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通番 番号 城地 勤方 氏名 諱 改名 前任者 就任月日 退任月日
1 1 館林 香西又五郎 成重 年月不知 年月不知
2 2 館林 白石杢之助 年月不知 年月不知
3 3 館林 松本新兵衛 年月不知 年月不知
4 4 館林 松木助之進 成信 年月不知 年月不知
5 5 館林 西村八太夫 利安 年月不知 年月不知
6 6 館林 三浦郷右衛門 年月不知 正保9年
7 7 館林 森源兵衛 年月不知 年月不知
8 8 姫路 森伊左衛門 尚好 年月不知 寛文3年10月
9 9 姫路 青山佐次兵衛 寛文6年 年月不知（元禄中か）
10 10 姫路 杉本市兵衛 年月不知 年月不分明（元禄中か）
11 11 姫路 江戸定詰 村野平助 高重 年月不知（寛文九年頃） 延宝4年5月3日
12 12 姫路 濱嶋弥五左衛門 寛文9年9月7日
13 13 姫路 青木弥太四郎 寛文9年9月7日
14 14 姫路 安藤与次右衛門 重直 寛文11年月日不知 年月不知
15 15 村上 江戸定詰 加藤六郎兵衛 重高 武太夫 村野平助 延宝4年5月22日 元禄15年8月25日
16 15 村上 加藤六郎兵衛 重高 武太夫
17 16 村上 江戸五年詰 鳥居藤右衛門 貞良 延宝中年月不知 元禄8年3月15日
18 16 村上 鳥居藤右衛門 貞良
19 16 村上 江戸定詰 鳥居藤右衛門 重良 平井清左衛門 元禄8年3月15日
20 17 村上 江戸定詰 平井清左衛門 高秀 加藤六郎兵衛 貞享2年5月10日
21 18 村上 江戸定詰 葛岡滋右衛門 定明 元禄3年5月5日 元禄5年6月
22 19 村上 江戸定詰 宮川山兵衛 仍春 嘉兵衛 元禄3年5月9日 元禄7年
23 19 村上 宮川山兵衛 仍春 嘉兵衛 元禄7年 元禄16年3月
24 20 村上 山田治右衛門 高以 元禄3年6月27日 元禄10年閏2月14日
25 21 村上 中村勘兵衛 直清 理兵衛 鳥居藤右衛門 元禄8年3月15日 元禄15年8月23日
26 21 村上 日記方 中村勘兵衛 直清 理兵衛 元禄15年8月23日 元禄17年2月26日
27 21 村上 江戸定詰 中村勘兵衛 直清 理兵衛 元禄17年2月26日 宝永3年
28 21 村上 江戸五年詰 中村勘兵衛 直清 理兵衛 宝永3年 宝永4年
29 22 村上 園田杢右衛門 貞恒 元禄10年5月3日 元禄16年5月
30 23 村上 細井助四郎 直重 元禄15年8月21日 元禄15年8月23日
31 23 村上 日記方 細井助四郎 直重 元禄15年8月23日 正徳3年6月

32 24 村上 山田助九郎 高一 治右衛門
中村理兵衛日記方ニ
成後

元禄15年8月21日 宝永4年3月29日

33 24 村上 江戸五年詰 山田助九郎 高一 治右衛門 宝永4年3月29日 宝永6年3月1日
34 24 村上 江戸定詰 山田助九郎 高一 治右衛門 宝永6年3月1日 享保7年6月15日
35 25 村上 平井清左衛門 高治 加藤武太夫 元禄15年8月25日 宝永2年9月15日
36 25 村上 日記方 平井清左衛門 高治 中村理兵衛翌年 宝永2年9月15日 享保8年4月28日
37 26 村上 青山源太夫 治友 宮川嘉兵衛 元禄16年3月15日 宝永2年8月10日
38 27 姫路 川口新右衛門 直寛 青山源太夫 宝永2年8月15日 正徳2年2月
39 28 姫路 大澤嘉兵衛 □運 平井清左衛門 宝永2年9月15日 宝永4年8月23日

