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  表１ 近世刊行物および納経帳が記す六十六部巡礼地(納経所) 
Ａ～Ｅ欄の①～③は史料上の記載の順番を示す。太字は中世史料によって六十六部納経所であったことが知られる寺社。 

  Ａ．『霊宝聞書全抄』所収
｢本朝六十六州御経什物奉
納所六十六ヶ所之所付請取
所之書付(六拾六部納経所)｣ 

Ｂ．『塩尻』所引
東武旭誉板行一幅 
 

Ｃ．『日本回国六十六部縁起』 Ｄ．『回国六十六
部縁起』所収｢廻
国御経納所｣ 

Ｅ．『大乗妙典納所六十六
部縁記』所収「一国一宮国
分寺霊場一国三部納経所」

ア．信濃・
新井得参納
経帳 
(66か所) 

イ．武蔵・
吉田弥惣右
衛門納経帳 
(111か所) 

ウ．出羽・
岩瀬四郎右
衛門納経帳
(67か所) 

エ．伯耆・
林原孫兵衛
納経帳 
(152か所)

   
元禄4年(1691)刊 

 
宝永4年(1707)刊
 
[日本随筆大成編

 
宝永5年(1708)刊 

 
刊年不詳 

 
寛政5年(1793)刊。元禄3年
(1690)初版､安永6年(1777)
補刻とあり 

 
元禄14～15年 
(1701～02) 

 
宝永5～7年
(1708～10) 

 
正徳4～享保9年
(1714～24)

 
正徳6～享保4年
(1716～19)

  [近世文学書誌研究会､1979] 輯部､1977] ［小嶋、2003］ ［小嶋、2003］ ［小嶋、2003］ [田代､1999] [戸倉､1958] [渡辺､1991] [米子市立図書館蔵]
畿
内 

山
城 

岩清水八幡宮。請取年行事  
加茂社 正観音 

①いわし水八まん｡いわ本坊松本坊請取出す
②但かも大明神にも納 

八幡 ③いわし水八まんぐう 
①かも下上大みやうじん 
②ふしみ竹田こくぶんじ 

○ ○ 
 
 
愛宕山 

○ ○ 
 
○ 
愛宕山 

 大
和 

春日本宮領。同当社人 
 

 
長谷寺 十一面 
 

②又ならかすがへも納。 
①はせ寺御堂。はん僧請取出す。
③若は大仏へも納 
 

 
はせ寺 

 
 
②なら大仏こくぶんじ 
①みわのみやうじん 
③ほうりうじ 

 
 
 
 
 
東大寺二月堂 

○(興福寺) 
○ 
○ 
 
 
 
当麻寺 
吉野吉水院 
多武峰 

 
 
○ 

 
 
○ 

 河
内 

古子山剛林寺。同年預り  
上太手ママ 正観音 
(ただし｢勢州｣とあり) 

 
かみのたいしの御だう｡別当しせういん請取出す

 
 
あまのさん 

 
③かみのたいし 
 
①くらがり峠平をか明神 
②天わうじ半道東こくぶんじ

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 和
泉 

松尾寺。同年行事 松尾寺 千手 ②松の尾寺請取出す。せんしゆ 
①大とり山りつ宗｡大とり明神へ納
 

 
 
まきのを 

③いつみ郡まつのをのてら
①大鳥郡大とりの明神 
 
②まきのを松のをあいこくふんじ

 
 
○ 

○  
○ 

○ 
 
 
○ 

 摂
津 

四天王寺。同目代 天王寺 正観音 四天わう寺｡其日のはん僧うけ取出す 天王寺 ③てんわうじたいし 
①すみよし大みやうじん 
②てんまながらこくぶんじ

○ ○ ○ ○ 

東
海
道 

伊
賀 

名張郡黄滝山。同延寿 
 

円寿寺 不動 ②あみか滝不どう｡ゑんじゆゐんうけ取出す
①一の宮に納 
 

赤目かたき ③あみがたきふとう 
①いか郡あいくにみやうじん
②うへのさいれんしこくぶんじ也

 
○ 

○ ○  
○ 

 伊
勢 

両宮内院高日当明寺法印請取 
     〔常〕 
 

 
朝熊岳 福方 

 
①こんほんあさま山 
②久留町のくるのふとう｡大日寺請取出す

 
 
