　　　（伊達吉村五男村勝）　┌─斉義〔伊達宗家〕　　　〔砂金沢遠藤氏〕　　　　　│││││
│└────宗顕───＝宗良────建顕───＝誠顕───＝村顕───＝村隆───＝村資──┼＝宗顕（中村氏）　　　　　林治─────────┐│││││
│（大越氏）紀伊守　　（伊達忠宗三男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（登米伊達氏）├───┬─邦顕───＝邦行────────┐││││││
└─────顕光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─かね　　└─邦行　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　┌─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［仙台藩参政］　　　　│││││││
　　　　├─甲斐守　　［仙台伊達家臣］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東京大越家〕　　　　│││││││
大越氏　│〔仙台大越氏〕十左衛門　　十左衛門　　十左衛門　　源太夫　　　十左衛門　　兵彌　　　　十左衛門　　金太夫　　　文五郎　　　　　　　│││││││
├───┴①源兵衛──②茂世──＝③茂貞───④茂辰───⑤茂邦───⑥茂慶───⑦茂門───⑧茂善───⑨茂庸───⑩佑之───────┐│││││││
磐城氏女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││
┌───────────────────────────────────（東京大越家）──────────────────────────┘│││││││
│┌──────────────────────────────────（一関田村氏）───────────────────────────┘││││││
││┌─────────────────────────────────（砂金沢遠藤氏）───────────────────────────┘│││││
│││┌────────────────────────────────（上の家澤田家）────────────────────────────┘││││
││││┌───────────────────────────────（下の家音羽氏）─────────────────────────────┘│││
│││││┌──────────────────────────────（下の家澤田家）──────────────────────────────┘││
││││││┌─────────────────────────────（宮床湯村氏）────────────────────────────────┘│
│││││││┌────────────────────────────（角田石川氏）─────────────────────────────────┘
││││││││（角田石川氏）
│││││││└───⑬義光─────┬⑭邦光───────小膳
│││││││　　　　　　　　　　　　└─邦栄〔田村氏〕
│││││││（宮床湯村氏）　　　　　　　与左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔矢内氏〕　　　　［宮城学院大教授］
││││││└───＝⑧員徳─────┬⑨員直────┬＝⑩三五郎（早坂氏）　　　　　　　　┌─かちえ──────信昭
││││││　　　　　　　　　　　　　└─きん〔八巻　│　　├───────⑪利　雄　　　　│（勝子）
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　和内継妻〕└──はる　　　　　　　├──────┼⑫房雄
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────ちよと　　　　│　├───────⑬利則──────洋平
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　てい子
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├─茂雄
││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├─かちみ（勝美）
││││││　　　　　〔松坂早坂氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├─盛雄
││││││　　　　　　養右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└─周雄
││││││　　　　　　├──────┬─清三郎────┬─仁三郎──────清治───────清一
││││││　　　　　　みつゑ　　　　│　　　　　　　　│〔仙台木町早坂米穀店〕
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　├─清五郎─────＝庄八（文屋氏）
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└─三五郎〔湯村氏〕
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　┌＜一郎＞
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│〔大衡須藤氏〕　┌─イツ子
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　喜祐　　　　　├─豊子
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　├──────┼─喜雄───────喜則
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─トシエ　　　　└─正
││││││　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　〔気仙氏／旧富谷宿脇本陣気仙屋〕
││││││（下の家澤田家）　　　　　│　　　　　　　　　　栄次郎──────滋　　　　　　┌─若子
││││││　　　　　［仙台佐々重大番頭］　　　　　　　　　きぬゐ　│　　│　├──────┼─修一───────隆造
│││││└───┬─⑫金吾（金五郎）│　　　　　　　　　　├　　　│　　├─ひとし　　　　├─直子
│││││　　　　│　　├────┬＝┴⑬辰五郎（早坂氏）［鶴巣農協組合長］　　　　　　　　└─厚子
│││││　　　┌───まつゑ　　│　　　├──────┬⑭金太郎　│┌─┤
│││││　　　│（仙台藩参政　　├───ゆゑ（家娘）　│　├──────┼⑮力
│││││　　　││大越文五郎長女／　　　　　　　　┌───つねよ　││　│　├──────┬⑯智
│││││　　　││家跡上同村砂金源兵衛女／　　　　│　│（小澤氏）││┌──きよし　　　　│　├──────┬─充博
│││││　　　││戸籍上同村早坂與惣治＝りき次女／│　│　　　　　││││（下草高橋利一　│　淑子（宮床千坂├─孝行〔岩出山湯村氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　惣治妹）　│　　　　　││││　　　　　三女）│勝弥＝やゑ次女）└─裕幸
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　│〔青森八戸澤田豊彦家〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　├①豊彦
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　│　├──────┬─綾奈
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　│　信子　　　　　├─◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　│（赤坂氏）　　　└─◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　　　　　　　　│〔中津山大沼氏／大沼製菓〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││〔富谷成田　　　│　弘毅
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　││││　澤田勝彦家〕　│　├──────┬─千秋
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│［鶴巣村長］││└①勝彦　　　　　└─友子　　　　　├─悦子
│││││　　　││　　　　　〔下草高橋氏〕広右エ門───┬久左エ門│││　　├──────┬②ひろみ　　　　├─弘子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│└利一　　│││　　裕子（福島矢吹└─純子　　　　　└─友里恵
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├─────┼──昭雄　関根誠一長女）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　あさよ　││└──広志
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　├─金蔵〔秋葉氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├──────┬─茂────────◯◯───────◯◯
│││││　　　││　　　　　〔仙台秋葉氏〕つる──────みよし　││　├─次雄
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　├─────┘│　├─ちよ子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　├─孝雄
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　├─保
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　├─輝雄
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　├─俊治
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　└─幸子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　┌─とき子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　〔野村志賀氏〕寅太　　　│　├─よし子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├──────┼─時男
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　├─もりよ　　│　│　├────────◯◯───────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　ふさよ　　│　│　みさ子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├　　　　│　└─寅二
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　├─金之助〔山影氏〕（やすひさ）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├──────┬─恭久───────史典───────◯◯
│││││　　　││　　　　　〔仙台山影氏〕勇次郎─────かつみ　　│　├─次郎　　　　　　（ふみのり）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　│　├─孝三
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│〔原っこ澤田家〕└─友明
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│〔黒川澤田分家〕　　├────────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　├①亥兵衛　　│　　　◯◯（ふさよ姪）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　│　├──────┬②元
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│┌──しづか　　│　│　├──────┬③裕子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││（佐藤氏）　│　│　政子　　　　　│　├──────┬─航丞
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│（北目八嶋氏）　│　✕　　　　　　 └─浩貴
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　├＜こゆき＞　　　│　庸司（埼玉戸田佐藤常松＝スミ枝長男）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│［澤田製作所］　└─純子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│〔東京青梅澤田修家〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　├①修　　　　　　┌─猛
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│　├──────┴─進
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│　アキ子（福島小高　├──────┬─諒
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│　佐藤覚＝タケ三女）直美（◯◯氏）└─夏月
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│〔東京広尾澤田諭家〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　├①諭［本稿筆者］
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　│　├
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│┌──信子（越後赤塚工藤國男次女）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　││├─しづゑ
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││〔三本木村田氏／村田商店〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││　澄二
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││　├──────┬─誠一郎
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　││├─こあき　　　　└─真澄
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││〔大森文屋氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││　勉
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│││　├────────しのぶ
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　││└─こはる
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　││┌─糸子
│││││　　　││　　〔越後赤塚工藤氏〕軍治───────國男　　　│└┤
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　├──────┴─泰三
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　米子　　　│　　　├──────┬─大助
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││（大谷氏）　│　　　節子　　　　　├─佑助
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　　　　　　│　　（長井氏）　　　├─泰葉
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││〔石原鈴木氏〕　　　　　　　　　　└─耕助
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　勝雄　　　│　　　　　　　　　　　〔小野氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　├────────登喜子　　　　┌─亮太
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││［仙台高等技芸学校長］〔石村氏〕　├─絵里香〔鈴木氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││├─てる子（照子）┌─紘一　　　　　├─麻耶
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　├──────┴─寿美子────┴─俊平
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││〔伊具西根目黒氏／目黒学園仙台高等技芸学校〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│││　喜一　　　│
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││├＜すゑこ＞　│
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││└─辰夫　　　│
│││││　　　││　〔砂金沢佐藤氏〕┬＝今朝吉（穀田若生庄三郎男）　│
│││││　　　││　　　　　　　│　│　├─────┼──重夫　　　│　┌─栄子〔井深氏〕┌─巧
│││││　　　││　　　　　　　│　└─つめ　　　││　　├──────┼─重信　　　　　├─仁美〔◯◯氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　さかゑ　　│　│　├──────┼＝正和（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　（文屋氏）　│　│　伸子　　　　　│　├────────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　　　　　　│　│（色麻伊藤氏）　└─尚美
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　［佐藤商店］│　├─つえ子〔江川氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　〔砂金沢佐藤分家〕［若林消防署長］
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│├──巌　　　　│　└─重則〔湯目氏〕┌─成美〔◯◯氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　├──────┬＝俊正（斎藤氏）├─摩耶〔◯◯氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　ひさ子　　│　│　├──────┴─立樹
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　（◯◯氏）　│　├─ゆり子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　〔色麻佐藤氏〕　└─たみ子〔高橋氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　丈夫　　　│
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　├──────┬＝萬
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│├──静志　　　│　│　├────────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　〔大久保氏〕│　├─富子
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　鐐一　　　│　└─美代子〔◯◯氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　││　　├──────┬─哲郎───────吉将
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│├──満子　　　│　├─益郎〔◯◯氏〕
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│├──栄志　　　│　└─満郎
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│└──勝志　　　│
│││││　　　││　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　├────────久美〔◯◯氏〕
│││││　　　││　〔相川文屋氏（つる屋）〕　　　│　　　千恵子（利府佐藤氏）
│││││　　　││　　庄三郎──────鶴治　　　│┌──かほり　　│
│││││　　　││　　　　　　　│　　　├─────┼──庄次郎　　│
│││││　　　││　　　　　　　├───むめの　　││　　├──────┬─照郎───────
│││││　　　││　　　　　　　├┐　　（梅の）　││　　つる代　　│　│〔文屋昭郎家〕
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　│├──庄蔵　　　│　└─昭郎
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　│├──庄八　　　│　　　├──────┬─晴夫
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　││　　〔早坂氏〕└───千代子　　　　├─冨貴〔平本氏〕
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　││┌＜俊一＞　　　　　（澤田氏）　　　└─美貴
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　│││〔石越金野氏／仙台瀬戸屋〕
│││││　　　││　　　　　　　││　　　　　　　│││　善五郎
│││││　　　││　　　　　　　││　〔八幡町澤田家〕│　├────────伸介───────琢哉
│││││　　　││　　　　　　　└──①俊郎　　　││├─とし子
│││││　　　││　　　　　　　　│　　├──────┼②實
│││││　　　││　　　　　　　　│　　とき　　　│││　├────────多恵子〔絶家／東京吉岡氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　（亀岡寿徳寺│││　百合子（八木氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　　徳温伊藤林太夫│〔澤田研家〕
│││││　　　││　〔砂金沢桜井氏〕　　　　　　次女）└①研　　　　　　┌─美紀
│││││　　　││　　新吉　　　　│　　　　　　　││　　├──────┴②豊
│││││　　　││　　├───────┬周蔵　　　││　　幸子（◯◯氏）
│││││　　　│├──新（しん）　│　│├────────虎蔵───────和夫───────和彦
│││││　　　│├──盛（佐賀治）│　│わくり　　││
│││││　　　││　〔小澤氏〕　　│　│　　　　　││
│││││　　　││　　慶之助────┬─常雄　　　││
│││││　　　││　　　　　　　　│││├────────秀郎
│││││　　　││　〔大平佐々木氏〕│└すゑの　　││　　├────────勉
│││││　　　││　　長之助　　　│└──────┘│　　秀子（大崎高橋氏）
│││││　　　││　　├───────┬長六───────小太郎──────悟
│││││　　　│├──清見（キヨミ／きみ）　　　　　│
│││││　　　││　［大平越路城主］　└敬長〔大平氏〕　　　　　　　　　　┌たか子〔大竹氏〕
│││││　　　││　〔大平氏〕　　│　　├────────俊之──────┴俊光
│││││　　　││　　孫右衛門……………◯◯　　　　│
│││││　　　││〔半子町澤田分家〕　　　　　　　　│
│││││　　　│├─①松吉　　　　│　　　　　　　　│
│││││　　　││　　├───────┬②榮松　　　│
│││││　　　││　　せん（鳥屋郷│　│　├──────┬③一馬
│││││　　　││　　郷古氏／宮下）　│　きよし　　│　│　├──────┬④隆
│││││　　　││　　　　　　　　│　│（高橋氏）　│　│　弘子（◯◯氏）└─修
│││││　　　││　　　　　　　　│　├＜榮次郎＞　│　├─榮子〔古積氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　├＜たけよ＞　│　│〔澤田榮家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　├＜榮七＞　　│　├①榮　　　　　　┌─敏子〔加藤氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　├─まつよ　　│　│　├──────┴②忠
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　〔宮崎氏〕│　│　とも子（鳥屋大友氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　│〔加藤氏〕　│　├〔澤田榮三郎家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　├─かつよ＝┬末治├①榮三郎　　　　┌─玲子〔加藤氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　├──────┴②淳
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　とよ子（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│〔澤田榮四郎家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　├①榮四郎
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　├──────┬②貢
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　しづの　　　　└─渉
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　├─静子〔菅野氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│〔澤田静雄家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　├①静雄
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　├────────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　範子（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│〔澤田勝家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　└①勝
│││││　　　││　　　　　　　　│　│〔澤田勝雄家〕　　　├────────◯◯
│││││　　　││　　　　　　　　│　├①勝雄　　││　　　房子（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　├──────┬②弘
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　つる（郷古氏／│　├──────┬③雅弘
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　宮下）│　夏生（◯◯氏）└─紀子
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　├─陽子〔安田氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│〔澤田仁家〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　├①仁
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　　　　　││　│　├───────②圭史
│││││　　　││　　　　　　　　│　│〔澤田勝三郎家〕│　知子（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　├①勝三郎　││　└─紀美子〔糸永氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　├───────②勝弘
│││││　　　││　　　　　　　　│　│　しず子（◯◯氏）
│││││　　　││　　　　　　　　│　├＜きよ＞　││
│││││　　　││　　　　　　　　│　├─千代治　││
│││││　　　││　　　　　　　　│　└─────┘│
│││││　　　││　〔笹川氏／仙台肴町笹川旅館〕　　│
│││││　　　││　　庄三郎────┬──せん　　　│
│││││　　　││　　　　　　　　││　　├────────きつ子〔大塚氏〕
│││││　　　││　　　　　　　　││　　│　　　　│　┌＜照子＞
│││││　　　││　　　　　　　　│└＝┬養太郎　　│　├＜貢＞
│││││　　　│└───────＝┴──┘├──────┼─清敏［鶴巣中学校教諭］
│││││　　　│　　　　　　　　　　　　┌ももよ　　│　│　├────────淳一───────◯◯
│││││　　　│　　　　　　　　　　　　└─────┘　│　淑子（大松沢丹野氏）
│││││　　　│┌─＜おまり＞　　　　　　　　　　　　　├─輝三───────伸子
││││（下の家　├──周助　　　　　　　　　　　　　　　└─厚────────美智子
││││　音羽氏）├──某　　　　　　　　　　　　　　　　┌⑦昭一　　　　　　　　　　　　
││││└────┼─⑤福治　　　　　　　　　　　　　　　│　├────────喜久夫
││││　　　　││　　├────┬───⑥興夷　　　　　│　京子
││││　　　　││　　せん　　　│　　　　├──────┼⑧昭貳　　　　　┌─てる子〔砂金沢庄司氏〕
││││　　　　││┌──────┘┌───みゑの　　　　│　├──────┴⑨秀一
││││　　　　│││　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　きくよ（大衡　　　├────────◯◯
││││　　　　│││　　　　　　　│　　　　　　　　　　├─としの　須藤氏）　◯◯（◯◯氏）
││││（砂金沢遠藤氏）　　　　　　│　　（落合大内氏）　├─四郎
│││└────────寅治─────┬─＝要之進　　　　└─君男
│││　　　　　│││　　　　　　　││　　├────────敬訓─────┬─勝彦
│││　　　　　│││　　　　　　　│├──富代　　　　　　　　　　　　　　└─章
│││　　　　　│││　　　　　　　└┘┌②養次郎
│││　　　　　│││　　　　　　　　　│　├──────┐ 
│││　　　　　│││〔新宅音羽分家〕　│　ちさと　　　　│ 
│││　　　　　│└─①養右衛門　　　　│　├────┬＝─④充男（今泉若生氏）
│││　　　　　│　│　├───────┼③清光──┐│　│　├──────┬⑤孝雄
│││　　　　　│　└─まさを　　　　　└─昭〔舞野│├＝┼─勝子　　　　　│　├────────◯◯
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　佐藤氏〕││　└─千秋〔野々島　│　あけみ（佐藤氏）
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　菊地家〕└─哲也
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└│─┐〔富谷音羽分家〕
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├＝┴①光男
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├───────◯◯
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　みわ子（◯◯氏）
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───礼子〔川内青木氏〕
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─よしの
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　きよの 　　　　　〔利府◯◯氏〕
│││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　├────────しずし──────秀一
│││（上の家　│　┌─お年世　　　　　　　　　　　　　　├④栄　　　　　　　〔七ヶ浜◯◯氏〕
│││　澤田家）│　├─女子　　　　　　　　　　　　　　　│　├──────┬─君子─────＝┬◯◯〔◯◯氏〕
││└───────┴②甚三郎（三郎治）　　　　　　　　　│　みのる　　　　│　　　　　　┌──┘
││　　　　　　│　　　├───────┬③蔀（しとみ）　│　├─────＝┴⑥一男　　　│
││　　　　　　│　　　とよ　　　　　　│　├──────┼⑤正　　　　　　　　├─────┬＝⑦美智男（◯◯氏）
││　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　あやの　　　　├─孝一　　　　　　　愛子　　　││　　├────────明典
││　　　　　　│　　　　　　　　　　　├─房治　　　　　└─静江　　　　　　　　　　　　│├──明美
││（一関田村氏）　　〔伊達宗家茂村〕　└─米治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┘
│└──────────通顕───────＝邦栄───────崇顕──────＝丕顕───────良顕───────護顕
│（東京大越家）│　　［旅順市長］
└───────┴──⑪文平───────⑫茂文──────⑬茂隆───────麻里子

澤田・桜井・小澤・早坂・湯村・文屋・笹川氏相関図
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔早坂氏〕養右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├────┬清三郎──┬仁三郎───清治────清一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつゑ　　│　　　　　［早坂米穀店］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├清五郎─＝┬庄八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　┌──┘
　　　　　〔湯村氏〕員貞───＝員信────員徳──┬─員直─┬＝┴三五郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　│　　├─────利雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─きん　└──はる│　　　├─────房雄────利則────洋平
　　　　　〔澤田氏〕源太────一馬　　　　　　　　　│〔八巻和内継妻〕│┌─ちよと
　　　　　　　　　　　　　　　　├─┬───金吾─┬＝┴辰五郎　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　　　まち（八巻氏）　　│　　├───┬─金太郎│┌┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├──ゆゑ　　│　├────┴力─────智─────充博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　┌──つねよ││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│├────┘│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│└─亥兵衛──┬元─────裕子────航丞
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔文屋氏〕庄三郎───鶴　治│　　　　│　│└諭［本稿筆者］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　├────┬庄次郎──┬照郎────由香子───英助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　├──むめの│　├──┘　│└昭郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌────┘┌──────┘　　　　│　├─────晴夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│　├─────きつ子〔大塚氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔笹川氏〕庄三郎─＝┬庄三郎（養太郎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　││├─────清敏────淳一
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔桜井氏〕新吉　　└─ももよ│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　├───┬─周蔵────虎蔵────和夫────和彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───しん　　││　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝┴（養太郎）─┘　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔小澤氏〕慶之助┬──常雄　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　├─────秀郎────勉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└─すゑの│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘

