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あ

相原倉吉	→組士一覧

相原主膳（八郎右衛門）　107	→組士

一覧

相原竹雄　107　
青木庫次郎　113	→組士一覧

青木慎吉郎（慎吉）　84	→組士一覧

青木谷五郎　80	→組士一覧

青木平六郎　93	→組士一覧

青木弥太郎（幕臣）　112,	171
青木練太郎	→組士一覧

青瀬英二　157
青山下野守（丹波篠山藩主）　156
赤沢源弥　51,	53,	55,	57-58,	125-126,	

134-135,	152,	157,	159,	173,	195
秋野源兵衛	→組士一覧

秋山直之進　102	→組士一覧

秋山八治郎	→組士一覧

阿久津小太郎	→組士一覧

浅井六郎　98	→組士一覧

浅川助次郎	→組士一覧

朝日奈儀三郎	→組士一覧

朝日奈一	→組士一覧

麻生曽平	→組士一覧

阿部十郎　71　
天野静一郎（清一郎）　61,	107,	136,	

139-140,	172,	179	→組士一覧

雨宮仁一郎（仁太郎）　92	→組士一覧

荒井鑑治　127-128
荒井金次郎　68
新井久七　80	→組士一覧

新井敬一郎　85	→組士一覧

新井式部　88	→組士一覧

荒井庄司（新井）　79	→組士一覧

荒井進左衛門	→組士一覧

新井精六郎（清六郎）	→組士一覧

新井壮蔵（音治、縫右衛門長男）　95
荒井縫右衛門（壮蔵）　95	→組士一覧

荒木佐一郎　68
荒木済太郎　67
有栖川宮熾仁　47
有馬則篤（阿波守、大目付）　31
粟田口辰五郎　80,	96,	139	→組士一

覧

安藤定右衛門　55
安藤静太郎　67
安藤信正（信睦、対馬守）　12

い

井伊直弼（掃部頭、大老）　24,	122-
123

飯田豊之助　68
飯塚謙一郎（謙輔長男）　106
飯塚謙輔　106	→組士一覧

飯野清三郎　85	→組士一覧
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家里次郎　77
池田修理（長発、目付）　20
池田徳太郎　12,	16,	69,	73,	121,	170,	

193,	195	→組士一覧

池田良之進　67
石井新五右衛門（新左衛門）　84	→

組士一覧

石井鉄之丞	→組士一覧

石川弘司（弘治・弘次）　111	→組士一

覧

石川又四郎（旗本）　29,	31,	34,	36-37,	
40-41,	194

石川幹明　132
石倉久七　76	→組士一覧

石坂周造（宗順）　12,	23,	88,	108,	
167→組士一覧

石島勇　192
石原厚司（原司）	→組士一覧

石原伊之助（伊之輔・伊之佐・東・束）　
80,	109	→組士一覧

石原嘉市　80	→組士一覧

石原数右衛門　55
石原熊太　81	→組士一覧

石原周碩	→組士一覧

石原新作（新蔵）　86,	112	→組士一覧

石原重俊　146,	189-190,	213
石原辰三郎　91	→組士一覧

石原多門　98,	100-101
石原鍛　112	→組士一覧

石原槌太郎（植太郎）　102	→組士一

覧

石原富蔵　114	→組士一覧

石原元三郎（槌太郎長男）　102
伊勢屋四郎兵衛（蔵前札差）　23
板垣退助（乾退助）　72
板倉勝静（周防守、備中松山藩主、老

中）　12,	35,	65,	67
板橋鉄之助　68
市岡重太郎（十太郎）　87,	113	→組士

一覧

市川団十郎　208
一色次郎　113
伊藤巌	→組士一覧

伊東甲子太郎（武明）　71
伊藤亀之進（亀之輔・逸之進・虎之助）　

81	→組士一覧

伊東久栄	→組士一覧

伊東十郎　113
伊藤整作　68
伊藤滝三郎（伊東、滝太郎）　87,	109	

→組士一覧

伊東民三郎（滝三郎養子）　109
伊東虎太　90
稲垣藤五郎　111
稲熊力之助　91,	103	→組士一覧

稲田隼之助（早之助）　90,	102	→組士

一覧

乾退助	→板垣退助
乾田糺（庫之助）　112
犬養毅　162
犬塚盛巍　124
井上丑太郎　106
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井上源三郎　83
井上政之助　101,	140	→組士一覧