外宮大日寺 

 
 
③くるのたいにちぢうママ 
①かわゝ郡つばき明神 
②いせでら郷こくぶんじ 

 
 
 
 
 
世義寺 

 
○ 

 
 
○ 

○ 

 志
摩 

青峰山正福寺｡請取阿闍梨弁□  
常安寺 正観音 

 
 
①あさくまやまこくうさう堂納 
②ごこく山こくぶん寺。社僧請取

 
ちよあんし 

 
 
 
②たう郡ママこくぶんじ 
①いそへ大じんぐう 
③丸山こくうぞう 

 
○ 

 
 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
 
○ヵ(丸山観音)

 尾
張 

熱田宮金壱歩。同座主  
一宮 大日 

 
一の宮真きよた大明神納｡しや僧うけ取出す

あつた明神 ③あつた大みやうじん 
①中島郡ますみだの明神 
②ちた郡ママめうこうし村こくふんじ

○  
○ 
○(妙興寺) 
八事山興正寺 
西山普門精舎 

○ ○ 
 
 
 
 
石坂薬師 

 三
河 

八幡宮。同神銭屋  
鳳来寺 薬師 

②但ごゆの八まんにも納 
①ほうらいじやくしに納む 
 

 
宝らいじ 

 
③ほうらいじやくし 
①ほうし郡ママとがの明神 
②ふちうこくぶんじ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 遠
江 

竜禅寺。同年行事  
国分寺 釈迦 

はままつりうせんじせんしゆたうに納 りうせんじ  
②はん田郡ふちうこくぶんじ
①すし郡ことまちの明神 
③あきはさん三尺ほう 

 
○ 

 
○ 
 
○ 

  
○ 
 
○ 

 駿
河 

①富士山 
②又ハ府中浅間。同護摩堂 

富士 阿弥陀 大みやのほうざうゐん､うけとり出す ふし山 ①ふじのせんけん大みやうしん
 
②ふちうこくふんじ 
③おきつせいけん 

 
○ 

○ ○（東口）  
○ 
○ 

 甲
斐 

七覚山。同別当 七覚山 同上(釈迦) ①七かく山五しやこんげん｡ゑんらくじ請取出す
②一の宮こんけんにも納 

しつかくさん ③しちかくさん 
①やつしろ郡あさま明神 
②同郡こくふんし 

○ ○ ○ ○ 
○ 
○ 
 
身延山 

 伊
豆 

三島大明神。同神主 三島 釈迦 三島大明神に納む｡かんぬしうけ取出す みしま ①みしまの大みやうじん 
②おなし内大とくいんこくぶんじ
③いづの大こんけん 

○ ○ 
 
○ 

 
 
○ 

○ 
 
○ 

 相
模 

鶴岡八幡宮。同断 八幡 釈迦 ②またはかまくら八まんにも納｡少別当請取
①はこねごんげんへ納 
 

かまくら八まん ③かまくらの八まんくう 
 
①高さ郡さむかはの明神 
②おなし郡こくふんし 

○ ○ 
 
 
 
大山寺 

 
○ 

○ 
 
 
 
大山寺 

 武
蔵 

金竜山浅草寺。同断  
六所明神 

②浅草くわん音 
①ふちう六所明神に納｡妙ほうしうけ取
③又うへの中だうニも納む 

 
ふ中六所 

 
 