清和源氏④河内源氏①／源家／鎌倉将軍家／木曽系／三沢氏／ 仙台三沢氏系図

嵯峨源氏定流俊女〔摂津源氏〕〔多田氏〕
　　　　　├───頼光─頼国─頼綱┬明国─行国─盛綱─行綱─定綱─光綱─重綱─重綱─長重─重国
　　　　　│　　　　　　　　　　　＜仲政流＞
　　　　　│　　　　　　　　　　　└仲政─頼政
　　　　　│　　〔大和源氏〕〔奥州石川氏〕〔澤田氏遠祖〕
　　　　　│　┌─頼親─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─尚光─稙光─晴光
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　（澤田太郎）　　　　　　　　　　　＜奥州石川一族＞　　　　　　　　　　　　　　［楢葉猪狩氏重臣］
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│［澤田城主］　　　　　　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　〔奥州楢葉澤田氏〕
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　│〔澤井氏〕　　　　　　　　　┴…………………（不詳）…………………………………大學六世祖
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　└義基（澤井三郎）
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原光隆〔伊達氏〕
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──朝宗┬宗村─義広─政依─宗綱─基宗─行宗─宗遠─政宗─氏宗─持宗─成宗─尚宗─稙宗─晴宗──┐
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子┌義平（悪源太）　　　　　　　　　　　　┌──────────────────────────┘
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├朝長│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔仙台伊達家〕
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌───┘　　　　　　　　　　　　　　　　└─輝宗─政宗─忠宗─綱宗
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└─大進局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┬綱村
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├──貞暁　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────初子［仙台藩一門第九席］
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│八重姫（伊東祐親女）　　　　　　　　　　│　　　　　＜中津山藩＞〔川崎伊達氏〕
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├──千鶴丸　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└村和┬村詮
　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　　┌公暁　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌────────┤
　　　　　│　│　　　　多気致幹女　　　　　　　　　│　　││　　　　├栄実　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　└村倫〔登米伊達氏〕
　　　　〔多田源氏〕　　├──徳姫〔磐城成衡室〕　　│　　││　┌頼家┴禅暁　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　満仲│〔河内源氏〕　　　┌義親┐　　　　　│　　││　│├─┬一幡　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　├─┴─頼信┬頼義〔源家〕　　└為義　　　│　　〔鎌倉将軍家〕　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　藤原南家　　│├─┬義家┼──＝為義───┼義朝┼頼朝│若狭局（比企能員女）　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　巨勢麻呂流　││　（八幡太郎）　　　　　　││　│├─┼実朝│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　致忠女　　　│平直方女　├義忠　　　　　　││┌─政子│├　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　├義綱─義明　　　　　┌──────┘坊門信子（西八条禅尼）　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│（賀茂次郎）　　　　│││└┐　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　〔北条氏〕時政┼義時　西園寺公経　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　│││┌┘　　　├┐│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　││││├範頼┌全子│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　〔安達氏〕盛長│││├　│　│└───鞠子（竹御所）　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　├────女子│　│　　　　├　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　┌丹後内侍└坊門姫　└─掄子〔摂家将軍家〕　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││││　├─┴女子　├──頼経─頼嗣〔宮将軍家〕│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││中御門一条能保├──道家─教実　　　┌宗尊親王─惟康王─女子│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│〔九条家〕兼実─良経　　　　　　　　　│　　　　　│　　　├────守邦親王
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││││〔阿野氏〕　　　　　後嵯峨天皇┴後深草天皇────久明親王
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││├─┬全成（今若）　　〔愛智氏〕　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││││││├─┬時元─義継─義泰─頼為─頼基─頼房─頼直　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││││└─阿波局　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││常盤御前　〔阿野家〕　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││││　├義円│公佐（藤原成親男／滋野井実国猶子）│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││││　（乙若）├──実直　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││一条長成　└女子　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││平清盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││　　│静御前　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││　　│├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│││　　└義経（牛若）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│河越重頼　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　〔比企氏〕掃部允├────郷御前　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　├─┴河越尼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　比企尼│＜木曽系＞　　　　　　　〔出雲三沢氏〕尾張守　　│信濃守　　│遠江守　　　下野守　　〔仙台三沢氏〕
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　（頼朝　│├義賢─義仲─義高─為長─為常─為忠─為時─為忠─為清─為忠─為幸─為清─為虎─為基─清長─────┐
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　乳母）││　　（義基）├　（為仲）　　　　　　　　　　　│信濃守　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　└───────大姫　　　　　　　　　　　　┌────────────────────────────┘
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　│　　　├──義基　　　　　　　　　　　　│　［仙台藩一門第十一席］
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　│　　　巴御前　　　　　　　　　　　　　　│　〔前沢三沢氏〕└村清
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　├為朝（鎮西八郎）　　　　　　　　　　　　└──┴宗直─村為＝村清＝村保─村延─宗為─邦明＝邦為（亘理
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　〔新田氏〕　├行家─行寬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩谷堂村望四男）　　　　宗恒次男）
　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　┌義重　　　└行平
　　　　　　　　　　　│　　│　　＜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
　　　　　　　　　　　│　　│　　〔常陸源氏〕　　　〔信濃源氏〕
　　　　　　　　　　　│　　＜義光流＞　〔佐竹氏〕　〔小笠原氏〕
　　　　　　　　　　　│　　└義光┬義業─義昌　　　┌長清
　　　　　　　　　　　│　　　　　〔甲斐源氏〕〔武田氏〕
　　　　　　　　　　　│　　　　　├義清─清光┬信義〔南部氏〕
　　　　　　　　　　　│　　　　　〔平賀氏〕　└遠光┴光行
　　　　　　　　　　　│　　　　　└盛義─義信─朝雅
　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔村上氏〕
　　　　　　　　　　　├頼清─仲宗─仲清─盛満─為国
　　　　　　　　　　　│　　〔井上氏〕　　　　〔保科氏〕
　　　　　　　　　　　└頼季─満実─光平─光長─忠長

清和源氏⑤河内源氏②義国流①足利氏／室町将軍家／阿波平島公方家／鎌倉公方家／古河公方家／小弓公方家／喜連川氏／喜連川足利氏／篠川公
方家／稲村公方家／石塔氏／一色氏／足利尾張家／斯波氏／武衛家／高水寺斯波家／大野斯波家／大崎氏／内ヶ崎氏／最上氏／中野氏／黒川氏／
蒜袋黒川家／下草黒川家／大衡氏／八森氏／石橋氏／塩松石橋氏／渋川氏／奥州吉良氏／世田谷吉良氏／蒔田氏／吉良氏／西条吉良家／東条吉良
家／東条氏／吉良氏（再興）／岡山氏／荒川氏／西尾氏／今川氏／高家今川氏／高家品川氏／岩松氏／田中氏／細川氏／京兆家／野州家／典廐家
／和泉細川家／肥後細川家／谷田部藩主家／阿波細川家／仁木氏／丹波仁木氏／伊勢仁木氏／伊賀仁木氏／榊原氏／式部大輔家／大須賀氏／久能
榊原氏／新田氏／仙台新田氏／仙台中村氏／藤沢氏（仙台）／横瀬氏／由良氏／脇屋氏／里見氏／安房里見氏／天童氏／世良田（得川）氏？／山

名氏系図

　　┌義親┐
〔河内源氏〕　　　　　　　　┌頼家─公暁
〔源家〕　│　　　　　〔鎌倉将軍家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔涌谷伊達氏〕重宗┬定宗─宗重─宗元
義家┼─＝┴為義─義朝─頼朝┴実朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（天童氏頼長）
　　│　　　　　〔山名氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宗全）　　　　　　　　　　　　　　　　　〔粟野氏〕
　　│　　　　　┌義範─義節─重国─重村─義長─義俊─政氏─時氏─時義─時煕─持豊┬教豊─政豊　　　〔越後房里見氏〕　└重次───┐
　　│　　　　　〔里見氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安房里見氏〕┌義通─義豊─家宗　　　＜倉吉藩＞　　　　│　　［鯖江藩士］
　　│　　　　　├義俊─義成┬義基─義秀─忠義─義胤─義連─基義─家兼─家基─義実─成義┴実堯─義堯─義弘─義頼─義康─忠義─利輝─義安─義旭─義旭──┐
　　│　　　　　│　　　　　〔天童氏〕　　　　　　　　　　　　　（最上直家男）　　│　　　　　┌頼繁　　　┌頼長　　　［改易断絶］└頼次　　　　　　　　│
　　│　　　　　│　　　　　└義直─義貞─為貞─為宗─義景＝義宗＝頼直┬頼勝＝頼泰─頼基─頼氏┴頼尚─頼道┴頼貞─頼澄＝重頼＝頼長＝頼次─頼真─成頼　　│
　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（斯波家兼男）└頼泰　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　（留守〔涌谷伊達氏宗重〕　　　　　│
　　│　　〔新田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌義顕─義一─義光─義高─義明　　　　　　　　　　　　　政景次男）│├──宗元　　　　　　　　│
　　│　　┌義重│　　┌足利義純室　　　　　　　　　　　　├義興　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　　　　　　　　　│
　　│　　│├─┼義兼┴義房─政義─政氏─基氏─朝氏┬義貞┴義宗┬貞方┬貞邦　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────────┘
　　│　　│大和源氏頼弘女　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　〔堀江氏〕　│　　［仙台藩士］　　　　　　　　└─義孝─義徳─義豪─義嗣─義和
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　├貞政┌◯◯─義方〔仙台新田氏〕　　　　　　　　〔仙台中村氏〕
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└貞長┴義資＝義方─景綱─義綱─義親┬義延─義影─成義─義全＝義賢─景貞─景房──┐
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　〔藤沢氏〕　　　　　　　┌義賢　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└義春─義広─義重─義清┴義連─義規─景清─┐│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔横瀬氏〕　　　　│　　　　　　　　　　　〔由良氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├貞氏─貞治─貞国─国繁─成繁─景繁─泰繁─成繁─国繁─忠繁─貞房─頼繁─貞長───┐││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├満純〔岩松氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔脇屋氏〕　└義則〔脇屋氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└義助─義治＝義則─祐義─経信─義隆─宗信─頼宗─満家─経家─経徳─宗基─義業─義風　　　　　　│││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　┌─────────（由良氏）──────────┘││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　┌───────（藤沢氏）───────────┘│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　│┌──────（仙台中村氏）──────────┘
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　│└─宣景─宗三郎─小治郎
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　└──景福＝景翼─幾之輔
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│（由良氏）　　　　　　　〔新田氏〕　┌貞善
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　└─貞整＝貞通─貞雄─貞陰＝貞靖＝貞時┴貞觀─義基─貞康
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　〔松平氏〕信盛─信重─水女〔松平郷松平家〕　　　　　　　　　　　（前橋松平明矩三男）
　　│　　│　　〔世良田氏（得川氏）？〕　　　　　　　　　　　　　├─┬信広　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔江戸将軍家〕
　　│　　│　　└義季─頼氏─教氏─家時─満義─政義┬親季─有親─親氏〔安祥松平家〕　　　　　　　　　　　　　　〔徳川氏〕
　　│　　│　　（徳河三郎義秀？）　　　　　　　　　└政親　　　　　　└泰親─信光─親忠─長親─信忠─清康─広忠─家康 
　　│　　│　　　　　　　　　　　　　┌┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌＝澄之（九条政基男）
　　│　　│　　　　　　　　　　　┌義俊┴宗義　　　┌和氏─清氏┐　　　　　　　　│　　　　┌──高国
　　│　　│　　　　　　　　〔細川氏〕│　　　　　　│　　〔京兆家〕　　　　　　　│　　　　│├＝高国＝┬氏綱
　　│　　│　　┌義清─義実─義季┴＝┴─俊氏─公頼┴頼春┬頼之＝頼元┬満元─持之─勝元─政元＝┬澄元──晴元─昭元
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔野州家〕　│　　　　└┐│　　　│　　　├──元勝
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└満国─持春┬教春┬政春┘│　　　│　　　お犬（織田信秀八女）
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　└春倶─┐　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　〔典廐家〕　　│　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　└政国─政賢＝┴尹賢─┘
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔和泉細川家〕　　　　　┌───元有　│　　（幽斎）〔肥後細川家〕
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├頼有─持有┬教春＝常有┴政有＝元有─┬元常＝┬藤孝┬忠興（三斎）
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├頼元│　　└常有　　　│　　　　　　〔三淵氏〕　　│├─┬忠利─光尚┬綱利＝宣紀┬宗孝───┐
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　　　　　└晴員　│　　││　├─┐　　　└利重─宣紀└重賢　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　　　　　│├──┘　　││　└立孝─有孝─興生─興文─斉茲　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔阿波細川家〕　　　　　│　　　　　　│智慶院（清原│玉（明智光秀女ガラシャ）　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├詮春─義之＝満久┬持常＝成之─義春─┴之持　宣賢女）　　┌＝┴興秋　　　　（三条流　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌満久　　　└教祐─成之　　　　　　　　　　　〔谷田部藩主家〕　　　　　姉小路公量男）　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└満之┴頼重　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　└興元┴興昌─興隆─興栄＝興誠─興虎──┐│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┌─────────────（谷田部藩主家）──────────────┘│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│┌────────────（肥後細川家）────────────────┘
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│└＝重賢─治年＝斉茲─立之─斉護┬韶邦＝護久┬護成＝護立─護貞
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　│　　　　　　（播磨三草藩　　├護久　　　├───護立　├─┬護熙─護光
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　│　　　　　　　丹羽氏福次男）└承昭〔津軽氏〕　　　　┌温子└忠煇
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　（谷田部藩主家）┌＝興祥＝┬興民（政礼）　　〔近衛家〕文麿┴文隆＝忠煇
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└──興晴─興徳＝興建─興貫─興嗣─興治　　　└───悦子
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　（有馬頼端男）　　　　　　　　　　　　├┬＝実孝
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　〔一条家〕実輝〔土佐一条氏〕
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　┌義秀─義政─義重─義高─義春─義久─頼重┬久重　　　　　　　　│　　　　　　〔久能榊原氏〕　└─實基
　　│　　│　　│　　　〔仁木氏〕　　　│　　〔豊嶋仁木氏〕　　│　　　　│　　　〔杉原氏〕　　　　　　│　　　　　　┌清政─照久─照清＝照親─喬長──┐
　　│　　│　　├義実─実国─義俊─義継┴師義─頼直┬義直─氏義─頼久　　│　　　└義久　　　　　　　　│　　　　　　│　　〔大須賀氏〕（紀州徳川家臣　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└頼夏　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　榊原政寿男）│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔丹波仁木氏〕　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　┌忠政　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└義勝┬頼章＝頼夏＝義尹─清尹─持尹─持長─成長─政光─兵部少輔　│　　│├───┐　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└───義尹　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│祥室院（久松松平康元女／　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊勢仁木氏〕　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　├忠長　　徳川家康姪→養女）│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├義長─満長─満将─教将─成将─貞長─高長┬晴国　　〔榊原氏〕〔式部大輔家〕│　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊賀仁木氏〕　　　　　│　　　　　　　　└利長─勝長─清長┴康政┴康勝┬＝┴忠次─政房──┐│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└……（不明）………中務少輔──政長─四郎─長政　　　　　　［徳川四天王］　　　　　　　　　││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────────────────────────────────┘　　　　　　　　　││
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌─────────────│───（榊原氏）──│──────────────────────┘│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│┌────────────────（久能榊原氏）────────────────────────┘
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　　┌照昌　　　（旗本榊原長定次男）　　　　└──┐
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│└───┴照休─久寛＝長良─照郷＝照砥─照方─照求　　│
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│（榊原氏）　　　　　　　　┌政純　　　　　　┌─政養　│　　（旗本榊原職政長男）
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　└──政倫＝政邦─政祐＝政岑┴政永─政敦─政令┼（政礼）┴政敬＝政和─政春
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　［旗本］┌政邦　　　┌政岑│　　　　　　　　└─政愛　　　　　├──政信─政毅
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└─勝政┬勝直＝勝治┬勝久│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　喜佐子（高松宮宣仁親王妃喜久子妹）
　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［旗本］┌勝治└──┘　　│　　　
　　│　　│　　│新田義兼女〔岩松氏〕　　　　　　　　　　└政喬┴政殊─政礼　　　│
　　│　　│　　│　　　├─┬時兼─経兼─政経─頼宥─泰家─満国＝満純（新田義宗男）
　　│　　│　　│　　〔足利畠山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　├──家純─明純─尚純─昌純─氏純─守純─豊純─秀純─富純─慶純─基純─孝純─成純──┐
　　│　　│　　│　　┌義純│　　　　　　　　　　　　　　　上杉氏憲女　　　　　　│　　　　　　　┌──────────────────────────┘
　　│　　│　　│　　│├──泰国　　　　　　　　　　　　　　（禅秀）　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　〔新田氏〕
　　│　　│　　│北条時政女│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　└─教純─時純─徳純─道純─俊純─忠純─義美┬──＝陽子
　　│　　│　　│　　│├──重保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└汪子─陽子
　　│　　│　〔畠山氏〕重忠〔田中氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　└時朝…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………正造
　　│　　│　　│　　│　　（前期東条吉良氏）　　　［奥州管領］　　　　　　　　　（武蔵吉良氏）
　　│　　│　　│　　│　　〔奥州吉良氏〕　　　　　┌満家─持家　　　　　　　　　〔世田谷吉良氏〕　〔蒔田氏〕　　　　〔吉良氏〕
　　│　　│　　│　　│　　┌義継─経氏─経家┬貞家┴治家─頼治＝頼氏＝頼高─政忠─成高─頼康＝氏朝─頼久─義祗─義成─義俊
　　│　　│　　│　　│　　［足利御三家］　　［奥州管領］　　　　　　　　　　　　│　　　　　（堀越貞基男）　　　　　　　　　　　　　秋月種美
　　│　　│　　│　　│　　〔吉良氏〕　　　　└貞経〔西条吉良家〕　　　　　　　　│　　┌義郷　　　　　　　　　　　　　　　秋月黒田長貞　├─┐
　　│　　│　　│　　│　　├長氏┬満氏─貞義─満義┬満貞─俊氏─義真─義信─義元─義堯┼義安〔東条吉良家〕　　　　　　　　　　　　├──春姫│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　〔東条吉良家〕　　　　　　　　│　　└義昭　　〔上杉氏〕景勝─定勝┬綱勝　　　┌豊姫　　　└治憲
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　└尊義─朝氏─持長─持助─義藤─持清─持広〔吉良氏〕　　　　　　　│├─＝綱憲┼吉憲─重定＝治憲（鷹山）
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├┬＝義安（西条）　　　　　│媛姫┌綱憲│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌瀬戸の├┬─義定　　　　　　│（保科正之長女）
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│大房┌俊継尼├┬─義弥　　　└富子│　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　││││┌女子　├─┬義冬　├─┘　　［絶家］
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│〔西尾氏〕│┌女子│├┬─義央───＝義周
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　││┌──忠永│　　┌茂姫　（上野介）└義周
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　└─吉次＝忠永│　　│　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　││││├──忠昭┬忠成──────┐
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│││└女子│　　〔岡山氏〕　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安祥松平家〕信忠┴清康┴広忠─家康│　　└弥清　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││　││　┌─┤│　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││　││┌──女子　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││　│〔荒川氏〕［旗本］　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││　└─定安─定昭┬定由─定長│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│││　　││││　│└女子　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　〔酒井氏〕広親┬氏忠─忠勝─康忠─忠親─忠次─家次┬忠勝│　│　├┐　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│││　　└忠吉┘　│　柘植兄正　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└家忠─信親─家次─清秀─正親┬重忠┬忠世─忠行─忠清┬忠挙└忠告
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└────┘││　　│┌┐│└忠寛＝忠告
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│〔高家品川氏〕　│├─────┐
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│└高久┼高如＝伊氏┴範増＝信方─氏如
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││┌─────伊氏　││┌信方│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││　│││　　│　││└┐　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││　└高寛───┐││┌＝冬貞
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││┌─┤│　┌──────冬貞
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││││┌養女　│││││││　［再興／旗本］
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔能見松平家〕勝隆＝重治┬重宗〔東条氏〕　〔吉良氏〕
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│││└─重治││├─義叔＝義武─義孚─義勝┬義渡──┐
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││└────┤││││└─義武│　　　　　└義質　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　││　　│　│└──────┘┌───────────┘
　　│　　│　　│　　│　　│　　〔今川氏〕　　　　　　　　　　　　　　　〔武田氏〕信虎┬信玄┬義信│　　│　│　││〔東条氏〕└＝義質─義達─義方─義道
　　│　　│　　│　　│　　│　　└国氏─基氏─範国─範氏─泰範　　　　　　　　　│　┌┘┌─┘├││　　│　│　│├─義孝＝冬重│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　├──範政─範忠─義忠─氏親┌氏輝┌嶺松院　　│　│　└┤││　┌冬重│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　┌─女子（八条上杉朝顕女）│├─┼義元│　││　　〔高家　　└───┘　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　中御門宣胤───寿桂尼│├─┴氏真┴範以│今川氏〕　│└──範高└範主┌範彦
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　└─定恵院　│　├─┴直房＝氏堯＝氏睦＝範高＝範主┴義泰─義彰──┐
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　└瑞渓院　└─利正院　└─氏堯└氏睦　　┌───────────┘
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　├──氏政　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　［絶家］
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　［足利御三家］〔塩松石橋氏〕　　〔後北条氏〕氏康　├──氏直　　　　　　　　　　　└─義用─義順─範叙─淑人
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　〔石橋氏〕［奥州総大将］　　　　│　　　└──黄梅院　　　　　　　　
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　┌義利─義博─和義─棟義＝持義＝満博…………義仲…………………尚義［絶家］
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│　　┌─持義┌満博　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│　　│└──┘　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│〔高清水斯波家〕　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│［奥州総大将］　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│┌家長　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　│├氏経─義高　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　│名越朝時女│　　　　　　　│├氏頼　　　　　　　　　└───山名宗全女
　　│　　│　　│　　│　　││　〔足利尾張家〕　　　　│〔武衛家〕　　　　　　　　　　　├
　　│　　│　　│　　│　　│├──家氏│　　　　　　　│〔斯波氏〕　┌義淳─義豊┌─＝┬義廉
　　│　　│　　│　　│　　││　　├─┴宗家─宗氏┬高経┼義将─義重┴義郷─義健＝義敏─義寛┬義達─義統─義銀
　　│　　│　　│　　│　　││　　北条時定女　　　│　│〔大野斯波家〕　　┌───義敏│　　（義良）
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　│　│└義種─満種─持種┴義孝　　　│　　└女子
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　│　│　　└───────┐　　　　│　　　├──義清〔山浦上杉家〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　〔大崎氏〕　　　　　　　　│　　　〔村上氏〕顕国　├──国清〔上杉景国〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　［奥州管領］　　　　　　　│　　　　│　　小笠原長棟女　　　┌高兼＝義宣（伊達稙宗次男）
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　└家兼┬直持─詮持─満詮┬満持─持詮─持兼─教兼┬政兼─義兼┴義直┬義隆─義興┬義清
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　［奥州探題］　　　　　　└┘　┌頼宗│　　　　　〔内ヶ崎氏〕　　┌┘　　　　　└隆尚
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│〔最上氏〕　　　　　　　├義春│　　　　　└◯◯…………………織部─作右衛門
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│├兼頼─直家┬満直┬満家┴義秋＝満氏─義淳┬義定＝義守┬義光─家親─義俊─義智─義雅
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│［羽州探題］│　　〔中野氏〕　│　　　　　│　　　　　└義姫〔伊達輝宗室〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│└義宗　　　│　　├満基─満氏─満氏─義淳┴義建─義清┬義政
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　〔天童氏〕│　　│　　　　　│　　　　　┌葛西晴胤室└義守〔最上氏〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　「水沢大衡氏系図」　　　│　　┌葛西晴胤室
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　　┌氏基│　　　　　│　　│　　┌葛西親信室
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　〔黒川氏〕　│　　　　　│　　├稙家│　│┌竹乙〔留守政景室〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　〔蒜袋黒川家〕　　　　　〔下草黒川家〕　└─義康
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　└頼直└氏直┼顕氏─氏房─氏矩＝景氏┼稙国┴晴氏＝義康
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔天童氏〕│　　│　　（飯坂清宗男）　（月舟斎）├──季氏
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　├氏定　　　　亘理元宗女
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│〔飯坂氏〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　〔大衡氏〕
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　├宗氏─氏胤
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　〔八森氏〕
　　│　　│　　│　　│　　││　［足利御三家］　　　　│　　　　　　　　　　　　「報恩寺黒川氏系図」　　└定直
　　│　　│　　│　　│　　││　〔渋川氏〕　　　　　　└──────┐　　　　　└家重─重朝─重隆─隆景＝時氏─康氏─康清＝景氏─稙国─晴氏─義易
　　│　　│　　│　　│　　│├──義顕─義春─貞頼─義季─直頼─義行─満頼─義俊─義鏡┘　　　　　　　　┌時氏
　　│　　│　　│　　│　　││　　　　〔石塔氏〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　││　┌──＝頼茂─義房┬頼房─直房　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　││　│　　┌頼茂［奥州総大将］　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　││　│　　│　　　　　［奥州総大将］　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　││　│　　│　　　　　└義基（義憲）　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　│　　│　　│　　│　　││　│　　│　　〔二橋上杉家〕朝定〔八条上杉家〕　　　　　　　　　　　　　　│
　＜義国流＞〔足利氏〕│　　││　│　　│　　（赤橋顕時女）├──朝顕┴満朝　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├義国┴義康┴義兼┘　　││　│　　│　　　釈迦堂殿　┌女子　　　┌義持─義量　　　　　　　　　　　　│
　　〔河内石川氏〕├──義氏┴泰氏┼相義┘　　　├──高義┘　　　　　│　　［鞍谷公方］　　　　　　　　　│
　　└義時　　　　時子　　　　├──頼氏─家時─貞氏〔室町将軍家〕　　├義嗣─嗣俊　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　（北条時政女）北条時氏女　　　　├─┬尊氏┐直冬　　　│　　┌義勝　　　　　　┌義輝─尾池義辰？
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　清子│├┬─義詮─義満┴義教┼政知─義澄┬義晴┴義昭　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（上杉頼重女）登子（赤橋久時女）　　│［堀越公方］　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　││　　　　　　　　├義政　　　〔阿波平島公方家〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌義寛─芳丸
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　││　　　　　　　　│├──義尚└義維┬義栄　　　〔平島氏〕　　　　　　　　　　〔平島足利氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　││　　　　　　　　│日野富子　　　　└義助─義種─義次─義景─義辰─義武─義宜┬義根＝義俊──┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　││　　　　　　　　└義視─義稙　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└義恭─義俊　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　│〔鎌倉公方家〕　　　　　〔古河公方家〕　　　　┌───┐　　　　┌──────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　└─基氏─氏満┬満兼─持氏─成氏┬政氏┬高基┬晴氏─義氏┘　　　　└─義孝─義廉─進悟 ─義弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└直義＝直冬　　　［篠川公方］　　　└顕実│　　├──┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└直冬　　　├満直　　　　　　〔山内│　　└……………………………………┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　［稲村公方］　　　　上杉家〕　　　│┌国朝　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└満貞　　　　　　　　　│　　　　││├　　　　　　　　　　└宮原氏春
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　└─氏姫　　　　　　　　　　├──茂氏─氏連──┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│├──義親─尊信─昭氏─女子　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔小弓　　　＜喜連川藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│公方家〕　〔喜連川氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└義明─頼淳┴頼氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔一色氏〕　　　　　　　　　　〔丹後一色氏〕　　　　　┌──────義清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　└公深─範氏┬範光─詮範─満範─義貫┬義直＝義有─義幸┴義道─義定＝義清［本家滅亡〕　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　（義範）└義遠┬義有〔土岐氏〕┌─────────────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└範房─詮光─満貞┬満氏　　　└成頼〔明智氏〕│　　　　　　　　　（肥後宇土藩主細川氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└詮定〔久松氏〕　　　　　　│　　　　　　　　　　宜氏　　　　〔喜連川足利氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　├─＝縄氏┬＝聡氏＝於菟丸┬惇氏＝浩平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（喜連川氏）　　　　│　（水戸│（宮原氏）　　└宜麿─浩平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└＝恵氏─彭氏─煕氏─英子　斉昭十一男）┌於菟丸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊予大洲藩主加藤氏）　　　　└───┘　