40 29 姫路 新嶋奥左衛門 久直 平左衛門
園田杢左衛門中絶4
年目

宝永3年1月10日 正徳4年5月21日

41 29 姫路 日記方 新嶋奥左衛門 久直 平左衛門 細井助四郎 正徳4年5月21日 享保5年9月15日

42 30 姫路 蒔田儀左衛門 定淳
山田助九郎江戸五年
詰に成後

宝永4年7月28日 宝永6年9月26日

43 31 姫路 村山新右衛門 元治 上原伊右衛門 大澤嘉兵衛 宝永4年8月23日 正徳6年閏2月23日
44 31 姫路 日記方 村山新右衛門 元治 上原伊右衛門 正徳6年閏2月22日 享保5年1月9日

45 32 姫路 鳥居新之丞 貞高
与惣右衛門
又与右衛門

川口新右衛門中絶三
年目

正徳4年正月21日 享保7年9月13日

46 32 姫路 江戸定詰 鳥居新之丞 貞高
与惣右衛門
又与右衛門

山田治右衛門 享保7年9月13日 元文2年正月9日

47 33 姫路 藤山惣右衛門 矩親 万右衛門
蒔田儀左衛門中絶5
年目

正徳4年正月21日 享保8年8月11日

48 34 姫路 久野九左衛門 重之
新嶋平左衛門日記方
に成

正徳4年5月21日 享保5年正月9日

49 35 姫路 葛岡滋右衛門 貞将 久野九左衛門 享保5年正月9日 享保8年7月23日
50 35 姫路 日記方 葛岡滋右衛門 貞将 平井治左衛門 享保8年7月23日 享保20年8月4日

51 36 姫路 黒澤右衛門太郎 須 六太夫
上原伊右衛門断絶6
年目

享保6年8月1日 享保6年8月29日

52 36 姫路 日記方 黒澤右衛門太郎 須 六太夫 新嶋奥左衛門翌年 享保6年8月29日 享保15年12月9日
53 37 姫路 加藤圓之助 廣任 三郎兵衛 黒澤右衛門太郎 享保10年3月3日 享保13年11月晦日
54 38 姫路 三嶋貞右衛門 亨 鳥居与右衛門 享保8年7月23日 享保21年2月10日
55 39 姫路 桃井佐太右衛門 直哉 安兵衛 享保8年4月28日 享保16年3月
56 40 姫路 瀬木市兵衛 周 一允 藤山万右衛門 享保8年8月11日 享保15年11月23日
57 40 姫路 日記方 瀬木市兵衛 周 一允 黒澤六太夫 享保15年11月23日 享保20年9月8日
58 41 姫路 江戸定詰 舟津藤太夫 直季 宮川嘉兵衛江戸定詰 享保11年3月15日 享保13年6月
59 42 姫路 水野九郎右衛門 艮 清蔵 加藤三郎兵衛 享保13年12月15日 享保20年9月21日
60 42 姫路 日記方 水野九郎右衛門 艮 清蔵 葛岡滋右衛門 享保20年9月21日 元文2年5月9日
61 42 姫路 日記方 水野九郎右衛門 艮 清蔵 帰役 寛保3年2月9日 寛保3年8月3日
62 43 姫路 中里庄兵衛 宜教 享保16年9月15日 享保18年12月8日
63 44 姫路 春山武次郎 好古 貞左衛門 瀬木一允日記方に成 享保17年5月朔日 享保20年12月7日
64 44 姫路 日記方 春山武次郎 好古 貞左衛門 瀬木一允 享保20年12月7日 享保21年3月朔日
65 45 姫路 滝見源太夫 亮 弥平次 中里庄兵衛 享保18年12月21日 享保20年12月8日

表2-1　高田藩榊原家の書物役
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66 45 姫路 日記方 滝見源太夫 亮 弥平次 水野清蔵 寛保3年8月23日 宝暦2年12月3日