③うへのとうゑいさん 
①あたち郡ひかわの明神 
②たまの郡こくふんじ 

○ ○ 
○ 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 
○ 
○ 
本門寺 

 安
房 

千光山清澄寺。同断 清澄寺 虚空蔵 きよすみのこくうざうに納 きよずみ ③きよすみのこくうそう 
①あわ郡すのさき明神 
②同山下の庄こくふんし 

 
 
 
那古寺 

○ ○ ○ 
 
○ 
那古寺 

 上
総 

妙一宮玉島寺。同中坊 一宮 一の宮玉さき大明神に納 市の宮 ①はにう郡玉さきの明神 
②市はら郡こくふんし 
③かのゝさんやくし 

 
 
○ 

○ 
 
○ 

○ ○ 
○ 
○ 
高蔵寺 

 下
総 

香取大明神。同別当 香取社 十一面 かとり大明神に納｡神宮寺うけ取出す かんとり ①かんどりのみやうじん 
②かつしか郡こくぶんじ 
③うながみ郡さけたこんげん

○ ○ ○ ○ 
○ 

 常
陸 

鹿島大明神。同御手水 鹿島社 同上(釈迦) かしま大明神みたうしに納 かしま ①かしまの大みやうじん 
②にゐはり郡こくふんじ 
③うすきの明神 

○ ○ 
 
 
御岩山権現 
椎尾山 

○ ○ 
 
 
御岩山権現
 
八溝山(上･下)
佐竹寺 
村松虚空蔵
正福寺 
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東
山
道 

近
江 

ひゑいさん楞厳院□洞｡請取別当 
       〔杉ヵ〕 

 
多賀 弥陀 

 
①おたが大明神｡別当ふどういんやくしや
②でんぎやうだいし堂｡浄土院うけ取

 
 
 
白ひげ大明神 

 
 
③ひゑいさんしやうどいん
 
①せたのはしたけへのみやうじん
②せゝの南石山道こくふんし

 
○ 

 
○ 

 
 
○ 

 
○ 
 
○ 
 
 
辛崎明神 
比叡山戒壇堂
竹生島 

 美
濃 

南宮一山。同真禅院法印 一宮 薬師 なんくう大明神｡しんじやういんうけ取出す なん宮 ①ふわ郡南宮大明神 
②同あをのゝ庄こくふんし
③わうばくさん 

○ ○ ○ ○ 
○ 

 飛
騨 

袈裟山千光寺。同年行事  
国分寺 釈迦 

けさ山せんくわうじうけ取出す  
 
市の宮 

③けさ山せんくわうじ 
②城下高山こくふんし 
①大の郡みなしの明神 

 
 
 
太平山安国寺 

○  
 
 
 
玉竜寺 

 
○ 
 
 
玉竜寺 

 信
濃 

①諏訪大明神。 
②又善光寺。同別当 

上諏訪 文珠 すわ大明神に納なり｡によいりんゐんうけ取出す 上のすわ ①すわ郡すわのみやうしん
 
②ちいさかた郡こくふんじ
③とかくしのみやうしん 

○(上社) ○(上社) 
○ 

○(上社) 
○ 

○(下社) 
○ 
○ 
○ 

 上
野 

一宮大明神。同一宮殿 一宮 弥陀 一の宮大明神に納む｡神ぐうじ請
取 

市の宮 ①かんら郡ほこぬき明神 
②ぐんま郡こくふんじ 
③はるな山大こんげん 

○ ○ 
○(常安寺) 

 
 
○ 

○ 

 下
野 

日光山滝尾。同御留主居 滝尾山 千手 日光山たきのをに納□｡上人うけ取給ふ 日光山 ①さむかは郡につかう山明神
②つが郡こくふんし 
③なすのゝこんけん 

○(滝尾) ○(滝尾) ○(滝尾) ○(滝尾) 
○ 
 
中禅寺 
出流山 

 陸
奥 

松島五大堂。同別当  
塩竈 釈迦 

①まつしま五たい堂納 
②又しほがま六社にも納 

 
しほかま 

 
 