清和源氏⑥河内源氏③義光流／常陸源氏／佐竹氏／佐竹南家／佐竹北家／佐竹東家／佐竹西家／京都佐竹氏（山入家）／甲斐源氏／武田氏／高家
武田氏／米沢武田氏／典廐家／穴山氏／蠣崎氏／松前氏／仙台松前家／柳沢氏／武川衆／甲斐一条氏／南部氏／信濃源氏／小笠原氏／信濃小笠原

氏／府中小笠原家／松尾小笠原家／三好氏／伴野氏／平賀氏系図

　　　　┌義親┐
　〔河内源氏〕│
　〔源家〕　　│
　┬義家┼─＝┴為義─義朝─頼朝┌頼家─公暁
　│　　│　　　　　　　　　├─┴実朝
　│　　│　　〔新田氏〕　┌政子
　│　　│　　┌義重─義兼─義房─政義─政氏─基氏─朝氏─義貞
　│　＜義国流＞〔足利氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌義持┌義政
　├義綱└義国┴義康─義兼│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├義量├義視　　　　　　┌義輝
　│　　　　　　　　　├──義氏─泰氏─頼氏─家時─貞氏─尊氏─義詮─義満┴義教┴政知─義澄┬義晴┴義昭
　│　　　　　　　　┌時子│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└義継─義栄─義助
　│　　　　　　　　└──┤
＜義光流＞〔常陸源氏〕　　│
　└義光┬義業〔佐竹氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐竹南家〕
　　　　│├─┬義昌─隆義─秀義─義重─長義─義胤─行義┬貞義─義篤┬義宣─義盛＝義人（上杉憲定次男）　┌義里
　　　　│多気致幹孫　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　（佐竹西家〕│├──義俊─義治┬義舜┼義篤　　　＜出羽久保田藩＞
　　　　│　　〔澤田氏遠祖〕　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└小場義躬　└源姫　　　┌─────┘├──義昭┬義重───┐
　〔奥州石川氏〕光義（澤田太郎）　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　┌女子┌──┘├──┬─────────────┐
　　　　│　　│├──義季─広季─光貞　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　┌宝寿院├昆│　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　└法成院　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　┌─┘├───┐　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔相馬氏〕胤頼─憲胤─顕胤│　　〔高倉家〕永慶　　│　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│├──盛胤─義胤┬利胤─義胤＝忠胤─昌胤──┐│
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　┌─屋形御前　│　││　　│　　│　　　　　　　││

http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#misawa
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#nishio
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#imagawa
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#tanaka
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#yocho
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6.htm#yokosea
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6-3.htm#matsudaira
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6-3.htm#tokugawa
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6-2.htm#yamaura
http://www2.odn.ne.jp/cij80530/kafu6-2.htm#takakura


　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　┌─屋形御前　│　││　　│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　││　　└桂樹院　└─貞隆│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子│　││　　　├──常隆＝貞隆│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──重隆┼──＝親隆│　　│├──吉隆〔佐竹氏義隆〕　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　〔磐城氏〕由隆│　││　　┌親隆│　　└女子│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　　├──┘　　〔岩谷堂伊達氏〕　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│└久保姫　　　　　└政隆│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└┐├─┼輝宗─政宗　　　│　　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕稙宗┴晴宗〔国分氏／秋田伊達氏〕　│　　　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌義住└盛重＝宣宗─隆宗─處時＝處宗　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜角館所預＞　　┌─宣宗　　　│　　┌處宗　　　　　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐竹北家〕　　│　　　　　　└義直└─────┐　││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├義信┴義廉─義斯─義憲─義廉＝義直＝義隣┬義明─┐││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　［京都扶持衆］　　　　　　　　　　　〔佐竹東家〕┌義喬　　　　　　　　　├義隣└義秀││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔京都佐竹氏（山入家）〕　　　　　　　　　└政義─義堅┴義久┬義賢─義直─義長＝義寛＝義秀┤│││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└師義─与義─義郷―祐義―義知―義真―義藤―氏義―義盛　　└┘　　　　　　　　└義寛　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔後北条氏〕氏康　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──氏政　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────瑞渓院├──氏直　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┌黄梅院　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌─義信［廃嫡］　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　〔武川衆〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　││├　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　〔甲斐一条氏〕　　　　　（武川衆）　　　　　　　　　　　〔青木氏〕〔横手氏〕│┌──────嶺松院　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　┌忠頼＝信長─信経　　　………………………………………………信立┬信国＝┬（長俊）┐　　├┘　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　┌─信長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───┘　││　│　　│〔海野氏〕　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔三条家〕公頼──三条の方（信親）〔高家武田氏〕　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　├┼─竜芳─信道─信正─信興──┐││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　││┌菊姫〔上杉景勝正室〕　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────┘［米沢藩士］┌女子　　　　　│││││
　　　　〔甲斐源氏〕〔武田氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────┐│　〔米沢武田氏〕├　　　　　　│││││
　　　　├義清─清光┬信義┴信光┬信政┬信時─時綱─信宗─信武┬信成─信春┬信満┬信重┬信守─信昌─信縄─信虎┼晴信┴信清┬勝信＝信秀─信安─┐│││││
　　　　│　　　　　│　　│　└┘　　〔石和流武田氏〕　　　　│　　┌──┘　　├信賢─┐│　　　│　││　│（信玄）　　└女子┌信秀　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　└政綱　　　　　　　　　│　　│　　　　　〔若狭武田氏〕　　│　│└──────┐　　├─┘　（徳川家康││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安芸武田氏〕　　└信栄│││　　　│　│　　││［福島城代］本庄重長　　五男）││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├氏信─信在─信繁─元綱─元繁　　　│　│　　││├──勝頼┬信勝＝信治＝信吉　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　┌─────┘││　　　│　│　┌──諏訪御料人│　　┌信治［絶家］││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　││〔典廐家〕┌──義勝　（勝千代）││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　││（古典廐）││┌信頼（義勝）　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　││├信繁─────信豊─雅楽　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　│││├───┤││（典廐）　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　││┌女子　││││　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　〔望月氏〕昌頼┴盛時　│└──信永　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　│││├─┬信雅＝┴信永　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　〔甲賀望月氏〕千代女│　│　├│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　└──┐　└新六└─女子　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　　│〔逍遥軒家〕　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　　│├信廉─信澄　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│┌──┤（逍遥軒）　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│└禰々御料人　│　　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　│　│　├───寅王│　　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　〔諏訪氏〕頼重─┘　　│　　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　││　　　└見性院　││　　　│　　　　│　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　│└南松院　├─────────────┘　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔穴山氏〕　└信介　　　　│　　├─┬信君（梅雪）　　　│　　　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├義武＝満春＝信介─信懸─信綱─信友└信嘉　　│└─定恵院　　　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├満春┌──────┘　　　　（信邦）　│　　├─┴氏真　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└女子──┐　　　　　　　　　〔今川氏〕氏親┬義元│　　　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　〔京都武田氏〕　│　　　　　　　　　　　└────┘　〔宮床伊達氏〕　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└公信　　　│　│　　　　　　　　〔伊達氏〕政宗─忠宗─宗房┌村房〔伊達宗家　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　├─┴村興　　　吉村〕　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌於松　　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│〔白石片倉氏〕景綱─重長┬──＝景長┼村長─村休＝村定＝村廉　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　（小十郎）　│　│┌景長└村定　　　　　┌─村廉　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　└喜佐│　　〔仙台片倉氏〕　│　　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　├─┼広国＝為広┬広高┬脩広＝広義　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　││└───為広│　　└─┘┌広義　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　│　│　　　　　　　　　　　　〔仙台松前家〕　　〔佐々氏〕　│　　　││││││
　　　　│　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　┌安広　　　　　　└女子───┘　　　││││││
　　　　│　〔北条氏〕時政┴義時─泰時─時氏　　　┌───覚海円成　〔蠣崎氏〕│　　　　　　　　　〔松前氏〕│　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　│　　　　┌─┤　　　　　　　　├──時頼─時宗　├──高時└季繁＝信広─光広─義広─季広─慶広┴忠広─直広─本広┬邦広─資広───┐││││││
　　　　│　　　　││牧の方　　　　　┌松下禅尼　│├──貞時　├──時行└信広　　　　　　　　　　　　　　│　　［旗本］└俊則〔柳生氏〕　│││││││
　　　　│　　　　││　　　　　　　　├景村─泰宗┘│　┌───女子　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　┌安吉─信花　　　　　　│││││││
　　　　│　　　　││　　　〔安達氏〕┴義景┌───覚山尼　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│　　　│　　　├──保教──┐│││││││
　　　　│　　　　││　　　　　　　　　├─┼泰盛─宗景│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　┌女子　　　　　││││││││
　　　　│　　　　││　　　　　　　　┌女子└顕盛─宗顕┴時顕　　　　　　　　│　　　　　　　　　　〔柳沢氏〕（長俊）＜甲府藩＞　　　　　││││││││
　　　　│　　　　││　　　　　〔伴野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　└─信兼＝信俊┴安忠┴吉保────┐││││││││
　　　　│　　　　││　　　　　┌時長┴時直─長泰　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└─長俊　　　　　　　　　　│││││││││
　　　　│　　　　││　　〔信濃源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌長秀　　　　　　　　　　　　〔遠江小笠原氏〕　　　　　│││││││││
　　　　│　　　〔加賀美氏〕〔小笠原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔信濃小笠原氏〕　　　　　　　　　　┌長高　　　　　　　　　　│││││││││
　　　　│　　　　│└遠光┬長清┴長経─長忠─長政─長氏─宗長─貞宗─政長┬長基┼長将〔府中小笠原家〕　┌──┤　　　　　　　　　　　　│││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││├──持長─清宗─長朝─貞朝┴長棟┬長時─貞慶───┐│││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└─女子〔鈴岡小笠原家〕　│　　　　　└女〔山浦上杉家〕││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　┌宗康─政秀　　〔村上氏〕顕国　├──国清〔上杉││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　［滅亡］　└女子　├──義清　　　景国〕││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔松尾小笠原家〕　　├　斯波義寛女（酒井忠次男）││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└政康┴光康─家長─定基─貞忠─信貴─信嶺＝信之──┐││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔三好氏〕　　　　　　　　　　　　　┌義興─義資─┐│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└長興─義長─長之┬之長┬長秀┬元長┬長慶＝義継─義兼　││││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　┌義継┌───┘│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　├実休─長治└資信　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　〔安宅氏〕　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　├冬康│　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　〔十河氏〕　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　└一存│　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　├─┘　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　九条稙通女　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　┌康俊　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔阿波三好家〕　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└康長＝信吉〔豊臣秀次〕　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　［三好三人衆］　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├頼澄─政康（木下治兵衛）　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　［三好三人衆］　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌義政　　　　　　│　　└長則─長逸　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├政盛┬光政　　　└勝時─政長　　　　　　　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　│　　　　　　　　┌政光　　　　　　　　　　　　│　　└時政─通継┌安信─晴政─晴継┌重直　　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　〔南部氏〕　　　　├宗経　　　┌茂時　　　　　　│　　　　　┌信義│　　　　　〔盛岡南部家〕　　　　　　　│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　└光行─実光─時実┴義元┬義行┴信長─政行─守行┴助政─信時┴政康┴高信─信直─利直┼重信─行信────┐│││││││││││
　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　├宗行┬政連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔八戸南部家〕　　　││││││││││││
　　　　〔平賀氏〕│〔大内氏〕　　　　　　　　　　└祐行└祐政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└直房　　　　　　　││││││││││││
　　　　└盛義─義信─惟義─惟信　　　　　　〔白石氏〕［仙台伊達家臣］［宇和島伊達家臣］［高松藩足軽］　　　　〔平賀氏〕　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　├──朝雅…………………………玄信…………………………………………………………………………………茂左衛門─源内　　││││││││││││
　　　　比企尼─女子　├　　　　　　　　　　（小笠原庶流大井氏臣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　└─女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　┌────────────────────────────────（盛岡南部家）────────────────┘│││││││││││
　　　　　　　　　│┌───────────────────────────────（松尾小笠原家）────────────────┘││││││││││
　　　　　　　　　││┌──────────────────────────────（府中小笠原家）─────────────────┘│││││││││
　　　　　　　　　│││┌─────────────────────────────（柳沢氏）─────────────────────┘││││││││
　　　　　　　　　││││┌────────────────────────────（旗本柳沢氏）────────────────────┘│││││││
　　　　　　　　　│││││┌───────────────────────────（松前氏）───────────────────────┘││││││
　　　　　　　　　││││││┌──────────────────────────（米沢武田氏）──────────────────────┘│││││
　　　　　　　　　│││││││┌─────────────────────────（高家武田氏）───────────────────────┘││││
　　　　　　　　　││││││││┌────────────────────────（佐竹東家）─────────────────────────┘│││
　　　　　　　　　│││││││││┌───────────────────────（佐竹北家）──────────────────────────┘││
　　　　　　　　　││││││││││┌──────────────────────（相馬氏）────────────────────────────┘│
　　　　　　　　　│││││││││││┌─────────────────────（佐竹氏）─────────────────────────────┘
　　　　　　　　　││││││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔尾張徳川家〕
　　　　　　　　　││││││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔越前松平家〕春嶽─義親┬義知
　　　　　　　　　││││││││││││（佐竹氏）　┌叙胤＜久保田新田藩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大給氏〕
　　　　　　　　　││││││││││││　　　┌吉隆├義寘─義都─義堅─義真┌義明　　　　　　　　　　　　　　　　　　├義龍┐
　　　　　　　　　│││││││││││└┬義宣＝義隆┼義処┬義格＝義峯＝義真＝義明　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　┌─義忠
　　　　　　　　　│││││││││││　│　　（吉隆）　　│　　┌義峯│　　│├─┬義敦─義和─義睦＝義堯─義生─義春─義栄└孝
　　　　　　　　　│││││││││││　│　　│　　＜久保田新田藩＞　└───直　└義方┐　　　　　┌義堯　　　　　　│├┴＝孝─┬基博
　　　　　　　　　│││││││││││　│　　│　　〔壱岐守家〕│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　└百合子　　└章博
　　　　　　　　　│││││││││││　〔蘆名氏〕　└義長───＝義道───┘　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　├義広（盛重→義勝）　　┌義道　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　〔磐城氏〕　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　├貞隆└──┐　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　││〔亀田磐城氏〕│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　│├（吉隆）┴＝宣隆─重隆　　　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　│相馬義胤女　┌宣隆　　│　　　　　　　　　　┌┘　　　　　│
　　　　　　　　　│││││││││││　└──────┘〔多賀谷宣家〕　　　　　　　　│┌樹胤┬根来盛実───────┐
　　　　　　　　　│││││││││││（相馬氏）　　　　　└───叙胤　　　　　　　　││　　└────────┐　　│
　　　　　　　　　││││││││││└─────────────＝叙胤─徳胤─恕胤─祥胤┴益胤┬充胤│　　　　　│　　│
　　　　　　　　　││││││││││　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　├─────┐　　│　　│
　　　　　　　　　││││││││││（佐竹北家）　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　└──┘　　│　　│　　│
　　　　　　　　　│││││││││└───────────────義命─義拠＝義邦─義躬─義文─義術─貞鏡尼　┌─義倫└義尚┌義敬
　　　　　　　　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┌─義邦　　│　　　　　　　├──義許＝義倫＝義尚┴敬治郎─女子［秋田県知事］
　　　　　　　　　│││││││││　　　　　　　　　　　　　　　└──┐　│　　　　　│　　　　　　　多賀谷厚孝│　　　　　　　　　　├──佐竹敬久
　　　　　　　　　│││││││││（佐竹東家）　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　└─義冨┌義徳　　　└義典└義祚　　　　　　　　和井内貞二郎
　　　　　　　　　││││││││└────────────────義本┼義智─義路─義府＝義冨┴義珍─義致＝義典＝義祚┬義寿─克子
　　　　　　　　　││││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─┘（守山松平頼亮　　　　　　　　　　└───┘
　　　　　　　　　││││││││（高家武田氏）　　　　　　　　　　　　　　　三男）┌───崇信（旗本遠山景高五男）
　　　　　　　　　│││││││└──────────────信安＝信明─護信＝信典＝信之＝崇信＝信任─要子
　　　　　　　　　│││││││（米沢武田氏）　　　　　　　　　┌─信明　　　　　　┌信之├俊順　　　　├──昌信─邦信─英信
　　　　　　　　　││││││└────────────信全─信久─信福─信順─信明─信篤│〔柳生氏〕　信保
　　　　　　　　　││││││（松前氏）　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　│││││└────────────┬道広─章広┬見広─昌広─徳広─修広─興広─孝広
　　　　　　　　　│││││（旗本柳沢氏）　　　　　　│　　　　│〔仙台蘆名氏〕　　│　　│
　　　　　　　　　││││└──────────────里光┐　│└盛長　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　││││（柳沢氏）　　　　　　＜大和郡山藩＞　│　　　　　　　　　│　　│
　　　　　　　　　│││└───────────┬吉里─信鴻┬保光┬保泰─保興─保申─保申＝斉徳─保徳
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　│　　│　　└─┘├俊豊　　　　　　│　　│（島津忠重男）
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　＜越後黒川藩＞　　└────────┘　　└光邦
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　├経隆＝里済＝里旭＝保卓─信有─光被＝光昭＝光邦─光治
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　│　　└里済├里旭┌保卓
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　│　　　　　└──┘
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　＜越後三日市藩＞
　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　└時睦　　　＜中津藩＞
　　　　　　　　　│││（府中小笠原家）　　　　　　　┌忠脩─長次
　　　　　　　　　││└─────────────秀政＜小倉藩＞　　　　　　　　　　┌忠固─忠徴　　　　　　┌忠春
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　├─┼忠真─忠雄─忠基─忠総┬忠苗┴長禎─長武─忠幹─忠忱┼長幹┬忠統─長雅
　　　　　　　　　││　　　〔松平氏〕元康─信康─登久姫　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　└鞠子〔伊達興宗室〕
　　　　　　　　　││　　　　　　　（徳川家康）　　　＜小倉新田藩＞　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└照子〔津軽氏〕
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　├真方　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　＜杵築藩＞　　　　　　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　├忠知　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　＜豊前竜王藩＞　　　　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　└重直〔能見松平家〕　　│
　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［南町奉行］　　　└忠與
　　　　　　　　　││（松尾小笠原家）　　　　　　　〔大岡氏〕忠相─忠宜─忠恒＝忠與─忠宜
　　　　　　　　　│└─────────────┬政信＝貞信┬信秀─信辰─信房─長教─長貴─長守┬長育
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└女子┌貞信└信胤〔下総相馬家〕　　　　　　　　└俊久〔柳生氏〕
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　├─┘
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　高木貞勝┌信居┬信浄─利用
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└信丞─利用
　　　　　　　　　│（盛岡南部家）　　　　┌信恩─利視┴利正─利敬┌利義　　　┌利祥
　　　　　　　　　└───────────┴利幹─利雄─利謹─利済┴利剛─利恭┴利淳─利英─利昭─利文