井上忠太郎（豊蔵・丑太郎）　84,	106,	
139	→組士一覧

井上忠八郎　69
井上半二郞（半次郞）	→組士一覧

猪瀬禎一郎	→組士一覧

今井木曽八　107
今井佐太夫（佐太郎・木曽八）　98	→

組士一覧

岩城太熊	→組士一覧

岩倉具視　161
岩堀嘉吉	→組士一覧

岩間小次郎（清四郎長男）　103
岩間七郎	→組士一覧

岩間清四郎　103	→組士一覧

う

上杉岩吉郎（岩太郎・岩吉）　91,	113	
→組士一覧

上田伝次兵衛　55
上野晃　126
上野織衛　55
上野直記　213
上野豊三	→組士一覧

上村藤平（藤市）　89
上村左京（植松左京）	→組士一覧

宇佐川知義　160
氏家直綱　159
内田佐太郎　86,	109	→組士一覧

内田柳松　78,	98,	134-136,	140,	173	

→組士一覧

宇都宮栄太郎	→組士一覧

宇都宮左衛門　91	→組士一覧

鵜殿鳩翁（長鋭、民部少輔）　13,	20-
23,	65

梅田貞之助	→組士一覧

え

榎本武揚　73
遠藤丈庵　77	→組士一覧

お

大石学　3
大内魁一郎（志津馬養子）　99
大内志津馬　92	→組士一覧

大川藤吉郎　77,	95	→組士一覧

大川与市（与一）　81	→組士一覧

大木九左衛門（久左衛門）　78	→組士

一覧

大久保一翁　124,	168
大熊敬助（領兵衛長男）　105	→組士

一覧

大熊領兵衛　105	→組士一覧

大島一学（学）　75	→組士一覧

大島久吉（一学長男）　53
大島百太郎　114,	116,	172	→組士一

覧

大須賀友三郎　84	→組士一覧

太田政弘　161
太田政道　161
大館鎌三郎（謙三郎）　80	→組士一覧
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大津源次郎　68
大津彦太郎　98,	139	→組士一覧