67 45 姫路 勘定奉行兼帯 滝見源太夫 亮 弥平治 宝暦2年12月3日 宝暦6年1月25日
68 46 姫路 宮川十兵衛 頼長 十郎左衛門 享保20年9月15日 元文2年
69 47 姫路 高村一郎左衛門 為氏 享保20年9月15日 元文2年12月12月17日
70 47 姫路 日記方 高村一郎左衛門 為氏 水野九郎右衛門 元文2年12月17日
71 48 姫路 川口新右衛門 直哉 與兵衛 滝見弥平次 享保21年1月28日 享保21年3月28日
72 48 姫路 日記方 川口新右衛門 直哉 與兵衛 春山貞左衛門 享保21年3月28日 寛保2年11月2日
73 49 姫路 橋本半蔵 作左衛門 三嶋貞右衛門 享保21年3月28日 元文2年8月19日

74 50 姫路 丹羽団九郎 好雄
川口與兵衛日記方に
成

元文1年5月19日 寛保3年12月17日

75 51 姫路 江戸定詰 田沼善太夫 利喜 鳥居与右衛門 元文2年1月9日 寛延4年7月

76 52 姫路 加藤与右衛門 重高
高村一郎左衛門日記
方に成

元文2年8月15日 元文3年3月1日

77 53 姫路 木村兵右衛門 恵和 松（橋）本作左衛門 元文2年8月21日 寛保2年11月2日
78 54 姫路 福地源五右衛門 信春 宮川十郎左衛門 元文2年閏11月28日 宝暦3年6月
79 55 姫路 竹田甚内 信貫 加藤与右衛門翌年 元文4年9月11日 寛保2年11月2日
80 55 高田 添役 竹田甚内 信貫 宝暦3年6月23日 宝暦3年8月15日帰役
81 55 高田 竹田甚内 信貫 宝暦3年8月15日 宝暦5年1月15日

82 56 高田 江戸定詰 加持藤助 雅敏
舟津藤太夫中絶17年
目

寛保3年1月9日 宝暦6年8月15日

83 57 高田 喜多三郎四郎 方赦 木村兵左衛門翌年 寛保3年8月23日 宝暦2年12月3日

84 57 高田 日記方 喜多三郎四郎 方赦 滝見与平次 宝暦2年12月3日 宝暦3年9月2日

85 57 高田 日記方 喜多三郎四郎 方赦 宝暦4年3月22日 宝暦6年10月3日

86 57 高田 喜多三郎四郎 方赦 宝暦6年10月3日 宝暦7年2月22日
87 58 高田 日記方 黒澤六郎 序 高村一郎左衛門 寛延3年11月19日 宝暦3年1月9日
88 59 高田 江戸定詰 稲川勘平 峯親 田沼善太夫 寛延4年7月21日 宝暦7年2月15日
89 59 高田 稲川勘平 峯親 宝暦12年11月28日 宝暦13年9月

90 60 高田 大須賀文左衛門 信清
喜多三郎四郎日記方
に成後役

宝暦3年1月9日 宝暦3年9月25日

91 60 高田 日記方 大須賀文左衛門 信清 喜多三郎四郎 宝暦3年9月25日 宝暦11年3月7日
92 60 高田 日記方兼帯 大須賀文左衛門 信清 明和4年10月18日 明和4年11月7日

93 60 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

大須賀文左衛門 信清 明和4年11月７日 安永3年3月10日

94 61 高田 日記方 宮川幾次郎 頼茂 黒澤六郎 宝暦3年1月9日 宝暦4年3月21日

95 62 高田 岩田金四郎 直繁 八左衛門
大須賀文左衛門日記
方に成

宝暦3年9月13日 宝暦6年10月26日

96 62 高田 日記方 岩田金四郎 直繁 八左衛門
喜多三郎四郎帰役後
の後役

宝暦6年10月26日 宝暦7年2月22日

97 63 高田 加藤源蔵 信寛
竹田甚内帰役以後の
後役

宝暦5年1月9日 宝暦7年2月22日

98 63 高田 日記方兼帯 加藤源蔵 信寛 宝暦7年2月22日 宝暦10年5月15日
99 64 高田 江戸定詰 小沢善之丞 安親 加持藤助 宝暦6年6月22日 宝暦8年1月9日
100 65 高田 江戸定詰 小田與左衛門 秀信 稲川勘平 宝暦7年11月9日 宝暦8年8月7日
101 66 高田 江戸定詰 青木左次右衛門 直方 小田與左衛門 宝暦8年8月７日 宝暦14年2月1日