清和源氏⑦／河内源氏④／頼清流／信濃村上氏／伊予村上氏／政清系／越後村上氏／頼季流／保科氏／会津松平家／満政流／水野氏／満快流／夏
目氏系図

〔清和源氏〕　〔河内源氏〕　　　┌義親┐　　　　　　　　┌頼家─公暁
　経基王┬満仲─頼信┬頼義┬義家┼─＝┴為義─義朝─頼朝┴実朝
　　　　│　　　　　│　　│　　│　　〔新田氏〕
　　　　│　　　　　│　　│　　│　　┌義重─義兼─義房─政義─政氏─基氏─朝氏─義貞
　　　　│　　　　　│　　│　＜義国流＞〔足利氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斯波氏〕満種
　　　　│　　　　　│　　│　　└義国┴義康─義兼─義氏─泰氏─頼氏─家時　　　　　〔六角氏〕満高　├──持種─義敏─義寛─┐
　　　　│　　　　　│　＜義光流＞〔佐竹氏〕　　　　　　　　　　　　　├──貞氏┬尊氏　　　　├──女子　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　├義光┬義業　　　〔武田氏〕　　　　　　　┌女子　　　│├──基氏─女子　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　│　　└義清─清光┬信義　　　　　　　　　│　　┌───清子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　〔平賀氏〕　　　　〔南部氏〕〔上杉氏〕重房┴頼重┴憲房┬憲顕─憲方┬房方┐　　　　　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　└盛義─義信─朝雅└遠光　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔山浦上杉家〕　　（国清）　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└憲重＝頼方─頼藤＝景国　　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└頼方　　　┌国清　　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　〔小笠原氏〕長将│　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔武田氏〕信武　　　　　　　├──持長─清宗─長朝─貞朝─長棟─┐
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　┌信国　　　　　　　　　　　　│　　　├──信成─信春─女子│　　　　　　│　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　＜頼清流＞　　　　　　　〔信濃村上氏〕　　　　　　　　┌義光└高義─女子　　　┌────────────┘　　　　　　　　│
　　　　│　　　　　├頼清─仲宗─仲清─盛満┬為国┼安信─信村─胤信─信泰┴信貞─師貞─貞代─宗康│　　┌──────────────────┘
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　└経業　　　　　　　　　　　　　　　＜政清系＞　│　　│　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　〔伊予村上氏〕　　　　　　　　…………………政清─政国─顕国│　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　［村上水軍］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──義清│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　└定国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子│├─┤
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──┘
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔戸田氏〕┬─氏繁（勝隆）
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││├────┐
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──女子　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└─勝成（重政）
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　││　〔越後村上氏〕
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│├─┬頼勝＝忠勝
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└女子│　　└忠勝
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────┘　　　　　┌綱吉
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔徳川氏〕家康┬秀忠─┬家光┬家綱＝綱吉＝家宣─家継＝吉宗
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌──┘　　〔甲府家〕　┌家宣
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　├綱重───┘
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　└──┘
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔紀伊家〕　　〔紀伊系徳川宗家〕
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├頼宣──光貞─吉宗┬家重─家治＝家斉
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　〔一橋家〕
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　└宗尹───────────┐
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔水戸家〕〔高松家〕　　　〔水戸家〕　　　　　　│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└頼房──頼重─頼侯─頼豊─宗堯─宗翰────┐│
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜会津藩＞　〔会津松平家〕　　　　　　　　　││
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝正之┬正経＝正容┬容貞─容頌＝容詮───┐││
　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└正之└───正容└容章────容詮　　　│││
　　　　│　　　　＜頼季流＞〔井上氏〕　　　　　　　　　　　　〔保科氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│＜上総飯野藩＞　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　│　　　　　└頼季─満実─光平─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──┐│││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└────正貞│　　　　　└───正寿　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　〔旗本保科氏〕　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　├─＝┬正英　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└女子│　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　小出吉英　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌正興　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　〔西郷氏〕　　　　　　　　　　　　││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└正勝─正近─┬正長＝近房─近方─近張─近致────┐││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子┌近房　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　＜満政流＞　　　　　　　　　　　　　　　　〔水野氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔西郷氏〕元次　　　　　　　　　　　　　　　　│││││
　　　　├満政─忠重─定宗─重宗─重実─重遠─重房─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────┐│││││
　　　　├満季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　＜満快流＞　　　　　　　〔村上氏〕　〔夏目氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　　└満快─満国─為満─為公┬為邦─国高─國忠…………………………………………………………………………………………………………金之助　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　〔片切氏〕　　　　〔泉氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漱石）　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　└為基─為行─行心─親衡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││
　　　┌────────────────────────────────（水野氏）──────────────────────────────┘│││││
　　　│┌───────────────────────────────（西郷氏）───────────────────────────────┘││││
　　　││┌──────────────────────────────（保科氏）────────────────────────────────┘│││
　　　│││┌─────────────────────────────（会津松平家）───────────────────────────────┘││
　　　││││┌────────────────────────────（水戸徳川家）────────────────────────────────┘│
　　　│││││┌───────────────────────────（一橋徳川家）─────────────────────────────────┘
　　　││││││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──┐
　　　││││││　　　　〔一橋系徳川宗家〕　　　　　　　　　　　　　　　〔会津系徳川宗家〕
　　　││││││　　　　┌家斉┬家慶┬家定＝家茂＝慶喜＝家達─家正┬──＝恒孝─家広
　　　││││││　　　　│　　〔紀伊家〕　┌家茂┌慶喜┌家達　　　└豊子└恒孝│
　　　││││││　　　　│　　└斉順───┘　　└───────┐　├─┬恒忠│
　　　││││││　　　┌───┘　　│　　　　　　　　│　　　　│┌一郎├──┘
　　　││││││　　　││　　┌┐　└──┐　　　　　│　　　　││　　└恒和
　　　││││││　　　││　　├────────┐　　│　　　　│├勢津子〔秩父宮雍仁妃〕
　　　││││││　　　││　　〔福井家〕　│　　│　　│　　　　││
　　　││││││　　　││　　├春嶽─────┐│　　│　　　　││
　　　││││││　　　│〔田安家〕　　┌─────────────────┐
　　　││││││　　　│├斉匡┼慶頼─────────┘　　　　││　　　│
　　　││││││（一橋家）　　│└──斉位└慶昌└慶壽　　　　　││　　　│
　　　│││││└──治済┴斉敦─斉礼＝斉位＝慶昌＝慶壽＝昌丸＝（慶喜）＝（茂徳）
　　　│││││　　　　│　　　〔高松家〕　　　│　┌──昌丸　┌慶喜　　┌茂徳
　　　│││││（水戸家）　　　┌頼恕─頼聰┐　│　│　　　　　│　│　　│
　　　││││└───治保┬治紀┴斉昭────┬────────┘　│　　│
　　　││││　　　　　││　　│　　　└茂徳││　│┌──────┤　　│
　　　││││　　　　〔尾張家〕└慶臧┌＝茂徳│└─義親　　　　　　│　　│
　　　││││　　　　　└─斉荘＝慶臧＝慶勝＝義礼＝義親─義知　　　│　　│
　　　││││　　　　　　│　　│　　┌慶勝└義礼　││　├　　　　│　　│
　　　││││　　　　　　│　　└─────────┘└─正子　　　│　　│
　　　││││　　　　　　〔水戸系高須家〕　　│┌────────────┘
　　　││││　　　　　　└義和┬義建┼（茂徳）┴─義端＝義勇　　　│
　　　││││　　　　　　　　　│　┌┤　　　│　　　　┌義勇　　　│
　　　││││　　　　　　　　　│　│〔桑名家〕　　　　│　　　　　│
　　　││││　　　　　　　　　│　│├定敬　│　　　　┌──────┤
　　　││││　　　　　　　　　│　│└────────┘　　　　　│
　　　││││　　　　　　　　　│　│　　　　└喜徳　　　　　　　　│
　　　││││（会津松平家）　　│　└─容保┌＝喜徳〔守山松平家〕　│
　　　│││└────容住─容衆＝容敬＝容保┼容大＝保男─保定─保久─親保
　　　│││　　　　　　　　　　└容敬│├　│　　┌保男　　　　　　│
　　　│││　　　　　　　　　　　　　└敏姫├健雄─勇雄［福島県知事／行政管理庁長官］
　　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　├恒雄─────────┘
　　　│││（保科氏）　　　　　　　　　　　└──┘
　　　││└────────正徳─正丕─正益─正昭─正虎─正興─正宣
　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　┌＝四郎（志田貞二郎三男／姿三四郎モデル）
　　　││（西郷氏）┌近義　　　　　　〔保科氏〕
　　　│└─────┴近寧─近光─近思─近悳┴有鄰
　　　│　　┌─近守─守忠＝信近─信政　（頼母）
　　　│　　│　　　　　┌─信近
　　　│　　│　　　　　│┌信元─利勝〔土井氏〕
　　　│　　│　　　　　││　　［旗本］　　　　　　　　┌────────┐
　　　│　　│　　　　　││　　┌守重─守正─守重─守満＝守鑑─────┐│
　　　│　　│　　　　　└┤　　＜下総山川藩＞　　　　　　（旗本水野　　││　　＜唐津藩＞　＜浜松藩＞
　　　│（水野氏）　　　　＜忠守流＞＜岡崎藩＞　　　　　　　忠伸三男）　│└忠任（浅野宗恒次男）　＜山形藩＞
　　　└──┴─賢勝─忠政┴忠守┴忠元─忠善─忠春┬忠盈＝忠之─忠輝─忠辰＝忠任＝忠鼎─忠光［老中首座］＜近江朝日山藩＞
　　　　　　　　　　　│　　　＜新城藩＞＜安中藩＞└───忠之　　　　　│　　　　　　　├──忠邦─忠精┬忠弘＝忠美─忠款─忠俊
　　　　　　　　　　　│　　　　┌分長─元綱─元知　　　　　　　　　　　│　　　　　　　恂　　　　　　　└───忠美
　　　　　　　　　　　│　　　　［紀伊家附家老／新宮城主］　　　　　　　│　　　　　　　├──喜右衛門
　　　　　　　　　　　＜忠分流＞〔新宮水野家〕　　　　　　　　　　　　　│　　〔凮月堂〕喜右衛門　＜新宮藩＞
　　　　　　　　　　　│　┌忠分┼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　　　　　　│　　│　　├重吉
　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　├─┘　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　├──────────────┐
　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　新庄直恒　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔片桐氏〕　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　└貞央─┐　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└────┐　│　　　　┌勝寛　　　│
　　　　　　　　　　　＜忠重流＞＜福山藩＞　　　　　　　　　　＜結城藩＞　　　　　　　　　　└忠固────────────────忠愛└直
　　　　　　　　　　　├─┼忠重┬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
　　　　　　　　　　　於富│　　│　│└勝直┬勝長　　　　　　　　　　　　└───勝前　　　（豊後岡中川　　└─勝任　（丹羽氏）
　　　　　　　　　　（華陽院）＜尾張水野藩＞└勝政　　　　　　　　　　　　┌忠徳〔田沼意正〕　　久貞三男）　　└─────┘
　　　　　　　　　　　│　│　　├忠胤　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌忠紹───┐　　　　　＜上総菊間藩＞
　　　　　　　　　　　│　│　　＜松本藩＞　　　　　　　┌忠幹　　　＜沼津藩＞　│　　┌忠武└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
　　　　　　　　　　　│　│　　│　││　　　　　└──────忠穀　　　（岡野知暁次男）　　　　（本多忠考四男）
　　　　　　　　　　　│　│　　│　││　　　　　＜北条藩＞　＜上総鶴牧藩＞　　　　　　　　┌─────────┘
　　　　　　　　　　　│　│　　│　│└忠増─忠位＝忠定─忠見─忠韶＝忠実─忠順＝忠宝─忠陽＝節比古
　　　　　　　　　　　│　│　　│　└─勝政　　　（桑名松平　　　　（庄内酒井　（肥後高瀬　└節比古
　　　　　　　　　　　│　│　　└忠直　　　　　　　定重九男）　　　　忠徳次男）　細川利永三男）
　　　　　　　　　　　│　│　　　├──豊重
　　　　　　　　　　　│加納久直─佐阿
　　　　　　　　　〔久松氏〕俊勝
　　　　　　　　　　　│　││┌─康俊＝勝政
　　　　　　　　　　　│　│││〔久松松平家〕
　　　　　　　　　　　│　│├┴─定勝
　　　　　　　　　　　│　└於大（伝通院）
　　　　　　　　　　　├　　├──家康
　　　　　　〔松平氏〕清康─広忠