大槻如電　119,	191
大槻磐渓　191
大友一雄　187
大友宗兵衛　158-159
大野亀三郎　68
大野喜右衛門　85,	103	→組士一覧

大村達雄（達尾）　90,	170	→組士一覧

大森浜治（浜司）　86,	108	→組士一覧

小笠原忠嘉（右近将監・長門守、小倉
藩主）　12

小笠原長穀（加賀守）　22
小笠原長行（小倉藩主正嗣）　12
岡島哉弥	→組士一覧

岡田権左衛門　84
岡田小平太　75
岡田助右衛門　76	→組士一覧

岡田盟	→組士一覧

岡田林兵衛（林平）　92	→組士一覧

尾形俊太郎　72
岡戸小平太　112	→組士一覧

岡本某（茨城県典事）　131
沖田総司（惣司）　5,	82-83,	97,	195
沖田芳次郎　5
沖田林太郎（総司実兄）　5,	82-83,	97	

→組士一覧

荻谷弥太郎　
荻野良蔵（萩野、良造）　99	→組士一

覧

荻本栄吉	→組士一覧

荻生徂徠　141-142
荻原常吉（萩原）	→組士一覧

荻原虎松（萩原、辰之助・銀太郎）　99	
→組士一覧

奥秋助司右衛門（助右衛門）　102	→
組士一覧

奥山喜三郎	→組士一覧

小倉大平　112	→組士一覧

小倉小平太	→組士一覧

小倉源之丞（幕臣）　194
小倉政吉　194
小倉善右衛門（善左衛門）　88	→組士

一覧

小倉宗次郎　108	→組士一覧

小倉宗伯（宗次郎、石坂宗順義子）　
88	→組士一覧

小倉発之進（喜衛太）　105	→組士一

覧

小栗忠順（上野介）　65,	67,	123-124,	
168-169,	188

尾崎恭蔵（初三郎）　95,	140-141,	172
尾崎宗伯	→組士一覧

尾崎利三郎	→組士一覧

小沢定四郎　113	→組士一覧

小沢信濃（信重郎）	→組士一覧

小沢信十郎　100
小沢武四郎　171
小沢為五郎	→組士一覧

小沢勇作（小林勇作）　84,	104,	139	
→組士一覧

小田切半平　111	→組士一覧
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鬼沢礼輔	→組士一覧

小野道太郎（将監）　114	→組士一覧

小野沢平兵衛　80	→組士一覧

小山松勝一郎　5,	203,	206

か

香川敬三　73
角田小兵衛	→組士一覧

角田五郎　75
角田五郎兵衛　85　
加治新吉郎　111	→組士一覧

神代仁之助　93	→組士一覧

柏尾右馬之助（右馬輔・馬之助）　90,	
99,	172,	186,	204	→組士一覧

和宮　122
粕屋小平太（糟谷、古平太）　99	→組

士一覧

糟谷新五郎　74
片岡太郎（片平、八郎長男）	　95	→組

士一覧

片岡八郎（片平）　95		→組士一覧

片平四郎	→組士一覧

片山庄左衛門（喜間多）　75,	102,	
138	→組士一覧

片山誠之進（喜間多養子）　102
勝海舟（麟太郎・安房守）　65
勝田宗達　89	→組士一覧

勝田芳蔵（由蔵）　77,	113	→組士一覧

勝野保三郎　84	→組士一覧

勝山権四郎　124
勝山重良　160

勝山助弥　124
桂田寛吾（虎之助）　135,	140,	165,	

172,	175-176,	196	→組士一覧

加藤精策（為右衛門長男、山田寛司養
子）　111

加藤善四郎（善次郎・善二郎）　83	→
組士一覧

加藤貴　209
加藤為右衛門　111	→組士一覧

金子賢太郎　73
金子蔵治郎　108
金子倉之丞（蔵之允）　139	→組士一

覧

金子桂治郎（蔵治郎長男）　108　
金子正玄　90	→組士一覧

金子武雄	→組士一覧

金子龍之進（龍之助）　14,	90,	183
金井允釐　159
金井質直　156,	158
加納鵬雄　71
加畑儀左衛門	→組士一覧

鎌田昌琢　88	→組士一覧

鎌村時之助（豊之助）　108	→組士一

覧

上村藤平（藤市）　89	→組士一覧

亀山幸介	→組士一覧

萱野庄助　57
川上権十郎（権重郎）　85	→組士一覧

川崎源八	→組士一覧

川崎渡　92,	111	→組士一覧

河津三郎太郎　65
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河野音次郎　76	→組士一覧

河野和三（和蔵、三助）　67	→組士一

覧

河原孝助（孝輔）　80	→組士一覧

神戸善十郎　61
神戸六郎　168	→組士一覧

き

桔梗屋小栄（京芸妓）　70　
菊地容斎　137
喜瀬英士　133-135
喜瀬十松（虎蔵）　94,	213	→組士一覧

起多正一　131
北野小兵衛　216
木村久之允（久之丞）　74	→組士一覧

木村礎　194
清河八郎（清川八郎・斎藤正明）　1-2,	

6,	8-9,	11-12,	21,	23,	65-67,	69,	73-
74,	121,	167-169,	178,	206,	208-211,	
215,	218-219,	221,	224

く

草野剛三（剛蔵）　13,	74	→組士一覧

櫛淵太左衛門　186,	204
国司信濃（長州藩家老）　27
久保木甫（万助）　111	→組士一覧

久保坂岩太郎（岩太）　93	→組士一覧

窪田治部右衛門　22,	66
鞍貫藤三郎　213
栗原真三郎（栗田）　84	→組士一覧

栗原幹　158

黒井卓一郎　97	→組士一覧

黒沢八郎	→組士一覧

黒田清隆　191
黒田桃眠　108	→組士一覧

黒田村司　80	→組士一覧

桑原玄達（甲斐）　99,	139,	141,	195	
→組士一覧

郡司市左衛門	→組士一覧

こ

小池章太郎　194
鯉淵太郎　26,	114,	145,	169,	196	→

組士一覧

光沢小源太　103
河野音次郎　76	→組士一覧

河野和三（和蔵、三助）　67	→組士一

覧

河野敏謙　161
国分新太郎	→組士一覧

児島惟謙　159-160
小島恒太郎（寛太郎）	→組士一覧

小玉三代三郎（仁）	→組士一覧

五島万帰一　92	→組士一覧

近衛忠煕　12　
小林熊之助　99
小林助松（祐松）　83	→組士一覧

小林団右衛門　112
小林長二郎（長次郎）　85	→組士一覧

小林登之助（登之輔）　92	→組士一覧

小林幡郎　181
小林武八郎	→組士一覧
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小林平左衛門	→組士一覧