①白川郡つゝごわけ明神 
②せんたいこくふんし 
③なんふかまふせさん 

 
○ 

○ 
○ 
 
 
 
柳津虚空蔵 

 
○ 

○ 
○ 
 
○ 
 
 
中尊寺 

 出
羽 

宝珠山立石寺。同院主  
湯殿山 

りうせきじやく寺ゑんぜうゐん｡うけ取大日坊にて  
ゆとのさん 

 
 
①あくみ郡大ものいみの明神
②山かたかし山寺こくふんし
③はぐろさんこんけん 

 
○ 

○ 
○ 

 
○ 

 
 
 
 
○ 

北
陸
道 

若
狭 

霊応山神宮寺。同別当 一宮 釈迦 おにう□神宮｡別当善入坊うけ取出す 上け宮大明神 ①おはら郡ママ上下大みやうしん
②おなし郡こくふんし 
③八ひやくひくにん 

○ ○ ○ ○ 

 越
前 

白山平泉寺。同年行事 平泉寺 釈迦 はくさん平せんじに納む  
永平寺 

③はく山へいせんし 
 
①つるが郡きひ明神 
②丹生郡こくふんし 

 
 
○ 

 
○ 

○ ○ 

 加
賀 

那善寺。同年行事 
〔谷〕 

 
白山 弥陀 

なごじママ｡ふどうゐんうけ取出す  
白山 

③なたにてらくわんをん 
①いしかは郡白山大じん宮
②かゞ郡ふちうこくふんし

 
○ 

○ 
○ 

 
○ 

 
○ 

 能
登 

石動山。同年行事 石動山 虚空蔵 ゆするぎ｡てんへいしうけ取出す｡五しやこんけんにも納 せきど山 ③せきとう山ふとう 
①はくひ郡けたの明神 
②のと郡ふちうこくふんじ

○ ○ ○ ○ 
○ 

 越
中 

一宮。請取年行事  
立山 弥陀 

 
たて山。いわくら寺請取出す 

 
たて山 

①となみ郡けたの明神 
③立山大こんけん 
②いつみ郡ママこくふんし 

 
○(岩峅寺) 

○ 
○(芦峅寺) 

 
○(岩峅寺)

○ 
○(岩峅寺)

 越
後 

妙光山雲上寺。同宝蔵院 
〔高〕 

 
蔵王権現 釈迦 

 
①さうわうこんけんに納｡番僧うけ取
②又五智にも納 

 
 
 
やひこ 

 
③ぞうをうこんけん 
②五知のによらいこくふんじ也
①かんばら郡やひこ明神 

 
 
○ 

 
○ 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
○ 
○ 
寛益寺 
乙宝寺 

 佐
渡 

小比叡山。同年行事 小比叡山 正観音 こひゑい山れんげじ納｡こうほう一とう三らいのさく こひゑさん  
①はも郡はたつの明神 
②そうだ郡こくふんし 
③だんどくせん 

○ ○ ○ ○ 

山
陰
道 

丹
波 

穴大寺ママ。同執行 穴太寺 十一面 あなふ寺に納 あなう  
①くはた田郡ママいつもの明神
②同ふちうこくふんじ 
③おばら大じんくう 

○ ○  
○ 

○ 
 
○ 

 丹
後 

①成相寺。 
②世那寺。同年行事 

成相 千手 
(ただし｢丹波｣とあり) 

なりあいじに納 いづしきん所也 成合  
 
①よさ郡こもりの明神 
②同ふちうこくふんじ 
③たけの村いつき明神 

 
 
 
 
 
知恩寺 

○  
 
 
 
 
知恩寺 

 
 
 
 