宇多源氏／庭田家／大原家／綾小路家／近江源氏／佐々木氏／六角氏／京極氏／尼子氏／黒田氏／湯村氏／白石湯村氏／宮床湯村氏系図

　　　　　　　　　　　┌朱雀天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中山家〕宣親┬康親┬孝親─親綱─慶親─元親─┐
　　　　　　┌醍醐天皇┴村上天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─┐└女子　　　　　　　　　　│ 
　〔天皇家〕│　　　　〔宇多源氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔庭田家〕　　　　　　　　　　　　　　　│　├　　　　　　　　　　　│
　　宇多天皇┴敦実親王─雅信┬時中─済政─資通─政長─有賢─資賢─時賢─有資＝経資─茂資─重資┬経有┬重有─長賢┬雅行─重経＝重親┬重保┬重具─────┐
　〔藤原北家〕師輔───兼家─道長┌彰子〔一条中宮〕　　　　　　〔近衛家〕　│（徳大寺公直男）│　　│　　　　　│　└────重親│　　├季秀　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│├─┼頼通─師実─師通─忠実─忠通─基実　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　│〔正親町家〕　│　　　　
　　　　　　　　　　　　　　├倫子├妍子〔三条中宮〕　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　└資胤　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　├教通　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　│　　　　＜本願寺＞證如　〔四条家〕　　│　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　│　　├威子〔後一条中宮〕　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　└───────┐│├──顕如　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　└嬉子〔後朱雀妃〕　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　│└顕能尼　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　┌後花園天皇─後土御門天皇│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　崇光天皇〔伏見宮家〕（後崇光院）　　│　├──後柏原天皇　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──栄仁親王──貞成親王　　　└─朝子　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└資子（按察使典侍）├─┴貞常親王　　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔綾小路家〕　　　　　　└──────幸子（敷政門院）　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└信有─有頼─敦有─信俊＝有俊─俊量─資能…（中絶）……高有─俊景────┐│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔六角氏〕　　　　　　　　（山科行有男）　　　　　　　　　　　　　　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌泰綱─頼綱─時信─氏頼─満高　　　　　　┌氏綱┌政堯（承禎）　　　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├─┬満綱─久頼┴高頼┴定頼─義賢┬義治　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　足利基氏女│　　　　　　　　　　　　　　└義定　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　┌─────┘　〔村上氏〕顕国　　　　　　　　　　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔斯波氏〕満種　　　　　　　　　　├──義清〔山浦上杉家〕│　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──持種─義敏─義寛─女子　├──国清〔上杉景国〕　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　〔近江源氏〕〔佐々木氏〕　　　　　　　　　〔京極氏〕　　　　└女子　　　　　　　　　　　　　小笠原長棟女　　　│　　││
　　　　　　　　　　　　　　└扶義─成頼─義経─経方─爲俊─秀義─定綱─信綱┴氏信─満信─宗氏─高氏─高秀┬高詮─高光─持清─勝秀─高清──────┐││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木　　〔尼子氏〕　　　　　　　　　　　　　　│　│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道誉）　└高久─持久─清定─経久────────┐│││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔黒田氏〕　　　　　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔湯村氏〕　　　　　………高宗─高政─重隆───┐│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七郎左衛門（伊達郡湯村郷／福島市飯坂町）　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………幸善……………………………………………………┐││││││
　　　　　　　　　　　　　　┌………………………………………………………………………………（湯村氏）……………………………………………………┘││││││
　　　　　　　　　　　　　　：┌─────────────────────────────（黒田氏）─────────────────────┘│││││
　　　　　　　　　　　　　　：│┌────────────────────────────（尼子氏）──────────────────────│┘│││
　　　　　　　　　　　　　　：││　　┌─────────────────────────（京極氏）──────────────────────│─┘││
　　　　　　　　　　　　　　：││　　│┌────────────────────────（綾小路家）─────────────────────│──┘│
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││┌───────────────────────（庭田家）──────────────────────│───┘
　　　　　　　　　　　　　　：││　　│││┌──────────────────────（中山家）──────────────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││││（庭田家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌重基 
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││└──重定─重秀─雅純─重条＝重孝─重熈┬重嗣─重能＝重基─重胤─重直┬重行
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　┌────重孝　　　│　┌────────────┘
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　│　　┌┘　　　┌─────────────┐
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　│　　│〔大原家〕　│　　　　　（富小路貞直次男）
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　│　　└＝栄顕＝栄敦＝重度─重尹＝重成＝重徳┴重朝┬重明
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　│　　　（葛岡　（葛岡　│　　　└───重徳　　　├重季〔秋田氏〕
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│　　　　　　　　│　　　宣之四男）宣易男）　　　│　　└具視　　　└博光〔柳原家〕
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　│（中山家）　　　│┌────────┘　│　　　│　　〔岩倉家〕 
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││　└─英親＝篤親┬兼親─栄親＝愛親─忠尹─忠頼─忠能─忠愛┬忠尹
　　　　　　　　　　　　　　：││　　││（綾小路家）　　└─┘└俊資　　　　│　　　└─茂俊└──┘
　　　　　　　　　　　　　　：││　　│└───有胤─俊宗┬有美＝俊資─有長─俊賢┬有良＝茂俊＝家政＝護（野宮定穀五男）
　　　　　　　　　　　　　　：││　┌─────竜子　　　└有儀〔倉橋家〕　　│┌┘　　　　　（大炊御門家信八男）
　　　　　　　　　　　　　　：││　││　　　　├　　　　　　　　　　　　　　└──重実
　　　　　　　　　　　　　　：││　│〔豊臣氏〕秀吉　　　　　　　　　　　　　　└＝俊実（重実）
　　　　　　　　　　　　　　：││　││　　　　├──秀頼
　　　　　　　　　　　　　　：││　││　　┌─茶々　├
　　　　　　　　　　　　　　：││　││（京極氏）┌─千姫　　　　　　＜多度津藩＞
　　　　　　　　　　　　　　：││　│└─高吉＜小浜藩＞　＜丸亀藩＞　┌高通─高慶┐
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　├─┬高次┬忠高＝高和─高豊┴高或─高矩─高中─高朗＝朗徹─高徳
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　┌マリア├│└高政─高和　　　　　　　　　│　　　　　（京極高周男）
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　│　├─初（常高院）　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　〔浅井氏〕久政┴長政│　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　 　　 　 　 　　　　　　 　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　├┤│　│　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　┌お市│　│　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│〔徳川氏〕家康─秀忠　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　│　││├┴─家光　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　│　└─江　＜宮津藩＞　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　〔織田氏〕信秀┴信長├高知┬高広　　　＜豊岡藩＞　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　│　　│＜田辺藩＞┌高盛　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　│　　├高三─高直┴高住─高栄─高永─高品─高有─高行─高厚─高義─高光─高晴
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　│　　└女子　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　│　　　├──高供　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　朽木宣綱〔京極氏〕＜峰山藩＞　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　│├──高通　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││　│　　　　├マグダレナ　　　　　　　　　　　　 │
　　　　　　　　　　　　　　：││　└────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：││（尼子氏）　　　　　　　〔佐々木氏〕　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│└┬政久─晴久┬義久＝元知＝就易＝広高─元氏─時久│
　　　　　　　　　　　　　　：│　│　　　　　└倫久┬元知┌就易┌広高　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│　│　　　　　　　　└───女子│　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│　│　　　　　　　　　　　└┤　│　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│　└国久─女子　　　　　　┌就兼│　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│　　　　　├──隆慶─政慶┴元兼┘　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│〔宍道氏〕経慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：│（黒田氏）官兵衛　　＜福岡藩＞┌┐　　　　　　　　└治高　　　　　　　　　（藤堂高猷三男）
　　　　　　　　　　　　　　：└──職隆─孝高┬長政┬忠之┬光之┴長清─継高＝治之＝治高＝斉隆─斉清＝長溥＝長知─長成─長礼─長久─長高
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　（如水）　　│　┌┘　　│　　　　　　（一橋宗尹　（一橋治済　（島津重豪十三男）
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　┌┘　　＜秋月藩＞　│　　　　　　　　五男）　　　三男）
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　　〔秋月黒田家〕　　┌長貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌信民〔柏原藩織田氏〕
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　　├長興┬長重─長軌＝長貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　├長義
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　　│　││　　│　　│├─┬長邦┬長恵＝長堅＝長舒─長韶＝長元┴長徳
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│〔米沢上杉家〕富子│　　┌豊姫│　　└此子─長堅┌長舒　　　　（山内豊策五男）
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　　│　││├──綱憲┴吉憲─重定＝治憲（勝興／鷹山）
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　〔吉良氏〕義央（上野介）││　　┌勝興　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│　　　│　││　〔秋月氏〕種弘─種美└┐　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　│〔三奈木黒田家〕　│　　│　││├─┬種茂───┘
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　└＝一成─◯◯─◯◯─一貫│　│└春姫├┘
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　（伊丹加藤重徳男）│├──鶴子┐　　└晃長〔人吉相良氏〕
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　│　│└───勝子└──┘
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　＜東蓮寺藩＞│
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　│　└─之勝└綱政
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　└高政＝之勝＝長寛─宣政
　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　〔賜姓片倉氏〕　　　（綱政）
　　　　　　　　　　　　　　：　　〔白石湯村氏〕源蔵（片倉源蔵）
　　　　　　　　　　　　　　└………………土佐─福幸┬本福─方福─本継─定福─方行─一福─行福─昌福─成福─伊福─善利─近福─多福─介福─幸善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［宮床伊達氏家中／宗房継室於松付侍］　　　　　　　　　　　　　┌─────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔宮床湯村氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└三五郎　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└彦太郎─甚三郎─彦左衛門─貞数─員長─員貞＝員信─員徳┬員直＝三五郎　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青木伝之丞次男）││　　　　〔矢内氏〕［宮城学院大教授］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　　│┌かちえ─信昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│├──利雄││（勝子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└きん└はる　├──┼房雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔八巻和内┌─ちよと│├───利則─洋平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継妻〕　│　　　││てい子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│├茂雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│├かちみ（勝美）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│├盛雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│└周雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔早坂氏〕養右衛門┬清三郎┬仁三郎─清治──清一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└辰五郎└──┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──┬金太郎─力───智──充博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔澤田氏〕大學─利義─◯◯─◯◯─利永─亮長─亮之─勇蔵─清重─一馬─金吾─ゆゑ└┤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└亥兵衛┬元───裕子─航丞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└諭［本稿筆者］

村上源氏／中院流／久我家／久世家／久世氏／岩倉家／千種家／中院家／北畠家／星合氏／伊勢北畠家／名和氏／赤松氏／奥平氏／奥平松平家／
別所氏／為平流系図

　　　　　　┌冷泉天皇─三条天皇
　　　　　　│　　　　　├
　　　　　　│　　　┌─綏子
　　　　　　│　　　│　├────頼賢
　　　　　　│　　　│┌頼定
　　　　　　├円融天皇─一条天皇─後朱雀天皇─後三条天皇─白河天皇
　　　　　　│　　　││　　　　　┌─┐　　　　　　　　　├────堀河天皇─┐
　〔藤原北家〕兼家─道長─頼通─師実＝┴─────────賢子　　　　　　　　│
　〔高倉流〕　├──┘│　　　　┌──────────────────────┘
　　国章───対御方　│　　　　││　　　　　　　　　花山院忠雅女
　　　　　　│（近江）│　　　　││　　　　　　　　　├──────通宗───┐
　　　　　　│　　　　│　　　　││　　　　　　　　┌───────重子（修明門院）
　　　　　　│　　　　│　　　　││　　　　　　　　││　　　　　　├─────順徳天皇
　　　　　　│　　　　│　　　　││　　　　　　　　││　　　　　　│　　　　└久我通子（正親町院）
　　　　　　│　　　　│　　　　└─鳥羽天皇─後白河天皇─高倉天皇─後鳥羽天皇　├─────後嵯峨天皇
　　　　　　│　　　　│　　　　　│├────近衛天皇│　　　　　　├─────土御門天皇
　　　　　　│　　　　│　　　　┌─得子（美福門院）││　　　┌──久我在子
　　　　　　│　　　　│　　　　││末茂流長実　　　││　　　│　（承明門院）　
　　　　　　│　　　　│　　　　└─┤　　　　　　　││　　　│
　　　　　　│　　　　│　　　　　┌方子　　　　　　││　　　│
　　　　　　│　　　　│　　┌俊房┴師頼─師光─具親││　　　│
　　　　　　│　　　　│　　│　　　　　　　　　├──輔通　　│
　　　　　　〔村上源氏〕　　│　　　　　　　　　比企姫の前　　│
　　　　　　＜為平流＞│　　│　　　　　　　　　├─┬朝時　　│
　　　　　　├為平親王┘　　│　　　　〔北条氏〕義時└重時〔堀川家〕
　〔天皇家〕＜中院流＞　　　│　　〔久我家〕　　　　││　┌通具＝道元禅師
　　村上天皇┴具平親王─師房┴顕房┼雅実┬顕通─雅通─通親┴───道元禅師　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└雅定　　　│├─┬通光┬通忠─通基─通雄─長通─通相─具通─通宣─清通─通博┬豊通─通言───────────┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　［神祇伯］　┌───範子│　││├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──┘　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　├顕仲　　　│　　（後鳥羽　│〔中院家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││乳母）│├雅忠─後深草院二条（『とはずがたり』作者）　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　│　│〔六条家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　│　│└通有─有房─有忠┬有光　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　〔土御門家〕　　　　　　〔千種家〕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　├定通　　　　　　　　　└忠顕─顕経─雅光─具定─有継［中絶］………………………………………┐│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　〔中院家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└通世　　　　　　　　　　　　　　　　：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　├通方┬通成─通頼─通重─通顕─通冬─通守─通淳─通秀＝通世─通胤─通為─通勝┬通村───┐：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　││　└＝┤〔北畠家〕┌──────────────────────────────┘　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│├───┘└雅家─師親─師重─親房┬顕家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│能円（平時子異父弟／養子）　　　　├顕信　　　　　　　　　　　　〔星合氏〕　　　　　　　　　　│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├───兼子（卿局／後鳥羽乳母）　　　　　〔伊勢北畠家〕　　　　　　　　┌親泰─具種─教賢─具泰──┐│：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├───範光　　　　　　　　│　　　　　　└顕能─顕泰─満雅─教具─政郷┴材親─晴具─具教─具房─┐││：│
　　　　　　　　　〔藤原南家高倉流〕能兼┬範兼＝範季┘　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└───範季　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔名和氏〕　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌義高　　　　　　　　　　　　　　　　│││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　└雅兼┬季房─忠房─憲房─憲政─豪運─昌運─昌明─行明─行盛─行高─長年┴基長─顕興─顕年…顕真─教長───┐│││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔赤松氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└定房─定忠─師季─季則─季房─季則┬頼則─則景┬家範─久範─茂則─則村─則祐┬義則─満祐　　　　　　││││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　│　　〔奥平氏〕　　（円心）　│　　　　　　　　　　　││││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　└氏行─吉行─継定─高定─満定─定政─定家─定俊──┐││││：│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│〔別所氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　└持則　　　　　　　　│││││：│
　　　　　　　　┌────────────────────────────┘└頼清─清次─清光─頼光─範光─敦光─敦則＝持則─持祐─祐則─┐│││││：│
┌─────────────────────────────────────（別所氏）──────────────────────────┘│││││：│ 
│┌────────────────────────────────────（奥平氏）───────────────────────────┘││││：│ 
││┌───────────────────────────────────（名和氏）────────────────────────────┘│││：│ 
│││┌──────────────────────────────────（伊勢北畠家）───────────────────────────┘││：│
││││┌───│─────────────────────────────（星合氏）──────────────────────────────┘│：│
│││││┌────────────────────────────────（中院家）───────────────────────────────┘：│
││││││┌…………………………………………………………………………………（千種家）……………………………………………………………………………………┘│
││││││：┌──────────────────────────────（久我家）─────────────────────────────────┘
││││││：││　　　　　　　〔八条宮家〕智仁親王┬智忠親王
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　〔広幡家〕
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　　　　└忠幸＝豊忠─長忠┬前豊
││││││：││　　　　　　　　　　　　　　┌通名┬豊忠　　　　　　│
││││││：│（久我家）　　　　　　　　　　│　　├貞子（冬姫）〔伊達吉村室〕
││││││：│┌公維〔徳大寺家〕　　　　　　│　　└孝姫〔宮床伊達　└─信通
││││││：│├邦通　　　　　　　　　　　　│　　　　　　村胤室〕　┌＝信通
││││││：└＝晴通┬通堅─敦通┬通前─広通┴通誠─惟通─通兄┬敏通┴通明＝建通─通久─常通─通顕┬誠通
││││││：　│（近衛尚通　　┌───────────────┘　　　　　（一条忠良男）　　　　　└美子（女優）
││││││：　│　次男）　　　│〔久世家〕　　　　　　┌─通夏　　　
││││││：　│　　│　　　　│└通式─通俊─通音─経式＝通夏┬通晃＝栄通┬通根─通理─通煕─通章─章業
││││││：　│　〔称村上源氏〕　　　　　　　　　　　│　　┌┘　　（真夏流広橋兼廉次男）
││││││：　│　〔久世氏〕女子　　　　　┌───────────────┘
││││││：　│　　│　　　├──高長─長宣─広宣─広当┬広賢─広隆─広寛┬広景
││││││：　│　　│　　　小野高広　　　│　　　　　│＜関宿藩＞　　　　└広孝 　　 　　 　　　 　 　 　　 　　┌広文
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│└広之─重之┬暉之　　　 　　 　　 　　　 　 　 　 （大草高好次男）
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　│　├　└広籌＝広武┬広明┬広誉─綏之┬広運＝広周┴広業─広英─広武＝康生（藤谷稔男）
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　│┌女子　　　┌広武└─────┐　　└義路〔高家大友氏〕　　　　　│├──広周
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　│┌利重　　　│　　　　　│　　│　　　 　 　 　 　 　　　　　　 　 　 └女子
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　│├利久　　　│　　　┌──利里└利剛
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　〔土井氏〕利勝┬利隆┴利重─利益─利実＝利延＝利里＝利剛
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│〔越前土井家〕　　│　┌─利延└利器
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│├利房┼利知─利寛─利貞＝利義＝利器
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　││　│└利良　　　│　│┌利義
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│└利直＝利良┬利清──┴─┘
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　│　　　└──┘　　│
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　〔井伊氏〕直幸┬直中─直弼［大老］
││││││：　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　├─夏子　　　└──┘┌──具綱
││││││：　│　　│　　　　│┌─────────────┘　├──成子内親王　│┌＝具綱
││││││：　│　　│　　　　││　　　　│　　　　　│　　　　│　　├　　　　　││　├──具徳 
││││││：　│　　│　　　　││　　　　│　　　　　│　　　　│　　閑院宮典仁親王│┌増子
││││││：　│　　│　　　　││　　　　│　　　　　│　　　　中御門天皇　　　　││〔南岩倉家〕
││││││：　│　　│　　　　││　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　　　││├具義＝具威─具聡
││││││：　│　　│　　　　││　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　　　│└┤　┌─具威
││││││：　│　　〔岩倉家〕││　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　┌具満＝具賢（今城定成男）
││││││：　│　　└具堯┬具起─具詮＝乗具┬恒具＝尚具＝広雅＝具選─具集＝具慶＝具視┼具定┬具張─具栄
││││││：　│　　　　　│　││　　┌乗具│　┌─尚具┌広雅┌具選　　　┌具慶┌具視│　│├具顕┬具憲
││││││：（千種家）　　〔千種家〕┌───┤　〔柳原家〕光綱┴─────┘　　││　│　││　　└具子（小桜葉子）
││││││└………［復興］＝有能┬有維＝有敬│　│　　││　　〔富小路家〕　　　││　│　││　　　├──加山雄三
││││││　　│　　　　　└有能│　└─有敬│　〔伏原家〕貞直┬政直───────┘　│　││　　　上原謙
││││││　　│　　　　　　　│〔植松家〕│└賞雅　　││　　〔大原家〕　　　　│　　├具経─具明─具正
││││││　　│　　　　　　　│└雅永─雅孝＝賞雅＝幸雅│　　└重成─具慶＝┬─┘　　├道倶─泰倶
││││││　　│　　　　　　　││　　　　│└───幸雅│　〔堀河家〕康親─┴──康隆──┘└周子〔東伏見宮家〕
││││││　　│　　　　　　　││　　　　│　　└┤　││　　　　　　　　　　　┌至朗└寛子
││││││（中院家）　　　　　│└通枝　　└─通古└──┘　　　　　　　　　　　├武夫　├──明
│││││└───通純─通茂┬通躬＝通枝＝通維＝通古─通知─通繋─通富＝通規─亨─┴泉　　森有礼
│││││　　　│　　　　　│　└────通維　　　　　│　　　　　　（徳大寺実堅次男）
│││││（星合氏）　　　　└─────────────┘
││││└────具通─顕恒─顕英
││││（伊勢北畠家）
│││└───┬＝具豊（織田信雄）　　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　　　 　 　　　　　 　　　
│││　　　　│└親顕（中院家）
│││　　　　└＝親顕
│││（名和氏）〔宇土名和氏〕
││└───義興─顕忠…………行興─行憲…行直…┬顕孝─長興………………………………………………長恭
││（奥平氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　└顕輝
│└────貞久─貞昌─貞勝─定能─信昌
│　　　　　　　　　　　　　　├─┬家昌─忠昌
│　　　　　　　　　　　　　　亀姫├大久保忠常室
│　　　　　　　　　　（徳川家康　〔奥平松平家〕　　　　　　　　　　　　　　（紀伊宗将九男）　┌忠彦（大久保忠聲長男）
│（別所氏）　　　　　　　　長女）└忠明─忠弘─清照─忠雅┬忠刻─忠啓＝忠功＝忠和＝忠翼─忠尭┴忠国＝忠誠＝忠敬─忠寿┬忠晃
└─────則治─則定─就治─安治─長治　　　　　　　　　│　　（紀伊宗将七男）　（越後与板井伊直朗三男）（上杉斉憲　└承光〔柳原家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└直存〔井伊氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六男）