小林本二郎	→組士一覧

小林守之助　58,	106	→組士一覧

小林勇作（小沢勇作）　84,	104,	139	
→組士一覧

小林祐松（助松）　83	→組士一覧

小堀大太郎（正次郎）　102,	139	→組

士一覧

小松慶助（太慶・大慶）　100	→組士一

覧

小松庄次郎（元次郎）	→組士一覧

小松弾六郎　113
小松六郎（慶助長男）	→組士一覧

小山僖一郎　100	→組士一覧

近藤勇　2,	14,	70-72,	74,	81-83,	195
今野章　187
今野順次郎（遊佐郷大庄屋）　51

さ

西郷隆盛　160,	163,	199
斎藤熊三郎　74	→組士一覧

斎藤源十郎　83	→組士一覧

斎藤泰蔵	→組士一覧

斎藤一　72
斎藤文泰	→組士一覧

三枝栄兵衛	→組士一覧

酒井かね	→福井かね
酒井玄蕃　163
酒井左衛門尉（庄内藩主）　26,	36,	

41,	46,	145,	196,	202
酒井寿作　92	→組士一覧

酒井正太郎　57
酒井忠徳（庄内藩主）　141-142　
酒井忠寛（庄内藩主）　12,	199
酒井忠篤（繁之丞・左衛門尉、庄内藩

主）　27-29,	60,	199
酒井忠宝（庄内藩主）　60
酒井忠恕（庄内藩主）　198-199
酒井忠義（若狭守、小浜藩主、所司代）　

12
坂井友次郎　84	→組士一覧

酒井右二　3
酒井与三郎　111	→組士一覧

坂田三七郎（隅田村名主）　200
坂田安之助（隅田村名主三七郎の弟）　

200-202
坂本周作（周輔）　112	→組士一覧

坂本安造	→組士一覧

佐久間権蔵	→組士一覧

佐久間辺	→組士一覧

桜井粂之進（久米之進）　107	→組士

一覧

桜井彦太郎	→組士一覧

佐々木三治郎（三次郎）　76	→組士一

覧

佐々木茂（如水次男）　96
佐々木周作　87,	97	→組士一覧

佐々木如水　73	→組士一覧

佐々木只三郎　21,	66
佐々木悌次郎（如水長男）　96
佐竹義堯（秋田藩主）　5
佐藤邦之丞　68
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佐藤久米（久策）　113	→組士一覧

佐藤惣兵衛　83　
佐藤継助	→組士一覧

佐藤房次郎（房太郎）　83	→組士一覧

真田範之助　163
佐野三郎（三郎兵衛）	→組士一覧

沢井平馬	→組士一覧

三条実美　27

し

塩沢罷熊太郎	→組士一覧

志田源四郎　92	→組士一覧

篠原泰之進（秦　泰之進）　71
柴田小文治　102
柴田雄蔵（小文治次男）　102,	134-

136
渋谷精之進（精之丞）　111	→組士一

覧

島田利三郎（利太郎）　88,	107	→組士

一覧

島野喜之輔（喜之助）	→組士一覧

清水卯三郎　215
清水恵造　100
清水吾一（五一・五郎・吾市）　77,	

105	→組士一覧

清水小文次（小文治・小文司・恵造）　
77,	98-99	→組士一覧

清水三郎（恵造養子）　100
清水準之助（淳之輔）　78	→組士一覧

子母沢寛　207-208
下山芳松（由松）　85	→組士一覧

庄野伊左衛門（荘野、伊右衛門）　53,	
93,	106,	183	→組士一覧

白井庄兵衛　23,	74,	167,	167	→組士

一覧

白井為右衛門　53,	55,	57,	61,	135,	
188

城越重吉　111
新庄直温（右近、目付）　31
神保小右衛門　29
神保伯耆守　82

す

杉本安道（道安）　91	→組士一覧

杉本源馬　114
杉村義衛	→長倉新八
杉山音五郎（弁吉長男）　96	→組士一

覧

杉山竹吉　81
杉山弁吉（弁蔵）　96	→組士一覧

杉山良作	→組士一覧

菅俊平　81	→組士一覧

菅実秀（秀三郎・善太右衛門）　156,	
198,	203　

鈴木栄太郎　139
鈴木栄之助（栄三郎）　87,	104	→組士

一覧

鈴木菊次郎　97	→組士一覧

鈴木長蔵（長三）　93	→組士一覧

鈴木棠三　194
鈴木三樹三郎　71
須永宗司　93	→組士一覧
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須永宗太郎（武義、宗司長男）　98	→
組士一覧