 
知恩寺 

 但
馬 

一宮。同神主  
養父 文珠 

 
やふ大明神におさむ也 

市の宮 ①いつも郡ママいづし明神 
 
②けた郡こくぶんじ 
③みやうけんさん 

○ ○ 
○ 

 
○ 

○ 
○ 
 
○ 

 因
幡 

府中一宮。同玉造殿 一宮 同上(釈迦) 一のみやに納｡神主□□すけうけ取渡す 市宮 ①ほうみ郡うへの明神 
②おなし郡こくふんし 
③かろの大みやうしん 

 
 
 
東隆寺 

○ 
○ 

○  
○ 

 伯
耆 

大山寺。同別当 大仙寺 地蔵 たいせんごんけんへ納む｡きやうごゐんうけ取 大せん  
①川村郡しとりの明神 
②くめ郡こくふんじ 
③みとくさん寺 

○ ○ 
 
○ 

○ ○ 
○ 
○ 
 
滝山観音 
八幡宮 
山王権現 

 出
雲 

大社神宮。同社人 大社 釈迦 大やしろ。せうりんじうけ取 大やしろ ①きつき大みやうじん 
②いう郡あんこくじこくふんし也
③いづものみさき 

○ ○ ○ ○ 

 石
見 

大田八幡宮。同社僧 八幡 同上(弥陀) 太田八まんくうへ納 大田八まん  
①あのゝ郡川あいのみやうしん
②なかのこほりこくふんじ
③おなしくたいま山 

○ ○ 
 
○ 

○ ○ 
○ 
○ 

 隠
岐 

①一宮 
②国分寺。同惣目代 

 
 
託日 釈迦 

 
 
たく火のこんげんへ納 

 
 
 
しやく坊｡右の大せんに納る

①ちふり郡ゆらひめ明神 
②どうこの島こくふんじ 
③たくひ大こんけん 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

山
陽
道 

播
磨 

八塔寺。同年行事  
書写山 如意輪 

 
しよしやさんへ納｡しやそううけ取

 
しよしや山 

 
 
①しあわの郡ママいわの明神
②おつき郡ママこくふんじ 
③とたのくわくりんし 

 
○ 

 
○ 

 
 
 
○ 

 
○ 
 
○ 
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 美
作 

八幡宮。同別当  
一宮 釈迦 

 
一の宮明神へ納｡中島たてわきうけ取

 
市の宮 

 
①とまひかし郡中山大明神
②くめなんぢやう郡こくふんじ
③たんぜうじ 

 
○ 

 
○ 
 
○ 

 
○ 

 
○ 
 
○ 

 備
前 

吉備津宮。請取社人 吉備津宮 弥陀 きびつの宮へ納｡神主大もりちくせんうけ取｡今は□ きびつ大明神 ①きひつ大明じん 
②おか山Ę二里北こくぶんじ
③まるやまそうげんじ 

○ ○ ○ ○ 

 備
中 

吉備津宮。同横屋 同上(吉備津宮) 同上(弥陀) 
 

きひつみやへ納。かんぬしうけ取 きびつ大明神 ①きひつ大みやうしん 
②かや郡しみづこくぶんじ
③おた郡じゆぶせん 

○ ○ ○ ○ 
○ 
 
宝福寺 

 備
後 

（記載なし）  
浄土寺 正観音 

 
②但をのみち浄土寺にも納 
①きひつ宮へ納。少将坊請取 

 
 
きびつ大明神 

 
③おの道じやうどじ 
①きひつ大みやうじん 
②あべ郡こくふんじ 

 
 
○ 

 
 
○ 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 安
芸 

厳島大明神。同座主 巌島ママ 弁才天 いつくしまへ納。ざす請取 いつく島 ①いつくしまみやうじん 
②かも郡さいぜう国分寺 
③みせんこくぞう 

○ ○ ○ ○ 
○ 

 周
防 

新寺山。同政所 新寺 正観音 にい寺へ納。へつたううけ取 にい寺 ③にいてらくはんをん 
①さは郡たまをや明神 
②同ふちうこくふんじ 

 
 