平氏
恒武平氏①（嫡流）／坂東平氏①（嫡流）／高望流①（嫡流）／国香流／伊勢平氏／平家／頼盛流／池（河内守）家／織田氏／岩倉織田氏（伊勢守家）／清洲織田氏（大和守家）／弾正忠家／伊勢氏／備
中伊勢氏／後北条氏／伊豆平氏／北条氏／得宗家／阿蘇流／名越流／極楽寺流／赤橋流／普恩寺流／政村流／金沢流／大仏流／武蔵平氏／熊谷氏／常陸平氏／磐城氏／亀田磐城氏／岩谷堂伊達氏／恒武平

氏高棟流系図　北条氏・伊勢氏／後北条氏相関図
恒武平氏②（庶流）／坂東平氏②（庶流）／高望流②（庶流）／良兼流／尾張平氏／長田氏／永井氏／尚庸系／鳴尾永井家／平岡氏／良将流／相馬氏／奥州相馬家／下総相馬家／奥山氏／吉岡奥山家／小
野田奥山家／良文流／坂東八平氏／房総平氏／千葉氏／千葉六党／武石氏／亘理氏／涌谷伊達氏／佐沼亘理氏／国分氏／秋田伊達氏／古内氏／東氏／秩父平氏／秩父氏／河越氏／畠山氏／総州家／尾州家
／能登守護家／上条上杉家／足利畠山氏／二本松畠山氏／豊島氏／葛西氏／小早川氏／毛利小早川氏／相模平氏／三浦氏／佐原氏／猪苗代氏／仙台猪苗代家／野口氏／蘆名氏／針生氏／和田氏／朝比奈氏

／相模蘆名氏／石田氏／杉山氏／岡氏／鎌倉党／鎌倉氏／長江氏／竹中氏／深谷長江氏／矢本氏／三分一所氏／大庭氏／長尾氏／越後長尾氏／上田長尾氏／梶原氏系図
☆本SiteはmacOS上で制作しています。WindowsなどMac以外のパソコン、全てのスマートフォン上では、図版の罫線の乱れなどで系図類が正しく再現されない場合があります。

その際は、＜PDF版＞をお試しください。

恒武平氏①（嫡流）／坂東平氏①（嫡流）／高望流①（嫡流）／国香流／伊勢平氏／平家／頼盛流／池（河内守）家／織田氏／岩倉織田氏（伊勢
守家）／清洲織田氏（大和守家）／弾正忠家／長崎氏／伊勢氏／備中伊勢氏／後北条氏／伊豆平氏／北条氏／得宗家／阿蘇流／名越流／極楽寺流
／赤橋流／普恩寺流／政村流／金沢流／大仏流／武蔵平氏／熊谷氏／常陸平氏／磐城氏／亀田磐城氏／岩谷堂伊達氏／恒武平氏高棟流系図　北条

氏・伊勢氏／後北条氏相関図

〔天皇家〕
　桓武天皇┬葛原親王┬高見王─┐
　　　　　└嵯峨天皇│　　　　│
┌──────────────┘　　　　　　　　　┌───────────────┐
│　　　　　　　　　〔恒武平氏〕　　　　　　　　　│　　　　　　勧修寺流顕頼─祐子│
│　　　　　　　　　＜高棟流＞　　　　　　　┌────────────────┤　│
│　　　　　　　　　└高棟王─惟範─時望─直材─親信─行義─範国─経方─知信─時信│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　├─┴時忠
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　美福門院女房少将局（藤原家範女）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌──女子　┌──────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│┌─┤│　││　　　　　　　　　　　　勧修寺流顕憲
│　　　　　　　　　　　　　　〔河内源氏〕頼義　││┌義親─為義　　　〔鎌倉将軍家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　││　├──義家┼──＝為義─義朝┬頼朝
│　　　　　　　　　　　　　　　　　││┌女子　│││　　　　　　　┌┘├┬─頼家
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　　　　　│┌政子　├─┬一幡
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　　　　　├─範頼┌若狭局
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　　　　　││├└─実朝└───鞠子（竹御所）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　┌──安達盛長女│西園寺公経　├
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│├─坊門姫├─┐　　〔摂家将軍家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　││││┌─全子└掄子┌頼経─頼嗣
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│││├┴─女子　├─┴教実
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　││││　│├──道家
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│〔九条氏〕兼実─良経
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│││　　┌尊長
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　〔中御門一条氏〕能保┴実雅
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│││　　│├
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│││　┌─伊賀の方女（北条政村／金沢実泰姉妹）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│├─阿野全成
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　　│　　│││├└────┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　┌──────阿波局　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　││　　│└─義経│　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　││　　│　│├　│　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│││　　〔足利氏〕┌─郷御前┌──名越朝時女
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││└義国─義康────義兼││　　├
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　　││　　│││├──義氏┬泰氏　　　　　　　　　〔室町将軍家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　　││　　││├時子││　│├──頼氏─家時─貞氏─尊氏
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│〔比企氏〕┬掃部允　│││　　││┌─北条時氏女　　　　│　　├──義詮─義満─義教─政知─義澄─義晴─義昭
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│├─┬＝能員───┘││〔吉良氏〕　　　　　│　┌赤橋登子
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│比企尼┌能員│　┌─┘│└長氏┬満氏　　　　├──高義─女子〔二橋上杉家〕
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　（頼朝乳母）│├畠山重忠室　│　│　　　　　┌金沢釈迦堂殿├──朝顕┬満朝
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││││││〔足立氏〕│　│　〔今川氏〕　〔八条上杉家〕朝定　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││││┌遠兼─遠元─────┐└国氏─基氏─範国─範氏─泰範　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　〔安達氏〕┴盛長│　│┌景村─泰宗─────┐│　　│　　　├──範政─範忠─氏親┬義元
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││││├─┬景盛┼義景┬泰盛　　　　　││　　│　　┌女子　　　│┌────┘├─┬氏真
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││├─丹後内侍││　│├────┐　　││　　│　　└─────┘│　　　　┌定恵院
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││││││〔島津氏〕│└顕盛─宗顕─時顕──┐│　　　　┌────┘　　　　│　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││││├──忠久─忠時─久経　　│　　││　││　　　　│┌────────┘　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　│││││惟宗広言││　│　││　　│　　││　││　　　　││　┌─────────┘
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││└────┘　││　│　││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　├─河越尼　││　│　││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　││├┘│　│└──┐││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　││河越重頼│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　└─比企尼三女　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　　│├──朝雅　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　│〔平賀氏〕盛義─義信│├│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　┌────女子　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　││　││　　│├│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││〔藤原北家中御門流〕国通　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│　││　　└─遠宗┴朝宗─┐│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│〔牧氏〕　〔藤原北家御子左流〕定家─為家│　　│　　││　││　　　　││　│　　　　　　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│┌宗親───────牧の方││　　│├││　　│　　││　││　　　　││　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　││││　　　│　│　├政範││　　┌女子│　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　│││〔伊豆平氏〕└─┤┌─┘│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　││││〔得宗家〕　　├宇都宮頼綱室┘│││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│││　││││〔北条氏〕　　└坊門忠清室　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　┌維将─維時─直方┴維方┬──＝時方─時家─時政┘　│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　││││┌時方│　　　││┌宗時　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　│││││　　└─────┤　│　　││││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　│││││　　　　　　├─┴義時─泰時│││　　│　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　〔伊東氏〕祐親─┬万劫御前│││　├──時氏┌経時　　││　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　│〔武蔵平氏〕〔熊谷氏〕││││　│││├─┼時頼─時輔│　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　│├盛方─直定─直実（次郎）││　││││││├─┬時宗│　││　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　│└聖範┘　　　│　　　││││┌──────葛西殿├──貞時┌泰家　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　　　　││　　││││　　　　│　　　│││││││└松下禅尼├─覚山尼├─┴高時　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　┌───────────────────────矢部禅尼││　││　└─覚海円├──時行│　│
│　　　　　　　　　　│　　　│　　││　　││││　　　　│　　　││││││└───┤　││　││成└─女子　（中先代）　
│　　　　　　　　　　│　　　│　　││　　││││　　　　│　　┌─────────┘│　│└宗政─師時│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　│┌─────────────┘　　│││││└──┐│　＜阿蘇流＞　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　　│││││　│　││　├時定─斯波家氏室│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　┌───────────┘（阿蘇為時）　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　││││││　├──光盛─泰盛　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　││││││　蘆名盛連　　　│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　││││││＜名越流＞　　　│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　││││├─┬朝時┬時章─公時─時家─高家│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　│││││└───┘│　　　│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││││　　　　　　││└─比企姫の前││　　　│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　││├─────┐　││││├──輔通││　　　│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││└─時子＝┘　村上源氏具親│　　＜赤橋流＞│　　　│　　│　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　├─┬宗盛││　││　＜極楽寺流＞　　│　　　┌──┘　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　├知盛││　││　└重時┴長時┬義宗─久時┴守時　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　├重衡││　││　　　　　│　＜普恩寺流＞│　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　├├　││　││　＜政村流＞　└業時─時兼─基時─仲時　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　│輔子││　│├─┬政村─時村─為時─煕時─茂時　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　（良門流│┌─伊賀の方　　│　　　│　　　│　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　│邦綱女）└┤　　├───┘　　　│　　　│　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　│　　││　├光季＜金沢流＞　　　│　　　│　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│〔伊賀氏〕朝光┴光宗└実泰─実時─実村─顕時┴貞顕　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　│　　││　└時房＜大仏流＞　　　│　　　　　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　││　　│││　　│　│　　││　　├┬─朝直─宣時─宗宣─維貞─家時　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││〔藤原北家真夏流〕　│〔日野家〕└──足立　├　　　　　　│　　　　　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　有信┬実光─資長─兼光─資実│　　遠元女┌安達義景女　　│　　　　　　　　　　　││　│
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│　　　　　　　　　　│　　　││　有信┬実光─資長─兼光─資実│　　遠元女┌安達義景女　　│　　　　　　　　　　　││　│
│　　　　　　　　　　│　　　││　│││　└─慈子（建春門院）│　　　　│└───────┘　　　　　　　　　　　││　│
│〔藤原北家中　　　　┌良頼─良基─隆宗─宗兼│├───┐│　　│　　　　└─時定　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
│　関白家〕道隆─隆家┴経輔　││　│││　├┤後白河院│（建礼門院）　　　　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
│〔桓武平氏〕　　　　│　　　││　││└女子││　　││└徳子└──────北条時氏女　　　　　　　　　　　　　　││　│
│〔坂東平氏〕　　　　│　　　││　││　　　││　　││　├─────安徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
│＜高望流＞＜国香流＞│　　　││　││　　　（池禅尼）│　│┌────久我在子　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
└─高望王┬国香（良望）　　　││　││　　　└宗子　││　││　　　　├─────土御門天皇　　　　　　　　　　　││　│
　　　　　││　〔伊勢平氏〕　││　││〔平家〕├┐　│└─高倉天皇──後鳥羽天皇　├────順徳天皇　　　　　　　││　│
　　　　　│├─┬貞盛┴維衡─正度┬正衡─正盛┬忠盛┬清盛┬重盛┬維盛　　　　　　┌高倉流重子　　　　　　　　　　　││　│
　　　　┌─女子│　　［道長四天王］││　　　├忠正│　┌┘│││├　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
　〔嵯峨源氏〕　│　　　　　　│││││　　　└政子│　│　││┌新大納言局　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
　　護─┼─扶　│　　　　　　│││││　　　　〔高階氏〕　├──清経　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　│││　│┌経子│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　〔岩倉織田氏〕
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　│││　└─花山院兼雅室　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　〔伊勢守家〕
　　　　││　　│　　　　　　│││〔藤原北家末茂流〕家成┴成親┘　　〔織田氏〕　│　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　┌教信─郷広─敏広
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　││├経盛─敦盛└資盛┬親真─親基─親行─行広─末広─基実─広村─真昌─常昌─常勝┴教広─常任─勝久──┐
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　││├教盛┬通盛　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　〔長崎氏〕││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　││└忠度│├│　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　┌宗綱　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　┌──────┘小宰相　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　［検非違使／安房守］　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　　（勧修寺　　［北条家令］│　　　　　　　　　　　├飯沼資宗││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　　　憲方女）　［北条得宗御内人］　　　　　　　　　［北条得宗内管領］　　　　　　　　　　　　　　│　
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　　　　│　　　└盛国─国房─盛綱─盛綱─盛時─頼綱┴光綱─盛宗─高資　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　┌────────────┘　　　　　　　　　　　　　　（円喜／高綱）　　　　　　　　　　　　　│　　　　　
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│〔一条家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│┌通重─能保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│〔持明院家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││〔藤原北家持明院流〕基頼─通基┴基家─基宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│　├─┬保家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│　│　│後高倉院　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　│　││　　│　　│　│　│├──後堀河天皇　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　┌──範季　　│　　│　│　└陳子（北白河院）　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│〔藤原北家高倉流〕能兼┬範兼＝範季　　│┌光盛┬宰相局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││└┘││├─┬範茂│　│└女子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　└─教子└─┘│　│　├　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　〔久我家〕通親─通光─通忠─通基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　│││　├──＝┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　└───範子│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　││　├───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　│┌義信　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　└──能円│　　［鎌倉御家人］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││　││├　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　　│＜頼盛流＞　〔池（河内守）家〕　　　　　　〔朽木氏〕　　　　　　││　└─嶺松院　　　　＜福知山藩＞│
　　　　││　　│　　　　　　│││││　　　　　└─頼盛┴保業─光度─為度─維度─宗度─顕盛＝経氏┬氏綱─能綱─時綱─貞高─貞綱─材秀………稙綱　　　│
　　　　││　　│　　　　　　│││││〔伊勢氏〕　（池殿／池大納言）　　　　　　　　　　　　　　　└氏秀　　　　　││　　│　　（貞清）　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││└季衡─盛光………┬………………………貞継─貞信─貞行─貞経─貞国┐　〔武田氏〕信虎┴信玄┼勝頼　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││　││　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔備中伊勢氏〕　│　　　│　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││　││　　　　　　└………………………………………………………………盛綱─盛定〔後北条氏〕│　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──盛時─氏綱─氏康─景虎〔長尾上杉氏〕　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　││　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子（新九郎／│　├┬─氏政　　　＜河内狭山藩＞　│
　　　　││　　│　　　　　　││　│└───────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早雲庵　└瑞渓院│├─┬氏直＝氏盛────┐│
　　　　││　　│　　　　　　││　└────┐　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗瑞）　　　│└黄梅院├　┌氏盛　　　　││
　　　　││　　│　　〔多気氏〕│（繁幹）　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─氏照┌督姫│　　　　　　││
　　　　││　　│　　┌維幹─為幹─重幹─致幹┼直幹　│　〔馬場大掾家〕　　　　　　　　　　　　　　　┌─┐　　　　　　　徳川家康┘├──忠継　　　　││
　　　　││　　│　　├維茂─重成　　（宗基）│├──義幹＝資幹─朝幹　　　　　　　　　　　〔伊達氏〕稙宗┴晴宗┌──┐　〔池田氏〕輝政│　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　┌─女子　│　┌資幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├─┴輝宗─政宗　　　└──┘　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　│〔吉田氏〕　└──┐　　　　　　　　　　　　　〔田村氏〕義顯┌久保姫　　│├──忠宗─┬綱宗　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　│└清幹┬盛幹─家幹┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──隆顕　　┌─愛姫　　　　│　　　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　││　〔清原氏〕真衡＝─┴（徳姫）┐　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子│├──清顕│　　　　　　│　　　　　　　　││
　　　　││　　〔常陸平氏〕〔磐城氏〕　〔海道平氏〕（隆行／海道小太郎）　　　　　　　　　　　┌政隆│├──女子　├┘│　　　　　　│　　　　　　　　││
　　　　││　　└繁盛┴安忠─則道─忠清─清隆─師隆─成衡〔楢葉氏〕　　　　　　　　　　　　　│（成隆）　│　┌─於北│　　　　　　│　　　　　　　　││
　　　┌──────────────────────┘│　┌隆佑│　　　　　　　　　　　下総守│下総守│　└──┐┌─┤　　　　　［仙台藩一門第六席］││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　　├─┼隆平─隆守─義衡─照衡─隆忠─親隆┼常隆┴由隆（明徹）│左京太夫　妾婦〔岩谷堂伊達氏〕　　││
　　　│││　　　　　　　　　│亘理経清─藤原清衡＝┬徳姫〔岩崎氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　　├──重隆┼─＝┴親隆　├──政隆──────┐││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　│　　├隆久│　　　　　　　　　　　　　　│　　┌女子　　│││　　│　　左京太夫　　　　　　　│││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　│　　〔標葉氏（樽葉氏）〕　　　　　　　　│　　││　　　│││　　├──常隆┌─┐　　　　　　│││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　│　　├隆義│　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　│││　┌桂樹院├＝┴貞隆（能化丸）　│││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　│　　〔行方氏〕　　　　　　　　　　　　　│　　││　　二階堂盛義─磐城御前　　├──────┐│││