住谷三郎（正之助）　100
住山濤一郎　91,	105	→組士一覧

諏訪忠誠（因幡守、諏訪藩主、老中）　
38

諏訪山熊二郎（熊次郎）	→組士一覧

せ

瀬尾権三郎　107,	139
瀬尾与一郎（権三郎）　93	→組士一覧

関口七郎　99	→組士一覧

関口徳司　104,	139
関口三千之助（三千之郎、三十之輔）　

86	→組士一覧

関口主水（徳司）	→組士一覧

関根一作　107,	171	→組士一覧

関根和三郎　104	→組士一覧

瀬間清之助（間瀬）　92	→組士一覧

芹沢鴨　14,	70-71,	74,	83
千田円平　69

そ

曽根半右衛門　114	→組士一覧

薗田幸助（園田）　53,	97	→組士一覧

園田安賢（薗田）　131
園部為治郎（為次郎）　84,	114,	172	

→組士一覧

た

高尾文助　93,	107	→組士一覧

高木泰運　88	→組士一覧

高木平右衛門	→組士一覧

高久保二郎（安次郎）　21
高瀬忠三郎　91	→組士一覧

高田錦一郎（徳三郎長男）　103
高田佐仲司	→組士一覧

高田徳三郎	→組士一覧

高橋市蔵（市三）　79,	107	→組士一覧

高橋菊之丞（菊之允）　78	→組士一覧

高橋丈之助（丈之輔）　84,	104	→組士

一覧

高橋清吾　109	→組士一覧

高橋常吉郎（常太郎）　91	→組士一覧

高橋泥舟（政晃、精一郎・伊勢守）	21,	
73

高橋亘　79,	112	→組士一覧

田川温泉場肝煎七内　109
田川温泉場肝煎由右衛門　110
滝川熊之進（熊之丞）　85	→組士一覧

田口徳次郎　77,	114,	217	→組士一覧

竹井嘉助	→組士一覧

武井永之進	→組士一覧

武井三郎　75	→組士一覧

武井十郎（重郎）　79	→組士一覧

竹内右膳　61
武田弘（彦一郎）　75	→組士一覧

武田本記　79	→組士一覧

田島幾弥	→組士一覧

田島陸奥　85	→組士一覧

橘正作（正司）	→組士一覧

立花（橘）常一郎　79,	95,	116,	165	→
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組士一覧

田中久太郎　68
田中愿三　22
田中九十九	→組士一覧

田中半十郎　69
田中範也　89	→組士一覧

田辺羽右衛門　199
田辺儀兵衛（柔嘉）　50-51,	66,	124,	

139,	152,	197,	199,	212
田辺富之助（富之祐）　76,	91,	113,	

217	→組士一覧

谷右京　86	→組士一覧

田沼玄蕃頭　26
田臥謙三郎　69
玉城織衛（織兵衛）　29,	87,	101,	133-

135,	138	→組士一覧

田村貞次郎	→組士一覧

ち

千野卯之輔（卯之助・宇之助）　78,	
114	→組士一覧

千野栄太郎　86	→組士一覧

千葉貫一郎	→組士一覧

千葉静馬	→組士一覧

千葉周作　90,	137,	215
千葉新六郎（忠助）　182,	204	→組士

一覧

千葉精次郎	→組士一覧

千葉真由美　3
千葉弥一郎　4-8,	39,	53,	58,	109,	

116,	126,	134-135,	157,	165,	182,	

188-189,	204-207,	213,	223	→組士一

覧

千葉雄太郎（長胤）　4,	6,	29,	31,	36-
39,	41,	43-45,	185,	191-192,	204	→
組士一覧

中条金之助　22,	65-66
中条信礼（中務大輔、髙家）　12
長島吉　84
長南伸治　187-188

つ

塚田源三郎　90	→組士一覧

塚田正之助	→組士一覧

塚田東作　217
津田左司馬	→組士一覧

津田素人	→組士一覧

辻真太郎　98
辻隆助（隆介）　76	→組士一覧

土屋竹蔵（竹三・竹造）　80,	114	→組

士一覧

常見一郎　112	→組士一覧

角田小兵衛	→組士一覧

角田五郎　75	→組士一覧

角田五郎兵衛　85
椿佐一郎（村上俊五郎義子）　178	→

組士一覧

て

手塚要人　97,	139	→組士一覧

寺田忠右衛門（忠次）　88	→組士一覧

出羽栄助　112	→組士一覧
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と

土井備後守　84
遠山佐源太（左貫太）　105	→組士一

覧

藤堂平助　71,	82,	195
東野利右衛門　199
鴇田乾（時田、庫之助・鹿之助）　171	

→組士一覧

土岐山城守　85
徳川家茂　2,	28-29,	146　
徳川慶喜　22,	47-48,	124
徳永昌作　67
徳永帯刀　118,	207
徳永大和　78	→組士一覧