102 67 高田 建部与惣太 利良
喜多三郎四郎御勤め
方計に成候後役中絶
3年目

宝暦9年1月3日 宝暦9年12月22日

103 67 高田 日記方兼帯 建部与惣太 利良 宝暦9年12月22日 明和2年3月
104 68 高田 江戸定詰 岡嶋新八郎 高年 与惣左衛門 小沢善之丞 宝暦9年6月15日 宝暦12年3月25日
105 68 高田 江戸定詰 岡嶋新八郎 高年 与惣左衛門 帰役 明和2年5月4日 安永3年12月19日
106 69 高田 森山五郎 渕 加藤源蔵 宝暦9年12月15日 宝暦10年10月3日
107 69 高田 日記方兼帯 森山五郎 渕 宝暦10年10月3日 明和4年9月11日
108 70 高田 江戸定詰 武藤左太助 定廣 青木左次右衛門 宝暦14年2月23日 明和2年5月4日
109 71 高田 加藤弥之助 介秀 竹田甚内断絶24年目 明和2年3月28日 明和2年12月27日
110 71 高田 日記方兼帯 加藤弥之助 介秀 明和2年12月27日 明和4年11月7日

111 71 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

加藤弥之助 介秀 明和4年11月7日 安永5年10月19日

112 72 高田 日記方兼帯 清水角之丞 猶全 建部与惣太中絶3年目 明和4年10月18日 明和4年11月7日

113 72 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

清水角之丞 猶全 明和4年11月7日 安永2年6月28日

114 73 高田 江戸定詰 斉藤祖兵衛 尚質
稲川勘平帰役後の中
絶5年目

明和4年12月26日

115 74 高田 日記方兼帯 高木杢之丞 幸直 慶直 清水角之丞 安永2年9月15日 天明3年10月10日

116 75 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

福地源兵衛 信尹
大須賀文左衛門帰役
後の後役

安永3年3月10日

117 76 高田 江戸定詰 古川八太夫 真敏
岡嶋与惣左衛門帰役
後の後役中絶3年目

安永3年10月5日 安永4年10月24日

118 77 高田 江戸定詰 小林彦右衛門 秀実 古川八太夫 安永4年11月19日
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119 78 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

喜多市五郎 利貞 次郎右衛門 加藤弥之助 安永5年10月19日 天明元年9月3日

120 79 高田 日記方兼帯 松本半蔵 渕 喜多次郎右衛門 天明元年9月3日

121 80 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

吉羽弥五兵衛 英休
丹羽団九郎中絶40年
目

天明元年9月3日 寛政元年9月12日

122 80 高田 日記方兼帯 吉羽弥五兵衛 英休 寛政元年9月12日 寛政4年5月11日
123 81 高田 江戸定詰 磯野茂兵衛 高親 小林彦右衛門 天明2年5月15日 天明2年12月
124 82 高田 江戸定詰 小野寺郡左衛門 通章 古助 磯野茂兵衛 天明3年3月4日 天明9年1月19日
125 83 高田 江戸定詰 斉藤祖兵衛 直恒 斉藤祖兵衛 天明4年1月9日 寛政4年9月18日