 
遠石八幡宮 

○ 
 
○ 
 
普賢寺 
阿弥陀寺 

○  
○ 
○ 

 長
門 

二宮大明神。同社人政所  
一宮 同上(正観音) 

②二の宮にも納 
①一の宮明神へ納 
 

 
市の宮 

 
①とよら郡すみよし明神 
②ちやうふこくふんし 
③たはら山近所たいねいじ

○ ○  
○ 

○ 
○ 
○ 
○ 

南
海
道 

紀
伊 

①那智寺。 
②又ハ高野山。同実報院 

 
 
熊野本宮 弥陀 

なちさんへ納む。しや僧うけ取 なちさん  
 
 
①なぐさ郡にちぜんくう 
②なかの郡こくふんじ 
③ねころふどうそん 

 
○ 

○ 
○ 
 
 
 
 
熊野新宮 
補陀洛山寺 

 
○ 

○ 
○ 

 淡
路 

千光寺。同目代 千光寺 さき山せんくわうじへ納｡同うけ取 せんくわう寺 ③さきやませんくわうし 
①つな郡いさなき明神 
②おなし郡こくふんじ 

○ ○ ○ヵ(川口寺)  

 阿
波 

①大竜寺。 
②又ハ雲□寺。同大坊 
   〔辺ヵ〕 

太亀寺 虚空蔵 
〔竜〕 

たいりうじうけ取 大りう寺  
 
①いたのゝ郡大あさひこ明神
②めうとう郡こくふんじ 
③ちやうろくし 

○ ○ ○  
 
 
○ 
 
霊山寺 

 讃
岐 

善通寺。同延ママ生院 
 

 
白峰 千手 

ぜんつうじうけ取｡だいし堂へ納む せんつう寺  
 
①かかは郡田むら明神 
②あのこほりこくふんし 
③しろとり大明神 

○ ○ ○  
 
○ 
○ 
 
琴弾八幡 

 伊
予 

菅生山岩屋寺。同別当  
一宮 正観音 

づかうざんに納 すこう山  
①おち郡大やまつみの明神
②おなじ郡こくぶんじ 
③いつし山くはんをん 

○(大宝寺) ○(大宝寺) ○(大宝寺) ○(大宝寺)
 
 
 
横峰寺 

 土
佐 

①蹉(山。 
②又ハ五台寺。同院主 

 
五台山 同上(虚空蔵) 

①あしすり山へ納｡こんかうふくしうけ取
②五たい山にも納 

 
五たいさん 

 
 
①とさ郡とさのみやうしん
②なかをか郡こくふんし 
③おつきまたはおきし 

 
 
 
 
 
最御崎寺 

○  
○ 

 
 
○ 
○ 
 
 
神峰寺 
禅師峰寺 

西
海
道 

筑
前 

宰府天満宮。同社僧 宰府天神 さいふの天神に納 さいふの天神 ③てんまんてんじんぐう 
①たしまていいちぐう 
②たさいふこくぶんじ 

○ ○ 
 
 
筥崎宮 

○  
 
 
筥崎宮 

 筑
後 

高良八幡。同□い善坊 高良玉垂 釈迦 かうらたま水大明神に納 かうらさん ①かうらたまみつ明じん 
②くるめ北にこくふんじ 
③ぜんどうじ 

○ ○ 
 
○ 

○ ○ 
○ 

 豊
前 

宇佐八幡宮。同政所 宇佐 同上(弥陀) うさ八まんに納｡小さかぼううけ取 うさ八まん ①うさ八まんぐう 
②なかつ郡こくふんじ 
③ひこさんごんげん 

○ ○ 
 
 
羅漢寺 

○ ○ 
○ 
 
羅漢寺 

 豊
後 

八幡宮。同院主 田原 弥陀 
〔由〕 

たはらママ八まんに納｡きんりうゐんうけ取
〔ゆすはら〕 

正八まん  
①さうだ大みやうじん 
②おいた郡こくふんじ 
③うらべのもんじゆ 

○ ○ 
 
○ 
○ 

 
 