戸塚彦助　138
殿内義雄　77
土橋鉞四郎　13
鳥羽田次郎左衛門	→組士一覧

富田忠左衛門	→組士一覧

富山弥兵衛　71
富田右覚　105,	139,	176
戸谷浦次郎　79	→組士一覧

鳥井三十郎（越後村上藩国老）　61

な

内藤金次郎　87
内藤銀之助（七之助養子）　100　
内藤七之助（七之輔）　100	→組士一

覧

内藤信親（紀伊守、越後村上藩主）　

12
内藤弥三郎（矢三郎）	→組士一覧

永井寅之助　21,	67
中追太郎（太助・太輔）　88,	104	→組

士一覧

長岡伊三郎	→組士一覧

中川一　133-135,	152	→組士一覧

中川寅三（一長男）　138
中川宮朝彦親王（青蓮院宮）　12　
長倉新八（永倉、杉村義衛）　14,	72,	

81-82
長沢千松（松弥）　91,	104	→組士一覧

長沢松弥　53,	58,	134-136
中沢新蔵　107
中沢造酒之丞	→組士一覧

中沢龍蔵（龍三）	→組士一覧

中沢良之助（貞祇、良之介・良之輔）　
90,	99,	116,	139,	165	→組士一覧

長島吉郎	→組士一覧

中島喜之助	→組士一覧

永島玄岱	→組士一覧

永島甲一郎　114
中島銀次郎（四郎左衛門養子、小堀大

太郎実弟）　102
中島四郎左衛門（四郎右衛門・田宮）　

102	→組士一覧

中島政之進　85	→組士一覧

長島伝次郎	→組士一覧

永島直之丞（旗本）　29,	31,	34,	36-41,	
44-45,	125,	150,	191,	193-194

中島文助　68
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永島巳子太郎　194　
中田良吉　181
長谷謙三郎	→組士一覧

中西崇　211
中村伊右衛門　216
中村一麟　212-213
中村喜内　96
中村錦三郎　98	→組士一覧

中村健司	→組士一覧

中村健次郎　97,	116-117,	165	→組士

一覧

中村左京	→組士一覧

中村定右衛門　26,	75,	113,	145,	196,	
216-217	→組士一覧

中村宗右衛門　216
中村太吉郎（太吉）	→組士一覧

中村常右衛門　29,	31,	36-42	→組士

一覧

中村八郎左衛門	→組士一覧

中村又太郎　77,	96,	133-135,	139	→
組士一覧

中村安太郎（常右衛門長男）　39,	
105	→組士一覧

中村弥平太郎	→組士一覧

中村龍蔵	→組士一覧

長屋玄平（長谷、玄蔵・源蔵）　89,	96,	
119-120,	127,	131,	134-136,	140,	
157,	162,	169,	173,	196,	205	→組士