126 84 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

永田順次郎 喜古 福地源兵衛 天明5年1月9日 天明7年8月17日

127 85 高田
書物方日記方
兼帯大納戸兼
帯

丹羽常弥 茂徳
六太夫又長兵
衛

永田順次郎 天明7年10月3日 寛政元年8月2日

128 86 高田 日記方兼 長谷川馬吉 方敬 丹羽長兵衛 寛政元年8月2日 寛政元年10月1日
129 87 高田 江戸定詰 加藤九兵衛 直操 小野寺古助 寛政元年5月23日 寛政3年5月3日
130 88 高田 日記方兼帯 鷹見新五左衛門 暢茂 長谷川馬吉 寛政元年10月1日 寛政10年4月26日
131 79 高田 日記方兼帯 松本半蔵 渕 杢之允 寛政元年11月19日 寛政2年5月5日
132 89 高田 日記方兼帯 山上半之丞 是暫 松本半蔵 寛政2年5月5日 寛政5年10月21日
133 90 高田 江戸定詰 伴金右衛門 廣親 加藤九兵衛 寛政3年5月3日 寛政7年11月9日
134 91 高田 日記方兼帯 関本大作 廣居 丈左衛門 吉羽弥五兵衛 寛政4年5月19日 寛政11年11月11日
135 92 高田 江戸定詰 高木杢之允 慶直 斉藤祖兵衛 寛政4年9月18日 寛政8年12月3日
136 93 高田 日記方兼帯 磯野茂兵衛 恭 山上半之允 寛政5年10月21日 寛政5年10月25日
137 93 高田 磯野茂兵衛 恭 享和3年1月9日 文化4年7月18日
138 94 高田 日記方兼帯 福地源五右衛門 信任 磯野茂兵衛 寛政5年11月3日 寛政7年9月16日
139 95 高田 日記方兼帯 村松安太郎 之安 藤左衛門 森山五郎 寛政6年1月9日 寛政10年9月
140 96 高田 江戸定詰 吉羽市三郎 英輝 弥五兵衛 伴金右衛門 寛政7年10月14日 寛政10年6月21日
141 96 高田 江戸定詰 吉羽市三郎 英輝 弥五兵衛 享和2年11月5日 文化元年9月22日
142 87 高田 江戸定詰 加藤九兵衛 直操 九郎左衛門 高木杢之允 寛政7年12月3日 寛政9年2月24日
143 97 高田 寺沢権兵衛 可信 忠左衛門 福地源兵衛 寛政8年5月13日 享和3年1月9日
144 98 高田 江戸定詰 岡嶋八十郎 高柔 加藤九郎左衛門 寛政9年3月21日 寛政11年3月1日
145 99 高田 江戸定詰 伴門弥 廣隆 吉羽市三郎 寛政10年7月23日 享和3年2月28日
146 99 高田 江戸定詰 伴門弥 廣隆 文化3年4月23日 文化5年閏6月11日
147 100 高田 鳥居藤右衛門 貞保 貞利 鷹見新五左衛門 寛政10年4月26日 文化元年4月9日
148 90 高田 江戸定詰 伴金右衛門 廣親 岡嶋八十郎 寛政11年4月15日 寛政12年8月16日
149 101 高田 江戸定詰 原六之助 方将 六兵衛 寛政11年6月2日 享和2年12月5日
150 102 高田 鷹見新五左衛門 暢茂 関本丈左衛門 寛政11年11月11日 文化6年5月

151 103 高田 竹内又四郎 之猗 村松藤左衛門 寛政12年2月28日 享和3年1月9日

152 104 高田 江戸定詰 中村弥五八 至信 伴金右衛門 寛政12年8月16日 寛政12年12月25日
153 105 高田 山路喜市郎 栄業 竹内又四郎 享和3年1月9日 文化元年11月23日
154 106 高田 江戸定詰 小川弥惣左衛門 吉門 伴門弥 享和3年3月朔日 文化3年4月23日
155 107 高田 村越茂助 隆里 享和3年8月20日 文化5年4月28日
156 107 高田 村越茂助 隆里 文化6年1月4日 文化6年2月25日
157 108 高田 豊田佐市右衛門 敏和 鳥居藤右衛門 文化元年4月9日 文化5年12月25日
158 109 高田 江戸定詰 太尾十郎右衛門 長昭 中村弥五八中絶5年目 文化元年8月9日 天保7年6月26日

159 110 高田 江戸定詰 安松七之助 宗之
与三郎右衛門
又仁右衛門

吉羽弥五兵衛 文化2年1月9日 文化3年9月29日

160 111 高田 竹村太兵衛 良類 文化3年6月3日 文化5年1月5日
161 112 高田 室井嘉右衛門 常奥 文化5年1月9日 文化8年8月4日
162 113 高田 竹内平左衛門 為好 文化5年4月2日 文化8年3月23日
163 114 高田 江戸定詰 斉藤善蔵 利済 次郎兵衛 文化5年月11日 天保10年7月20日
164 115 高田 前嶋甚左衛門 祐高 文化6年11月23日 文化11年5月29日
165 116 高田 太田原儀兵衛 孝廣 文化8年3月23日 文化15年1月13日
166 117 高田 村松貞右衛門 施教 文化8年8月7日 文化10年11月11日
167 118 高田 佐野半三郎 繁里 文化10年11月11日 天保8年
168 119 高田 三嶋貞右衛門 彦俊 文化11年6月3日 文政11年10月
169 120 高田 小原勘内 可就 文化14年10月9日 天保15年9月15日