 
○ 

○ 
 
○ 
○ 

 肥
前 

千栗八幡宮。同院主 千栗 弥陀 ちくりママ八まんに納 
 

ちりくさん  
①さか郡川上大明じん 
②おなしくこくぶんじ 
③からつかゝみ大明じん 

○ ○ 
 
 
 
崇福寺 
興福寺 
福済寺 

○ 
 
 
 
 
 
福済寺 

 
○ 
○ 

 肥
後 

阿蘇山。同釈迦院 阿蘇宮 十一面 あその宮に納 あその宮 ①あそのみやみやうじん 
②たくま郡こくふんじ 
③やつしろしやかゐん 

○ ○ ○ ○(2か所）
○ 

 日
向 

①狗留孫仏。同座主。 
②平等寺。 
③法花タケもよし 

 
 
法花嶽 釈迦 

 
②又につせう山びやうどうしにも納
①ほけたけやくしへ納 

 
 
ほけたけ 

 
 
④またほけたけ 
①こゆ郡つのゝ明神 
②おなじ郡こくぶんじ 
③うど山 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
 
 
 
○ 

 
 
○ 
○ 
○ 

 大
隅 

宮内八幡宮。同神主 八幡 同上(弥陀) 正八まんに納 正八まん ①くはばら郡正八まん 
②そお郡こくふんじ 
③きりしまこんげん 

○ ○ ○  
○ 

 薩
摩 

新田八幡宮。同別当 新田 弥陀 につたの八まんに納｡れんだいゐんうけ取 新田八まん 
ふくしやうじ* 
＊薩摩とは別に「か
ご島」として挙げる

 
③かこしまふくせうじ 
①ゑのゝ郡ひらきゝ明神 
②新田八まんわきこくふんじ

○ ○ ○ ○ 
○ 
 
○ 

二
島 

壱
岐 

（記載なし）  
 
（記載なし） 

 
 
（「此外二島 壱岐 対馬」とあ

 
 
（記載なし） 

①石田郡あまのてなかを明神
②いき郡こくふんじ 
③おなし郡八まんくう 

    

 対
馬 

（「対馬」とのみ）  るのみで、納経所を挙げない）  ①かみあがた郡わたすみ明神
②おなし郡こくふんじ 
③城下正八まんくう 
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表２ 隠岐・文五郎の巡礼（寛政５～11年〔1793～99〕） 

隠岐国浦郷村（現・島根県西ノ島町浦郷）の山田文五郎の遺した納経帳２冊（山田シナ子氏所蔵文書）によって、彼の六十六部廻国の巡 

礼地を示す。納経帳は大略旅程に沿って構成されているが、一部錯綜する部分もあり、ここでは合理的と思われる順に整理し直した。請 

取に年月日の明記されていない部分は―とし、また日付に不審を残す箇所には ? を付した。（参考：小嶋、2001)