一覧

中山修助　68
中山武助　100	→組士一覧

名久井三蔵　109	→組士一覧

南雲平馬　79	→組士一覧

成田求馬（津軽藩士）　56
成田昇平	→組士一覧

成竹新兵衛（成沢）	→組士一覧

に

新見錦　70,	195
贄田省吾（少吉）	→組士一覧

西恭助（恭輔・恭蔵）　13	→組士一覧

西東蔵　111	→組士一覧

仁科五郎　83,	101	→組士一覧

仁科理右衛門　53,	126,	134-135,	157
西野宗右衛門	→組士一覧

ぬ

沼間守一　161

ね

根岸友山（伴七）　14,	76,	170,	183,	
195,	215-217	→組士一覧

根津文蔵　106

の

乃木希典　172
野口健次　82
野口多内　182
野村克衛	→組士一覧

野村伝右衛門	→組士一覧

野村彦右衛門　81
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は

羽賀栄之助　68
羽賀軍太郎（源芳忠）　29,	31,	36-38,	

42
羽賀忠次（忠治・軍太郎）　89	→組士

一覧

羽賀巳之松（軍太郎実弟）　39,	105	
→組士一覧

萩谷弥太郎　105,	126,	134-135,	157,	
176,	178	→組士一覧

萩野良蔵（良造）　99	→組士一覧

萩原秋厳　176-177
萩原常吉　104
萩原虎松（辰之助・銀太郎）　99	→組

士一覧

橋場岩太郎　79	→組士一覧

長谷川勝七郎	→組士一覧

秦泰之進→篠原泰之進
秦泰親（泰之進長男）　71
馬場熊蔵	→組士一覧

馬場啓次郎（父哲之助長男）　96
馬場兵助　58,	83,	95	→組士一覧

浜野佐市（左一）　81	→組士一覧

早川景矩　135,	159,	178
早川文太郎（太郎）　78,	214	→組士一

覧

林要	→組士一覧

林翰次郎　113	→組士一覧

林源造	→組士一覧

林忠崇（昌之助、上総請西藩主）　

153-154
林信勝（道春・羅山）　141
林茂助　53,	57,	180
速見源二郎（蓮見、源次郎）	→組士一

覧

速見又四郎　21
原周碩　85
原胤昭（江戸町奉行所与力）　209
原田儀助（儀輔）　86,	99	→組士一覧

原田左之助　72,	82

ひ

匹田良蔵　140
樋口観光（観生）　12
土方歳三　2,	14,	70,	72-74,	82,	195,	

221
菱屋梅（京市場堀川商人妻）　70-71　
一橋慶喜	→徳川慶喜
百姓岩五郎（千住宿一丁目）　201
日向喜四郎	→組士一覧

平枝栄兵衛	→組士一覧

平次骨重郎	→組士一覧

平間重助　70,	82
平山五郎　70,	81
広沢真臣　131
広瀬六兵衛　21,	67
広田光三郎（孝三郎）　84	→組士一覧

ふ

深谷克己　3
深町矢柄　79,	102	→組士一覧
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福井かね　131
福永正蔵（正三）　75	→組士一覧

福原越後（長州藩家老）　27
藤井和夫　209,	218,	224
藤井健助　100	→組士一覧

藤井幸三郎（健助長男）　100
藤井小十郎　103
藤井弘司	→組士一覧

藤岡屋由蔵　200,	219
藤島正健　135,	159
藤田健（東湖長男）　132
藤田小四郎　22,	132
藤田勉　219
藤田東湖　129,	195
藤田任（東湖次男）　195
藤林鬼一郎　14,	86,	170	→組士一覧

藤本岩吉　91
藤本潤助　68
藤本広助（広輔）　112	→組士一覧

藤本昇　23,	169	→組士一覧

古渡喜一郎　88,	99	→組士一覧

古川軍三　98	→組士一覧

古屋常三郎（常吉）　95	→組士一覧

へ

辺見米三郎（逸見）　89	→組士一覧

ほ

細田市蔵（市三）　89	→組士一覧

堀内大輔	→組士一覧

堀越金吉	→組士一覧

本多学之助　114
本多内蔵允　150
本多新八郎　83	→組士一覧

本多平之進	→組士一覧

本多元太　58
本間光美　178

ま

前川太三郎　91	→組士一覧

前木六三郎	→組士一覧

曲淵甲斐守　83
牧野兵部　92
昌岡俊之助　68
真下左京　89	→組士一覧

益田右衛門（長州藩家老）　27
益満新八郎　163　
間瀬清之助（瀬間）　92	→組士一覧

町田賢蔵　215
町田政治郎（政次郎）　79,	96	→組士

一覧

松居左馬助　69
松浦怜　3
松岡万　15,	74,	169
松枝仙庵　87
松木為三郎　79
松沢良作　23,	85	→組士一覧

松下誠一郎　111
松平権十郎（親懐）　27-28,	35,	37,	

147,	156,	197-199,	208
松平春嶽（慶永）　1,	12
松平忠敏（上総介・主税介、長沢松平
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氏）　64
松平大和守　182
松野雲谷　182
松宮源右衛門（長貴）　156
松本十郎（戸田総十郎直温）　172,	