170 121 高田 加藤臺介 繁幸 杢助 文政11年9月20日 弘化3年7月26日

171 122 高田 新田次郎八郎 善行 文政13年2月27日 天保9年2月3日

172 123 高田 江戸定詰 岡嶋八十郎 高温 鹿右衛門 天保4年2月23日 天保6年11月13日

173 124 高田 江戸定詰 齋藤次郎七 利成 次郎兵衛 天保6年11月12日 天保12年8月16日

174 124 高田 江戸定詰 齋藤次郎七 利成 文久元年10月24日

175 125 高田 丹羽六太夫 善兵衛 天保8年1月9日 天保9年2月3日

176 125 高田 郡奉行兼帯 丹羽六太夫 天保9年2月3日 天保9年2月6日

177 125 高田
宗門奉行御使
者番御馳走役
兼帯

丹羽六太夫 天保9年2月6日

178 126 高田 江戸定詰 市川与右衛門 隆礼 天保8年5月23日 文久2年閏8月□日
179 127 高田 関十右衛門 寛廣 天保9年2月3日 嘉永2年6月13日
180 128 高田 江川半兵衛 直吉 天保9年1月26日
181 129 高田 生田重之進 有隣 季蔵 天保10年3月12日 天保12年10月13日
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182 130 高田 安西圓四郎 廣淳 藤左衛門 天保12年12月3日 安政4年6月13日

183 130 高田
大納戸膳奉行
兼帯

安西圓四郎 廣淳 藤左衛門 安政5年11月3日

184 131 高田 小原良三郎 可和 勘内 天保15年11月9日 嘉永4年10月28日
185 132 高田 江戸定詰 上田捨治 尚賢 武兵衛 加藤重助 弘化3年7月18日 安政2年4月26日
186 133 高田 前田助作 廣勤 関十右衛門 嘉永2年6月23日
187 134 高田 （江戸定詰） 中嶋彦之丞 嘉□ 市右衛門 嘉永3年1月9日 安政5年8月23日
188 135 高田 領奉行仮役 仁木門之助 嘉永3年10月13日 嘉永3年10月13日
189 136 高田 三嶋定右衛門 彦□ 小原勘内 嘉永4年11月23日 嘉永7年8月3日
190 137 高田 （江戸定詰） 鶴見新次郎 貞幹 上田武兵衛 安政2年4月26日
191 138 高田 江戸定詰 安松七之助 宗城 鶴見新次郎 安政4年1月20日 元治元年10月27日
192 139 高田 菅沼喜左衛門 長業 嘉永7年9月13日 文久2年11月3日
193 140 高田 原田助太郎 貞明 安政4年7月23日 慶応4年4月19日
194 141 高田 江戸定詰 小笠原権内 重親 中嶋彦之丞 安政5年8月28日 元治元年10月12日
195 142 高田 江戸定詰 町野宇内 長輔 安松七之助 文久2年2月15日 慶応3年8月13日
196 143 高田 江戸定詰 藤田甚右衛門 季□ 市川与右衛門 文久2年閏8月10日
197 144 高田 神谷八左衛門 清直 文久2年12月3日 慶応3年12月3日
198 145 高田 竹村市之丞 良□ 文久3年 慶応3年7月19日
199 146 高田 江戸定詰 秋山与七郎 重寶 小笠原権内 元治元年10月14日
200 147 高田 波多野五郎三郎 常聡 慶応2年6月19日
201 148 高田 江戸定詰 加藤杏吉 直栗 町野宇内 慶応3年10月3日 慶応4年1月3日
202 149 高田 山路清兵衛 栄暢 慶応3年12月12日 慶応4年6月5日
203 150 高田 江戸定詰 三浦新五郎 廣実 加藤杏吉 慶応4年3月26日
204 151 高田 黒澤孫左衛門 弘 慶応4年5月24日
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