　　　│││　　　　　　　　　││　　　　　│　　　│　　└隆行│　　　　　　　　　　　　　　│　　││　　　│││　│├　　　┌─女子　　　　　││││
〔常陸源氏〕義業〔佐竹氏〕　　││　　　　　│　　　└─────┘　　　　　　　　　　　　　　│　　└──┐　│││　│伊達成実│　││　　　　　││││
　　　│││├─┬義昌─隆義─秀義─義重─長義─義胤─行義─貞義─義篤─義宣─義盛＝義人─義俊─義治─義舜│　│││　│　　　　│　││　　　　　││││
　　　└──女子│　　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├─┴義篤─義昭│　　　　│　││　　　　　││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───女子　　││├─┴義重　　│（吉隆）　　　　││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│└女子　├─┬義宣＝義隆────┐││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　└─宝寿院│　│┌吉隆　　　　│││││
　　　　│〔猪狩氏〕　　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　├（貞隆）┘　　　　│││││
　　　　││良永─良国─良里─良道─宗兼─良秀─良誉─良持─良言─宗公─良房─良時─┐　　　　│　　　│　　　│　　　　　　〔多賀谷氏〕　　　　│││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　┌────────────────┘　　　　│　　　│　　　│　　　　　　├（宣家）┐　　　　│││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　│〔楢葉猪狩氏〕　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　　　└昆〔高倉家〕　　　│││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　│　　└─良元─良道─良久─良次─良名─良雷─隆清─満清　│　　　│　　┌───┐　││││　　　　│││││
　　　　││　　〔奥州石川氏〕││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──満生─忠満─盛満─重満┴親満─貞満─満親　│││││
　　　　││　　〔澤田氏遠祖〕││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子　│　　　│　　└─女子│　││││　　　　│││││
　　　　││　　│光義（澤田太郎）　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　〔仙台猪狩氏〕├──守之─親之───┐│││││
　　　　││　　│├──義季─基光─広季─光貞─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　…大和守─源十郎　││││　　　││││││
　　　　││　　└法成院　┌──────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│〔角田石川氏〕　││││　　　││││││
　　　　││　　　　　　　└─光長─元盛─盛義─時光─義光─詮持─満持─満朝─義光─持光─成光─尚光─稙光─晴光＝昭光─義宗─宗敬─宗弘──┐││││││
　　　　││　　　　　〔石川澤田氏〕　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔楢葉澤田氏〕│　　　〔黒川澤田氏〕││　　│││││││
　　　　├──女子　　　……………………………（不詳）………………………………………………………（不詳）……………………大學─利義─◯◯─┐│││││││
　　　　││　├　　　〔尾張平氏〕　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　│＜良兼流＞　〔長田氏〕│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　│├良兼┬公雅─致頼┬親致─致経─致房─行致─政俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　│＜良将流＞　　　　└忠致─景致［断絶］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　│├良将─将門　　　　││　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　││　　│├─┬将国─文国─頼望─常望─┐　　　　　　　　　　　　　〔下総相馬氏〕　　　　　　│　　　│　　　　　　　　││││　││││││││
　　　　││　　└女子│　　　││　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　┌胤氏─師胤─高胤　　　　├───────┐　　┌─┘│││　││││││││
　　　　││　┌────────────────┘　〔相馬氏〕大膳亮　　　　〔陸奥相馬氏〕　　　　　　│　　　│　　┌─真如院〔亘理氏〕　││││││││
　　　　││　└─将長─長望─兼望─重国─胤国─師国＝師常─義胤┬胤綱─胤村┴師胤─重胤─親胤─胤頼─憲胤─顕胤　　││越河御前　│││　││││││││
　　　　││　┌───┘　　　││　　　　　│　　　┌師常　　　〔下総相馬氏〕　　　　　　　　　　　　│　　├┴─盛胤　├　│　　│││　││││││││
　　　　│〔坂東八平氏〕　　　││　　　　　│　　　│　　　　　└胤継　　　　　　　　　　　　　　　　└屋形御前　││　長門守　　│大膳亮││││││││
　　　　│＜良文流＞　　　　　││　　　　　└──────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├┴─義胤┴利胤─義胤┐││││││││
　　　　│├良文─忠頼〔房総平氏〕　　　　　　［千葉介］　＜千葉六党＞　　　　　　　　　　　　　　懸田義宗┬掛田御前　　├　　　　││││││││││││
　　　　││　││├─┬忠常─経将─常長─常兼─常重─常胤┼胤正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌女子　　　││││││││││││
　　　　││　└─春姫│　　　││　　　　　　　　　└───┤　　　　　　　　　　　　　　　　〔亘理氏〕〔長江氏〕盛景┴勝景　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　〔武石氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───女子　（月鑑斎）││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　├胤盛─胤重─胤氏─宗胤─治胤─高広─広胤　　　　　　　├──顕光　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　〔大須賀氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大越氏〕利顕　├　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　├胤信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌女子　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　〔国分氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔仙台大越氏〕┴源兵衛　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　├胤通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　〔東氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　　││　　　　　　　　　　　　└胤頼［黒川郡地頭］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　〔秩父平氏〕　　　　　　　　　〔畠山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　│　　〔秩父氏〕　　　　┌重弘─重能─重忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　└将恒┬武基─武綱─重綱┴重隆　　　　├──重保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　│││　　　　　　　　　　　　　北条時政女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　│││　　　　　　　　　　　　　├──泰国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　│││　　　　　　　　　　　　〔足利畠山氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　〔豊島氏〕　　　　　　　　　　　義純（足利義兼男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　└武常─常家─康家─清光┬朝経─有経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　　　　　〔葛西氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　　　　　└清重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　　　　〔和田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　│　　　　　　││　　　┌義宗─義盛┬常盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││　　〔相模平氏〕〔三浦氏〕　│　　　　　〔朝比奈氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│├良茂└忠光─忠通┬為通─為継┴義明┬義澄└義秀（三郎／＂アサヒナサブロー＂）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　││（良持）　　　　│││　　　　　　│├──義村┬泰村［断絶］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│└良正　　　　　　││└───────伊東祐親女└─────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　│　├　　　　　　　│└─────────────（矢部禅尼）┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　└─女子　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　〔蘆名氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　├─┬時連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　〔相模三浦氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　│　└盛時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　〔鎌倉氏〕　　　　〔佐原氏〕　　│　〔猪苗代氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　└章名─景成┬景正└義連────盛連─経連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（権五郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大庭氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├景村─景明┬景宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔長尾氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└景弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔梶原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└景通─景久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││││││││││
　　　　　　　　　　　┌──────────────────────────（伊達氏）───────────────────────┘││││││││││
　　　　　　　　　　　│┌─────────────────────────（亀田磐城氏）────────────────────┘　││││││││││
　　　　　　　　　　　││　┌───────────────────────（多賀谷氏）───────────────────────┘│││││││││
┌─────────────────────────────────────（相馬氏）─────────────────────────┘││││││││
│┌────────────────────────────────────（黒川澤田氏）────────────────────────┘│││││││
││┌───────────────────────────────────（角田石川氏）─────────────────────────┘││││││
│││┌──────────────────────────────────（猪狩氏）────────────────────────────┘│││││
││││┌──────││─│───────────────────────（佐竹氏）─────────────────────────────┘││││
│││││┌────────────────────────────────（磐城氏）──────────────────────────────┘│││
││││││┌───────────────────────────────（岩谷堂伊達氏）────────────────────────────┘││
│││││││┌──────────────────────────────（後北条氏）───────────────────────────────┘│
││││││││┌─────────────────────────────（織田氏）─────────────────────────────────┘
││││││││（織田氏）　│
││││││││〔清洲織田氏（大和守家）〕
││││││││└久長─敏定┬寛定─達定＝達勝＝信友
││││││││　　　││　│　　　　　┌つや〔岩村遠山氏〕
││││││││　　　││　│　　　　　│　　　帰蝶（濃姫／斎藤道三女）
││││││││　　　││　〔弾正忠家〕│　　　├　　　　［岐阜中納言］
││││││││　　　││　└良信─信定┴信秀┬信長┬信忠┬秀信（三法師）
││││││││　　　││　│　　　　　　　　├信勝│　　└秀則
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　┌秀雄　　　　　　　　　　　　　　　＜高畠藩＞
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　＜上野小幡藩＞　　　　　　　　　┌──信邦┌信浮＜天童藩＞
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　├信良─信昌─信久─信就┬信右＝信富＝信邦＝信浮─信美─信学─信敏─信恒┬信正
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　└───信富┌＝┬─信応┐　　　　　　　　　　　└信昭─信弘
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　└──┐　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　＜大和宇陀松山藩＞　　　＜丹波柏原藩＞│┌─信憑│　　└信古　　　　　　（秋月黒田長元四男）
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信雄┴高長┬長頼─信武─信休┬信朝＝信旧＝信憑┼信守＝信古＝信貞＝信敬＝信民＝信親─信大─信和─信孝
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│〔伊勢北畠具豊〕　　　　　　└───信旧└─┘│　　└───信貞│（宇土細川　（備中成羽藩
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信孝　　　│　　　　　　　　　　　　││┌──┘　　　　　　　　│　行芬三男）　山崎治正男）
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├秀勝〔羽柴氏〕　　　　　　　　　　　│││　　│　　　　　　　　［旗本］
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│（於次）　│　　〔高家旗本織田家〕　││└信存│　　　　　　　　└貞置─貞輝＝長喬─信義─┐
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信秀　　　└長政┬信明＝信栄┬信之─信味＝信存─信愛─信徳┬明　　　　　　　┌長喬　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│（三吉）　　　　├信清┬信栄├────┘　　　│　　　　　└一磨　　　　　　│　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　│　　├───┘　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　│　　│　　└────────┘　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　└─────────────────────────────┘　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　┌──────────────────────────────┘
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　［旗本］　　［高家旗本］└信直
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信高─高重─一之┬信門＝信倉＝信直─長孺─長裕┬信真─◯◯─◯◯─豊春─重治─信義┬信治─信義
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├勝長　　　　　　└高元│（旗本能勢頼寛三男）　└鐡之丞　　　　　　　　　　　　　　└信成
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信吉　　　［尾張藩家老］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スケータ）
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　│　　┌信次─貞幹　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├信貞┴貞置＝貞幹─長恒│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├御坊丸〔岩村遠山勝長〕│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├相応院（冬姫）〔蒲生氏郷室〕
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├五徳（徳姫）〔松平信康室〕
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　├永姫〔前田利長室〕　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　＜丹波柏原藩＞　　　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　├信包┬信則　　　　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　［旗本寄合］　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　└信当─信相　　　　　　│
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　＜大和戒重藩＞　　　　　└───長亮＜大和芝村藩＞　　（苗木遠山友寿男）
││││││││　　　││　│　　　　　　　　├長益┬長政─長定─長明─長清┬長弘＝長亮─輔宜─長宇─長恭＝長易┬信成
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│（有楽斎）　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　├信及─秀実┬信一
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│　　＜大和柳本藩＞　　　　　└──────信方　　　　　　　　　│　　　　　└長利─長功─彰子
││││││││　　　││　│　　　　　　　　├お市└尚長─長種─秀一┬秀親＝成純＝秀行＝信方┬秀賢＝長恒─秀綿─信陽┬長猷＝長純＝長表─長繁─裕美子
││││││││　　　││　│　　　　　　　　│├─┐　　　　　　　　└───成純┌秀行　　　└───長恒　　　└──────長純┌長表
││││││││　　　││　│　　　　　　　浅井長政└江　　　　　　　　　　└──┘　　　　 　 　 　 　　 　 　　　　　 └─────┘
││││││││　　　││　│　　　　　　　　└お犬│├　
││││││││　　　││　│　　　　　　　　　├──一成
││││││││（後北条氏）│　　　　　　　佐治信方│├
││││││││┌氏信─氏宗│　　　　　　　　　　　└織田於振
│││││││││　　┌氏治│　　　　　　　　　　　┌氏喬　　　┌────┐
│││││││└┴氏利┴氏朝─氏宗─氏貞─氏彦─氏昉┴氏迪─氏燕＝氏恭　　│
│││││││（岩谷堂伊達氏）　　　　　┌────────┐　　└氏恭　　│
│││││││　　　　└宗規│　　（三沢宗直次男）　　　　│　　　　　〔磐城氏〕
││││││└──国隆＝宗規─村隆＝村望┼村富─村将─宗隆─宗嵩＝義隆＝邦規
││││││　　　　　│├　│　　　　　├村保〔前沢三沢氏〕　　┌義隆┌邦規
││││││（磐城氏）└女子（多賀谷氏）└宮床伊達村茂室　│　　└┐　└┐│〔有珠伊達家〕
││││││　〔亀田磐城氏〕└宣家　　　　　　〔亘理伊達氏〕宗賀┬宗恒┬邦実＝邦成（岩出山伊達義監次男）　　　　　　　　　　（美濃郡上青山幸宜四男）
│││││└──（吉隆）┴─＝宣隆（宣家）　　　　　　　　└隆恭└┘　└┘│　　　　　　　　┌（隆邦）─────────隆邦┌隆徳
│││││　　　　　　　　　　├──重隆─景隆─秀隆＝隆韶＝隆恭─隆恕─隆喜┬隆永＝隆信＝隆政＝隆邦＝隆彰＝隆治＝隆長＝隆邦＝隆徳─隆宜
│││││　　　　　　　　　┌なほ（御田姫／顕性院）（宮床伊達村興次男）　│├───隆信┌隆政│　　┌隆彰┌隆治┌隆長　（再継）
│││││　豊臣秀次─隆清院〔三好氏〕［亀田藩士］　　　　　　　　　　　　│├─────┘　│├─────┘　　│　　　　　│
│││││（三好氏）　├──┴幸信─隆長　　　　　　　　　　　　　　　　　│├───────┘├────────┘　　　　　│
│││││　〔真田氏〕信繁─┬幸昌（大助）　　　　　　　　┌正信…正衡──┘└──────正養└＝─────────────┘
│││││　　　　　　　　　〔仙台真田氏〕　〔堀田氏〕正盛┴正俊…………………………正誠＝正養　　　│
│││││　　　　　　　　　├守信─辰信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘
││││〔片倉氏〕景重〔白石片倉氏〕
│││││　　　　├──景綱─重長
│││││　　　　│　　　┌┤├
│││││　　　　│　　　│└阿梅
│││││　　　　直子（本沢真直女）
│││││　　　　├──喜多＝定広（田村宗顕男）
││││〔鬼庭氏〕良直　　│　├
│││││（佐竹氏）　　　└─阿菖蒲　　　　　　　　　　┌─義堯
││││└─義処┬義格＝義峯＝義真＝義明─義敦─義和─義睦＝義堯─義生─義春─義栄
││││（仙台猪狩氏）　　　　　　　　　　　　┌将之─隆之
│││└──盛満─持滿＝信滿─定滿─時之─富之┴康之＝隆之─隆福─規之─規──隆明─隆
│││（角田石川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　┌光尚
││└──────宗恒＝村弘─村満─村俊─村文─村任┴宗光─義光─邦光─小膳
││（黒川澤田氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│└────◯◯─利永─亮長─亮之＝勇蔵─清重─一馬─金吾＝辰五郎
│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├┬─金太郎─力──智──充博
│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││└─亥兵衛┬元──裕子─航丞
│（相馬氏）　　└───叙胤　　　　　　　　　　　　┌─┘└ゆゑ　　　└諭［本稿筆者］
└────＝忠胤─昌胤＝叙胤─徳胤─恕胤─祥胤─益胤┴充胤─順胤─孟胤─恵胤
　　　　　（土屋利直次男）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──和胤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎行雄─雪香　├──行胤─言胤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─雪子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔麻生氏〕太賀吉┬太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└┤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└信子〔三笠宮寬仁親王妃〕
＜北条氏・伊勢氏／後北条氏相関図＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔足利氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義国─義康─義兼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──義氏┬泰氏　　　　　　　　　〔室町将軍家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─時子　　　│├──頼氏─家時─貞氏─尊氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　┌─女子　　　　　　　│　　├──義詮─義満─義教─政知─義澄─義晴─義昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│〔吉良氏〕　　　　┌───登子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│└長氏┬満氏　　　│├──高義─女子〔二橋上杉家〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　│　　　　┌─釈迦堂殿　　├──朝顕┬満朝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌────────┐　　　　│　　　〔今川氏〕│〔八条上杉家〕朝定　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔北条氏〕　　　└┤　　　　│　　　└国氏─基氏─範国─範氏─泰範　　　│
　〔桓武平氏高望流〕　┌維将─維時─直方─維方───＝時方─時家─時政┴義時┬泰時─時氏┬時頼─時宗─貞時─高時　├──範政─範忠─氏親┬義元
　　高望王─国香─貞盛┴維衡─正度┬正衡─正盛─忠盛─清盛─重盛─維盛　　　│　└───┘　　　　││　　　　　┌女子　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──宗盛　　　　　　│　　＜赤橋流＞　　　││　　　　　└─────┘　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　└政子　　　　　　　　　├重時─長時─義宗─久時┴守時　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜金沢流＞　　　　　　└┐　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔伊勢氏〕　　　　　　　　　　　　　└実泰─実時─実村─顕時┴貞顕　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　└季衡─盛光………┬………………………貞継─貞信─貞行─貞経─貞国┐　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔備中伊勢氏〕　┌─────────┘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└………………………………………………………………盛綱─盛定〔後北条氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├──盛時─氏綱─氏康─景虎〔長尾上杉氏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子（新九郎　│　├─┬氏政　　　＜河内狭山藩＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／早雲）└瑞渓院│├─┬氏直＝氏盛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田信玄─黄梅院　　┌氏盛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└氏照└──┘