176,	191
松本為三郎	→組士一覧

松本直一郎　67
松本良順　72,	82
間部詮勝（下総守、鯖江藩主、老中）　

122

み

三上七郎　113,	216	→組士一覧

操正司　97	→組士一覧

三島通庸　158
水野金三郎（倭一郎長男）　108
水野忠精（老中・山形藩主）　12,	35,	

194　
水野忠寛（出羽守・左近将監、沼津藩

主、若年寄）　12,	199
水野倭一郎　78,	108	→組士一覧

三井幸吉	→組士一覧

満岡三郎（元司養子）　97
満岡元司　97	→組士一覧

三橋半六	→組士一覧

三村伊賀右衛門　87	→組士一覧

三村将之助（将太郎、伊賀右衛門長
男）　98

三宅捨五郎	→組士一覧

宮地正人　3-4,	224

三好宗兵衛	→組士一覧

む

村井金吾	→組士一覧

村上常右衛門　87	→組士一覧

村上俊五郎（政忠）　13,	22-23,	74,	89,	
167,	169,	178,	180	→組士一覧

村田新作	→組士一覧

村田新蔵（新三・新造）　78,	105	→組

士一覧

も

元山承太（備中足守藩士）　58
森伊勢守　92
森藤右衛門　158-159,	161-162
森土鉞四郎　87,	113	→組士一覧

森村玉記（藤之助実弟）　104
森村藤之助（藤之輔・東之助）　81	→

組士一覧

や

矢島藤十郎	→組士一覧

矢島武兵衛　103	→組士一覧

安田円次郎（平兵衛長男）　101
安田平兵衛　101	→組士一覧

矢継右馬之允（右馬之丞・勤助）　79	
→組士一覧

矢継亀三郎（謹助養子）　100
矢継謹助　100
藪田幾馬　86	→組士一覧

山内八郎　68
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山内寛之助　48
山内道之助　69
山岡鉄舟（鉄太郎）　1,	20-21,	66,	73,	

167,	169
山県有朋　123
山川竹蔵（竹三・竹造）　76	→組士一

覧

山川達三　75	→組士一覧

山岸金十郎　79	→組士一覧

山岸貞文　159
山口三郎　17,	70,	74,	94,	119-120,	

123,	137,	147,	170,	193,	195,	197,	
207	→組士一覧

山口昇兵衛　106,	126,	134-136	→組

士一覧

山崎廉之助　68
山崎繁弥　135,	180
山沢信重郎	→組士一覧

山田一郎　169	→組士一覧

山田官司（寛司）　77,	105,	111,	137-
138,	147	→組士一覧

山田秀三郎（貫・周三郎）	→組士一覧

山田精策（加藤為右衛門長男、寛司養
子）　103,	111

山田宗司　216
山田文太郎（官司長男）　105
山田貢　118
山南敬輔（敬助）　81
山本仙之助（祐天）　14,	86,	90,	170-

171,	183	→組士一覧

山本左右馬（荘馬）　87,	101,	139	→

組士一覧

山本丹弥　163
山本武右衛門　95	→組士一覧

山本勇太郎	→組士一覧

ゆ

柚原鑑五郎　93,	101	→組士一覧

湯木逸蔵　58
湯本半蔵（半三・逸造・逸平）　78	→

組士一覧

よ

横井小楠　160
横森信之助　112	→組士一覧

横森武太夫　97
横山明平（明泰）　89	→組士一覧

吉岡俊三郎	→組士一覧

吉岡太松　114
吉岡卓雄　111	→組士一覧

吉岡谷蔵（谷三）　80,	96	→組士一覧

吉沢徳之助（徳之輔）	→組士一覧

吉田清英　158
吉田小八郎　87	→組士一覧

吉田五郎　85	→組士一覧

吉田庄助（荘助・庄輔）　87,	106,	147	
→組士一覧

吉田主税	→組士一覧

吉野唯五郎　78,	113	→組士一覧

吉羽三郎　78	→組士一覧

吉羽陽四郎　78	→組士一覧

吉村魁一　83	→組士一覧
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依田熊弥太（熊太郎）　91	→組士一覧

依田哲二郎　21
依田鉄太郎　67

ら

楽岸寺幸馬（左右馬）　99	→組士一覧

わ

和賀立司（六左衛門）　108	→組士一

覧

若林惣兵衛（宗兵衛）　14,	86,	109,	
171	→組士一覧

和木勇三	→組士一覧

和田尭三（尭蔵）	→組士一覧

和田助弥（光観）　110,	156,	158
和田理一郎　23,	74,	167,	169	→組士

一覧

渡辺清　131
渡辺金吾	→組士一覧

渡辺左衛介	→組士一覧

渡辺伝吉郎　112	→組士一覧

渡辺彦三郎（渡部）	　114	→組士一覧

渡辺平作（渡部）　99	→組士一覧

渡辺平馬	→組士一覧

渡部藤四郎　53-54
輪違屋糸里（京芸妓）　70
分部再輔（宗右衛門弟）　78	→組士一

覧

分部宗右衛門（惣右衛門、実敬）　93-
94,	138	→組士一覧

分部彦五郎（宗右衛門養子）　94,	138