恒武平氏②（庶流）／坂東平氏②（庶流）／高望流②（庶流）／良兼流／尾張平氏／長田氏／永井氏／尚庸系／鳴尾永井家／平岡氏／良将流／相
馬氏／奥州相馬家／下総相馬家／奥山氏／吉岡奥山家／小野田奥山家／良文流／坂東八平氏／房総平氏／千葉氏／千葉六党／武石氏／亘理氏／涌
谷伊達氏／佐沼亘理氏／国分氏／秋田伊達氏／古内氏／東氏／秩父平氏／秩父氏／河越氏／畠山氏／総州家／尾州家／能登守護家／上条上杉家／
足利畠山氏／二本松畠山氏／江戸氏／豊島氏／葛西氏／小早川氏／毛利小早川氏／相模平氏／三浦氏／佐原氏／猪苗代氏／仙台猪苗代家／野口氏
／蘆名氏／針生氏／和田氏／朝比奈氏／相模蘆名氏／石田氏／杉山氏／岡氏／鎌倉党／鎌倉氏／長江氏／竹中氏／深谷長江氏／矢本氏／三分一所

氏／大庭氏／長尾氏／越後長尾氏／上田長尾氏／梶原氏系図

　　　　　　　　　　＜桓武平氏高棟流＞
〔天皇家〕　　　　　┌高棟王
　桓武天皇─葛原親王┴高見王─┐
┌──────────────┘
│〔桓武平氏〕　　　　　 　 　 　 　　　　　　　　　　〔北条氏〕
│〔坂東平氏〕　　　　┌維将─維時─直方─維方┬──＝時方─時家─時政
＜高望流＞＜国香流＞　│　　　　　　　　　　　└聖範─時方　　　　├──義時─泰時
└─高望王┬国香〔伊勢平氏〕　　　　　　〔平家〕　〔伊東氏〕祐親┬万劫御前　　├─┬時氏─時頼─時宗─貞時─高時─時行
　　　　　│├──貞盛┴維衡─正度─正衡─正盛─忠盛─清盛─重盛─維盛　　┌─矢部禅尼　　　　　　　　　　　　　（中先代）
　　　　┌─女子　　　〔尾張平氏〕　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　└石川光貞室
　　　　│＜良兼流＞　〔長田氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　〔永井氏〕〔鳴尾永井家〕
　　　　│├良兼┬公雅─致頼┬親致─致経─致房─行致─政俊───────（６代略）───────直重─白広─重広＝広正─重元─直勝─正直───────┐
　　　　││├　│　　　　　└忠致─景致［断絶］　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　〔大橋氏〕　┌広正　　　　├─┬尚政──────┐│
　　　　├─女子│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後醍醐天皇─宗良親王─興良親王─良王─信重─定広┘　　　阿部正勝女＜直清系＞　　　　││
　〔嵯峨源氏〕　│　　　　　　　┌───────────────┘　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└直清─────┐││
　　護─┼─扶　│　　　　　　　│　┌───────────────────────（直清系）──────────────────────────┘││
　　　　││　　│　　　　　　　│　│┌──────────────────────（永井氏）───────────────────────────┘│
　　　　││　　│　　　　　　　│　││┌─────────────────────（鳴尾永井家）──────────────────────────┘
　　　　││　　│　　　　　　　│　│││（鳴尾永井家）　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　││└─直隆─正似─正治─正次─────（５代略）────匡威┬─久一郎
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　├───壮吉（荷風）
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔鷲津氏〕┬毅堂──恒　　　　　　　野村万作
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　│〔阪本氏〕　　　　├──野村萬斎
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　└─釤之助┬越郎──若葉子
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　├ふく
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│├　　　馳浩
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　［改易］　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│古井喜実├
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　　┌尚長　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　└高見順─高見恭子
　　　　││　　│　　　　　　　│　││　　　［再興］┌直達　　　　　　　│　　　　　　　　└蓉裳──◯◯──◯◯──名都江（小鳩くるみ）
　　　　││　　│　　　　　　　│　│（永井氏）＜大和新庄藩＞　　　　　　│　　　　　　　＜大和櫛羅藩＞
　　　　││　　│　　　　　　　│　│└─┬尚征┼直圓┼直亮─直国─直温─直方─直養＝直幹─＝直壮─＝直哉──直厚
　　　　││　　│　　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　┌直行　　　　│　　　　┌直幹　┌直壮　　（下総高岡藩井上正瀧五男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　│　　│　　│　　└直期┴直珍─直進─直与─直輝＝直矢　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　│　　│　　└直種─直英　　　　　　　│　　　　│（能見松平親良次男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　│　　＜尚庸系＞　┌尚品─尚伴─直諒─尚監─直応─直次─┴直諒
　　　　││　　│　　　　　　　│　│　　└尚庸─直敬┼尚平　　　　　　　│　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　│（直清系）　　　├直陳┬尚俶　　　　│　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　└───直吉─直時│　　└尚志　　　　│　（大給松平乗尹次男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　┌尚恕─尚友─尚徳＝尚志＝岩之丞（幕臣三好長済次男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　└尚方┴尚備┬直旧　│　　　　│├───なつ
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　宍戸松平頼位─高　　　├───梓
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔太田氏〕〔永井氏〕　〔平岡氏〕定太郎　├───公威（三島由紀夫）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└直熹─尚佐┬尚典＝尚服　　　　　　橋倭文重（しずえ）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　└──┘（板倉勝俊七男）　　〔下総相馬家〕
　　　　│＜良将流＞　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌胤氏─師胤
　　　　│├良将─将門┌良門　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　〔相馬氏〕大膳亮　　　　│　　〔奥州相馬家〕
　　　　││　　│├─┼将国─文国─頼望─常望─将長─長望─兼望─重国─胤国─師国＝師常─義胤┬胤綱─胤村┴師胤─重胤─親胤─胤頼─憲胤────────┐
　　　　││　　└女子│　〔田村氏〕隆顕　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　┌─師常　　　〔下総相馬家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　┌───┘　　　　│　├──清顕　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　└胤継─胤経─胤村─氏胤─胤基─胤忠─胤長───────┐│
　　　　││　│　　　　　　　　│┌女子　├─┐　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　　　　││　　┌於北│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　　　　││　　└─┐└愛姫　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　　　　│└──┐　│　├──忠宗　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　〔伊達氏〕稙宗┼晴宗─政宗　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　　　　│┌──┴────┐　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　│　　　　　　　　││┌─────────────────────────（下総相馬家）────────────────────────┘│
　　　　││　│　　　　　　　　│││┌────────────────────────（奥州相馬家）─────────────────────────┘
　　　　││　│　　　　　　　　││││（奥州　　│┌─────────────────────────┐
　　　　││　│　　　　　　　　││││　相馬家）└─越河御前　　　〔佐竹氏〕義処┬義格＝義峯＝義真＝義明─義敦─義和─義睦＝義堯─義生─義春─義栄
　　　　││　│　　　　　　　　│││└─顕胤　　　│├　　　　　　　　　│　　││　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌義堯
　　　　││　│　　　　　　　　│││　　├┴─盛胤┘長門守　　　大膳亮　│　　│└叙胤　　　　　　　　│┌樹胤　　　　　　│
　　　　││　│　　　　　　　　│└─屋形御前　├─┬義胤─利胤┬義胤＝忠胤─昌胤＝叙胤─徳胤─恕胤─祥胤┴益胤┬充胤─順胤─孟胤─恵胤
　　　　││　│　　　　　　〔懸田氏〕義宗┬掛田御前│├　　　　└女子　（土屋利直次男）　　　　　　　　│　　　└─────┘　　　├──和胤
　　　　││　│　　　　　　　　│　│　　│┌────長江盛景女　├──義隆（吉隆）　　　　　　　　　　│　　　　　　　　尾崎行雄─雪香　├──行胤
　　　　││　│　　　　　　　　│　│　　└──女子│　　　　　　磐城貞隆│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　┌─雪子
　　　　││　│　　　　　　　　│　│　　　│　├──顕光　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　〔麻生氏〕太賀吉┬太郎
　　　　││　│　　　　　　　　│　│〔大越氏〕利顕│├─┬左近　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　└┤
　　　　││　│　　　　　　　　│　│　　　│　　┌─女子├若狭　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└信子
　　　　││　│　　　　　　　　│　│（下総相馬家）│　　└右近　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　├──彬子女王
　　　　││　│　　　　　　　　│　└──胤宗─資胤─胤儀─胤高─胤実─徳誕─胤広─胤貞─胤晴─整胤＝治胤┌秀胤　　　　　　　　　　　　　三笠宮寛仁親王
　　　　││　│　　　　　　　　│　〔相馬氏一家〕││　　　　　┌兼義　　│　　│　　　　　　　　　│├─┴政胤（大岡貞惟次男）
　　　　││　│　　　　　　　　│　〔目々澤氏〕　││　　〔奥山氏〕　　　│　　│　　　　　　　　　└女子　├─＝貞胤─要胤＝信胤─保胤─矩胤─是胤──┐
　　　　││　│　　　　　　　　│　　常清─常基……………┬兼清┴重信─常信─常尚＝清福─清高　　　　　└─女子　　　　　　　（小笠原貞信次男）　　　　│
　　　　││　│　　　　　　　　│┌────────┘　　│　　〔吉岡奥山家〕┌──清福　　　　　　　　　　　┌────────────────────┘
　　　　││　│　　　　　　　　││　　　　│　　│　　　└常良─常辰（大学）││〔小野田奥山家〕　┌常雄　　└─敏胤─繁胤─将枝─祚胤＝胤正＝勘次郎
　　　　││　│　　　　　　　　││　　　　│　　├甲斐守　　　　├─┬常定─常有┬良風─良寿─良有┴常明─常氏　　　　　　　　　　　　　（杉原鉄次郎男）
　　　　│＜良文流＞　　　　　　││　　　　│　　〔仙台大越氏〕┌女子├芳賀頼久││　　　　　　　　　　　　　　〔武蔵千葉氏〕
　　　　││　│〔坂東八平氏〕　││　　　　│　　┴源兵衛─茂世＝茂貞└───────┐　　　　　　　　　　　　┌兼胤─胤賢─実胤─守胤
　　　　│├良文┬忠頼〔房総平氏〕│　　┌常家　　〔千葉氏〕＜千葉六党＞　│　└─┘　│┌宗胤　　　　　　　　　│　　〔下総千葉氏〕
　　　　││　││├─┬忠常─経将─常長┼常兼─常重─常胤┬胤正─成胤─胤綱─時胤─頼胤┼胤宗─貞胤─氏胤─満胤┴康胤─輔胤─孝胤─勝胤────────┐
　　　　││　└─春姫│　　　　││　　│　│［千葉介］　├──────────┘　　│└胤信〔葛西氏？〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　〔武石氏〕　　　│　　　　　│　　　〔亘理氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　├胤盛─胤重─胤氏─宗胤─治胤─高広─広胤─行胤─重胤─胤茂─茂元─元胤─宗元───────┐│
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　〔大須賀氏〕　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　├胤信─通信　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　〔国分氏〕　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　├胤通─胤茂─胤重─胤光─重胤─盛胤─胤輔─胤経─盛経─盛定─盛行─盛綱─胤実──────┐││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　［黒川郡地頭］　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│　　　　　　〔東氏〕　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　│　│〔上総氏〕　└頼胤─重胤─胤行─泰行─行長─行宗─胤顕─胤氏─胤光─満顕─兼常─保元─保春　　　　　　│││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　└常晴─常澄─広常─能常　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　││　　│　　│　　　　││　　　　│　　　［上総介］　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││
　　　　││　　│　　│　　　　││┌─────────────────────────（国分氏）─────────────────────────┘││
　　　　││　　│　　│　　　　│││┌────────────────────────（亘理氏）──────────────────────────┘│
　　　　││　　│　　│　　　　││││┌───────────────────────（千葉氏）───────────────────────────┘
　　　　││　　│　　│　　　　││││└昌胤─胤富─良胤─当胤─知胤─英胤─紀胤─宗胤─倚胤─胤邑
　　　　││　　│　　│　　　　││││　　│　　　　　　　　┌─亘理御前（伊達成実正室）
　　　　││　　│　　│　　　　││││　　│　　　　　　　黒川義康（大崎義直男）　　│　　　　　（留守氏）〔涌谷伊達氏宗重〕
　　　　││　　│　　│　　　　││││（亘理氏）　┌綱宗　├──季氏　岑姫（伊達政宗│〔天童氏〕頼澄＝重頼＝頼長＝頼次
　　　　││　　│　　│　　　　│││└─宗隆┬─＝┼元宗┌女子　　　　├│　　　三女）　　　　　　（涌谷伊達氏）┌頼次
　　　　││　　│　　│　　　　│││　　　││　　│├─┴重宗　　　┌宗実〔涌谷伊達氏〕　　　　　　　　　├──宗元
　　　　││　　│　　│　　　　│││　　　││　┌─月光院├┼─定宗┴宗重（安芸／天童頼長）　　　　　　　└女子│
　　　　││　　│　　│　　　　│└────────────真如院　　　├──宗元┬村元　　　　　　（伊達宗村四男）　　　　〔亘理氏〕
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│└女子│　　　　│　　　　天童重頼女│├─┬村定─村胤＝村倫＝村常─村清─義基─邦隆─胤元─胤正─正彦
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　├─┘　　　　│　　　　　│　　　│類姫（伊達綱宗女）　　（石川村俊九男）
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　伊達稙宗　　　│　　　　　│　　　│　│└村景〔水沢伊達氏〕　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　│　　　　　│　　　├村泰〔岩出山伊達家〕　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　│〔佐沼亘理氏〕　　└元篤　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　├＝宗根（伊達政宗男→茂庭綱元養子）　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　│　├──宗広─宗喬＝元篤─倫篤─常篤─清胤─基胤─隆胤─邦畿─胤篤
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　├─女子　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│　　　│　　│　　　　　│〔粟野氏〕│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　│（国分氏）　│　　　　　└─重次──────────────────────┘
　　　　││　　│　　│　　　　│　└┬＝宗政　　└┐　　〔秋田伊達氏〕　│　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　│　├──盛氏┴盛顕＝盛重＝宣宗┬隆宗─處時＝處宗（佐竹義秀男）
　　　　││　　│　　│　　　　│　　└─女子　　　　（伊達晴宗（佐竹義久男）　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　五男）　　〔古内氏〕　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　└重広＝重安─重定─重興─広寿─広充─広保─広賢─広居
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　新田義兼─女子〔岩松氏〕││（山口重如男）
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　├─┬時兼　　│└重門〔安積伊東氏〕
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　〔田中氏〕│　　　┌国清　　　　　　　　　〔総州家〕
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　　│　└時朝┌貞国─家国┴義深─基国┬満家┬持国─義就─義豊─義英─義堯─在氏─尚誠
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　〔畠山氏〕　┌重秀│　│　　　　　│［管領］　　│　　〔尾州家〕
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│┌重弘─重能─重忠┴重慶│　│　　　　　│　　　│　　└持富─政長─尚順─政国─政尚
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　├──重保［絶家］　　　　│　　　〔能登守護家〕
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　　　│　　　└満慶─義忠─義有─義統┬義元＝義総─義続┬義綱
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└慶致─義総　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔長尾上杉氏〕　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　〔長尾氏〕景恒┬高景─景房─頼景─重景─能景─為景┬謙信＝景勝　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　└綾　┌景勝　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　〔上田長尾氏〕　　　　　　　　　　　　├─┤　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　│　　　　│　│　　　└長景─房景─憲景─憲長─景隆─房長─政景│　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　北条時政─女子　　　│　│　　　　　│〔二本松畠山氏〕　　　　　　　　　┌──────┘
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　　├──泰国┴時国─高国┬国氏─国詮─満泰─持重─政国┬村国─義氏＝義国─義継┬義綱
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　││　　　　　〔足利畠山氏〕　│　　　│［奥州管領］　　　　　　　　〔新城氏〕┌─義国　　　└義孝
　　　　││　　│　　│平氏〕　│　　　　　││　足利義兼─義純　　　　　│　　　└直泰　　　　　　　　　　　　└村尚──┘│　　〔畠山氏〕
　　　　││　　│　　〔秩父〔秩父氏〕　　　││　　〔河越氏〕　┌重房　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　└─義春┌義真─義里─義寧┐
　　　　││　　│　　├将恒┬武基─武綱─重綱┼重隆┬能隆─重頼┴重時─泰重─経重─宗重─貞重─高重─直重　　　　　　〔再興上条上杉家〕　　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　││　　│　　　├──郷御前〔源義経室〕　│　　　　　　〔八条上杉家〕定実─政繁＝義春│　　　　　　　　└知義
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　││　　比企尼─河越尼　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┴長員─長政─義陳＝知義
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　││　　└源義賢室　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└女子
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│〔江戸氏〕　　　　　　　　　│　　　　　│
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│└重継─重長─忠重―重方―重持―泰重―長門―高重―康重―重廉―重広―又六郎―定重―信重―広重―門重―常光─┐
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　┌──────────────────────────┘
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　＜喜多見藩＞
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　〔喜多見氏〕　　　　　　［松前藩士］
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　└─頼忠─朝忠─勝忠┬重恒┬──＝重政─忠政
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└重勝└女子┌重政
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　［旗本］├─┘
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石谷武清
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌守信＝晴清（伊達稙宗男）
　　　　││　　│　　│　　│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├
　　　　││　　│　　│　　〔豊島氏〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　黒川稙国女
　　　　││　　│　　│　　└武常─常家─康家─清光┬朝経─有経　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　黒川氏矩女┌親信
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　〔葛西氏〕　「仙台葛西系図」　　　│　　　　　　　　　　　　（伊達成宗男）├　├義重
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　├清重┬清親─清時─清経─清宗─清貞─良清─満良─満清┬持重＝宗清＝晴重┴晴胤┼晴信─清高
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　［奥州総奉行］　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　└黒川氏直室（伊達稙宗男）　　　　　┌重信
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　│　　├時清　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├　├胤重─重俊┴俊信
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　│　　│　　「盛岡葛西系図」　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　黒川景氏女│
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　│　　　│　　└朝清─清親─清時─清信─貞清─高清─詮清─満信─持信─政信＝晴重（伊達稙宗男）
　　　　││　　│　　│　　　　│　　　　　〔土肥氏〕〔小早川氏〕　┌──────────────────────────────┘
　　　　││　　│　　└頼尊─常遠─常宗─宗平─実平─遠平─維平─景平─茂平┬雅平─朝平─宣平─貞平─春平─則平─煕平─敬平─扶平─興平─正平─────┐
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　│〔竹原小早川家〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　└─┐　　　　　│　　│└政景　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　　┌────────────────────────────────────────────────────────┘
　　　　││　　│　　　　　　　│　　│　　│〔毛利小早川氏〕　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毛利元徳三男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　└─繁平＝隆景＝秀秋（木下家定男）（断絶）…………………………………………（再興）三郎＝四郎＝元治（毛利元昭次男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│（毛利元就三男）　　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　（毛利元徳次男）
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　〔吉敷毛利家〕　│　　│　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　└秀包┬元鎮　　│　　│　　　　　│　
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　　　│〔和田氏〕│└能久　　│　　│　　　　　│
　　　　││　　│　　　　　　　│　　　┌義宗─義盛┬常盛─朝盛　　│　　│　　　　　│
　　　　││　　〔相模平氏〕〔三浦氏〕　│　│　　　〔朝比奈氏〕　　│　　│　　　　　│
　　　　│├良茂└忠光─忠通┬為通─為継┼義明┬義澄└義秀（三郎／＂アサヒナサブロー＂）
　　　　││（良持）　　　　│　│　　　│　││├──義村┬泰村［絶家］　│　　　　　│
　　　　│└良正　　　　　　│　└───────伊東祐親女│　　　　│　　│　　　　　│
　　　　│　├　　　　　　　│　　　　　│　││　　　┌─┘　　　　│　　│　　　　　│
　　　　└─女子　　　　　　│　　　　　│　││　　　└─（矢部禅尼）──┘　　　　　│　　　 　 　 　　　　　　　　　 ［仙台藩士］
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　┌光盛　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　〔針生氏〕
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　〔蘆名氏〕　　　　┌盛員　　　┌盛久　　　　　　┌盛滋─盛幸─盛秋─盛信─盛直─────┐
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　├─┼時連─泰盛─盛宗┴直盛─詮盛┴盛信─盛詮┬盛高┴盛舜─盛氏＝盛隆（二階堂盛義長男）　　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　〔相模三浦氏〕　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├──亀王丸──────┐│
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　└盛時─頼盛　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│彦姫（伊達晴宗女）　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│├　　　　　　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　└盛興　┌盛胤　　　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　││　　　　│　│　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────盛清〔仙台猪苗代家〕　　　　││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│〔佐原氏〕│　│　〔猪苗代氏〕　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌＝盛清─盛国┴宗国─盛次──┐││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　│└義連────盛連─経連─経泰─忠経─景盛─盛房─盛実─経実─経重─経元┴盛実─兼載─長珊─宗悦──┐│││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　〔相模蘆名氏〕〔石田氏〕　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└為清─円海─為重─為兼─為兼─義信─義定─義遠─義勝─義永─為右─為敦─仲成─正継┬正澄─朝成　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　└三成┬重家　　　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［弘前藩士］　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔杉山氏〕　　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├源吾─吉成　　││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　├──┐││││
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　〔津軽氏〕為信─信枚┌子々　│││││
　　　　　　　　　　　　　　＜鎌倉党＞　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├─┴信義　│││││
　　　　　　　　　　　　　　〔鎌倉氏〕　　　│　　　〔長江氏〕　　　│　　　　　　　　│　　　〔岩手氏〕　　　　　　　　　　　　　├辰姫　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　└章名┬景成─景正─景継┬義景─◯◯─◯◯─◯◯─◯◯─◯◯─重久┬信忠　　　　　　　　　　　　　　　└女子　　　　│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　（権五郎）　〔深谷長江氏〕　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　［蒲生家臣］├────┐│││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　└義員＝清員─盛景┬勝景（月鑑斎）│　　　〔竹中氏〕　　　　　　　　　　〔岡氏〕重政　　　││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　└─清員　　││├　　　　　　│　　　└重氏─重元─重治─重門─重常────────┐││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　└─葛西晴胤女　　│　　　　　　　　　（半兵衛）　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　〔矢本氏〕　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［衆議院議員］│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　├景重………………………………………………………………平太夫─平之助　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　〔三分一所氏〕　└─景益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　├家景………………＝景益（奥山常辰男）　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大庭氏〕└────────────┘　　　　　　　　［山内上杉家家宰］　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　├景村─景明┬景宗┬景義─景兼　　　　　　　　　　　　　　　〔犬懸長尾氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　└景親　　　　　　　　　　　　〔関東　　　┌満景───┐　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　〔長尾氏〕　　　　　　　　　　　　　　長尾氏〕〔鎌倉長尾氏〕└実景〔足利長尾氏〕　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└景弘─定景─景茂─景忠─景能─景為┬景忠┬景直┴景英─房景＝実景─景人　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　〔梶原氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　〔総社長尾氏〕　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　└景通─景久─景長─景時┬景季─景望　　　　　　│　　└景行┬景行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├景高　　　　　　　　［越後守護代］〔白井長尾氏〕　　　　　　　　┌晴景　　謙信）│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└景茂　　　　　　　　〔越後　　　　└清景　　　　　　　　　　　　（景虎／輝虎／　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長尾氏〕〔府中長尾氏〕　〔山内上杉家〕憲政＝政虎＝景勝　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└景恒┬高景─景房─頼景─重景─能景─為景┼景虎┌景勝　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔古志長尾氏〕　　　　　　　　　　　│　　│　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├景晴　　　　　　　　　　　　　　　└綾（仙洞院）　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔上田長尾氏〕　　　　　　　　　　　　├─┘　　　　│││││││
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└長景─房景─憲景─憲長─景隆─房長─政景　　　　　│││││││
　　　　　　　　　┌───────────────────────────────（竹中氏）────────────────────────┘││││││
　　　　　　　　　│　┌─────────────────────────────（岡氏）──────────────────────────┘│││││
　　　　　　　　　│　│┌────────────────────────────（杉山氏）──────────────────────────┘││││
　　　　　　　　　│　││┌───────────────────────────（猪苗代氏）──────────────────────────┘│││
　　　　　　　　　│　│││┌──────────────────────────（仙台猪苗代家）─────────────────────────┘││
　　　　　　　　　│　││││┌─────────────────────────（蘆名氏）─────────────────────────────┘│
　　　　　　　　　│　│││││┌────────────────────────（針生氏）──────────────────────────────┘
　　　　　　　　　│　││││││　　　　　　〔仙台蘆名氏〕　　　　　　　　　　　　　　［額兵隊総督］
　　　　　　　　　│　│││││└────重信┬盛定─盛信＝盛連─盛壽─盛倫─盛壽＝盛長─盛景─盛徳─盛達─盛親
　　　　　　　　　│　│││││（蘆名氏）　　└盛之─盛連　　　　　　　　　　　　（仙台　（靭負）
　　　　　　　　　│　│││││　〔角館蘆名家〕　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　 松前広文男）
　　　　　　　　　│　││││└─＝盛重─盛俊─千鶴丸［断絶］
　　　　　　　　　│　││││　　（佐竹義重次男義広）
　　　　　　　　　│　││││（仙台猪苗代家）
　　　　　　　　　│　│││└─────＝盛元─盛時─盛長＝盛清─盛行
　　　　　　　　　│　│││　　　　　　（茂庭綱元四男）　┌盛清　　　　　〔野口氏〕　　（渡部氏）
　　　　　　　　　│　│││　　　　　　〔猪苗代縫殿家〕　│　　　　　　　　清太郎─岩吉＝善之助─シカ┌イヌ
　　　　　　　　　│　│││　　　　　　└盛茂─兼説───┘　　　　　　　　　　　　　〔小桧山氏〕├─┴清作（英世）
　　　　　　　　　│　│││（猪苗代氏）　　　〔猪苗代謙道家〕　　　　　…………………………惣平─佐代助〔野口氏〕
　　　　　　　　　│　││└───────兼如─兼寿＝兼郁（神戸氏）
　　　　　　　　　│　││（杉山氏）
　　　　　　　　　│　│└─────長成─一成
　　　　　　　　　│　│（岡氏）
　　　　　　　　　│　└────吉右衛門─お振（自証院）
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　├─┐
　　　　　　　　　│〔徳川氏〕家康┬秀忠─家光└千代姫（霊仙院）
　　　　　　　　　│　　　　　　　〔尾張徳川家〕├─┬綱誠
　　　　　　　　　│　　　　　　　└義直────光友〔高須松平家〕
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　└義行　　　┌重寛
　　　　　　　　　│（竹中氏）　　　　　（元栄）　　　　　　　　（池田政方十男）　　　　┌＝重固（分家竹中元幸長男）
　　　　　　　　　└────┬重高─重長＝重栄─元敏─元儔＝元恭＝重寛─重光─重知─重明＝重時（分家竹中萬寿蔵次男）
　　　　　　　　　　　　　　〔加藤氏〕　┌元栄　　　　　　　（鳥居忠意六男）
　　　　　　　　　　　　　　└重貞───┘
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