 納経年月日 納 経 寺 社 
 寛政  

1 ５・６・― 隠岐 由良明神 
2 ５・６・19 隠岐 国分寺 
3 ５・７・― 隠岐 焼火山権現 
4 ５・８・15 伯耆 大山寺 
5 ５・□・18 美作 中山神宮 
6 ―・―・― 備前 瑜伽山 
7 ５・８・― 美作 国分寺 
8 ５・８・24 播磨 伊和明神 
9 ―・―・― 播磨 八幡宮 
10 ５・８・25 播磨 国分寺 
11 ５・８・25 播磨 高御位明神･生石子明神 
12 ５・８・29 山城 稲荷本宮 
13 ５・―・― 山城 国分寺 
14 ５・８・29 山城 東寺 
15 ５・８・29 山城 愛宕山 
16 ５・８・晦 山城 清涼寺 
17 ５・８・晦 山城 仁和寺 
18 ５・８・30 山城 北野天満宮 
19 ５・８・晦 山城 下鴨社 
20 ５・９・１ 山城 清水寺(西国16番) 
21 ５・９・３ 近江 円福院 
22 ５・９・３ 近江 建部明神 
23 ５・９・３ 近江 石山寺(西国13番) 
24 ５・９・３ 近江 国分寺 
25 ５・９・４ 近江 比叡山延暦寺 
26 ５・９・４ 近江 日吉山王権現 
27 ５・９・６ 近江 石光山念仏寺 
28 ５・９・６ 山城 金戒光明寺 
29 ５・９・― 山城 真如堂 
30 ５・９・６ 山城 太元宮 
31 ５・９・６ 山城 知恩寺 
32 ５・９・６ 山城 知恩院 
33 ５・９・６ 山城 祇園社 
34 ５・９・７ 山城 方広寺 
35 ５・９・７ 山城 三十三間堂 
36 ５・９・７ 山城 万福寺 
37 ５・９・７ 山城 三室戸寺(西国10番) 
38 ５・９・９ 山城 東福寺 
39 ５・９・９ 山城 今熊野(西国15番) 
40 ５・９・11 山城 石清水八幡宮 
41 ５・９・14 摂津 国分寺 
42 ５・９・14 摂津 四天王寺 
43 ５・９・14 摂津 住吉大社 
44 ５・９・15 摂津 御津八幡宮 
45 ５・９・15 摂津 和光寺 
46 ５・９・16 河内 道明寺 
47 ５・９・16 河内 誉田八幡宮 
48 ５・―・― 河内 総社明神 
49 ５・９・16 河内 国分寺 
50 ５・９・17 河内 葛井寺(西国５番) 
51 ５・９・17 摂津 大念仏寺 
52 ５・９・17 摂津 四天王寺庚申堂 
53 ―・―・― 丹波 国分寺 
54 ５・―・― 丹波 出雲明神 
55 ―・―・― 丹波 八幡宮 
56 ５・９・24 丹波 穴太寺(西国21番) 
57 ５・―・― 但馬 粟鹿神社 
58 ―・―・― 但馬 国分寺 
59 ５・９・29 但馬 妙見宮 
60 ５・９・30 但馬 八幡宮 
61 ５・10・６ 因幡 宇倍神社 
62 ５・10・６ 因幡 国分寺 
63 ５・10・８ 因幡 八幡宮 
64 ５・10・９ 伯耆 倭文神社 
65 ―・―・― 伯耆 国分寺 
66 ５・10・10 伯耆 八幡宮 
67 ６・３・24 出雲 佐陀神社 
68 ６・３・27 出雲 出雲大社 
69 ６・３・27 出雲 松林寺 
70 ６・３・28 出雲 日御碕神社 
71 ６・３・28 出雲 三刀屋神社 
72 ―・―・― 出雲 平浜八幡宮 
73 ６・３?･１ 出雲 国分寺 
74 ６・４・28 隠岐 玉若酢神社 
75 ６・５・４ 隠岐 大満寺 
76 ６・５・28 隠岐 天健金草神社 
77 ７・―・― 石見 太田八幡宮 
78 ７・３・10 石見 物部明神 
79 ７・３・11 石見 大森明神 
80 ７・３・16 石見 国分寺 
81 ７・３・17 石見 長安院 
82 ７・３・18 石見 蔵王権現 
83 ７・３・22 石見 滝蔵山権現 
84 ７・３・23 石見 柿本社 

85 ７・３・24 長門 西堂寺 
86 ７・３・晦 長門 大寧寺 
87 ７・４・２ 長門 国分寺 
88 ７・４・― 長門 住吉神社 
89 ７・４・３ 長門 八幡宮 
90 ７・４・□ 長門 国分寺 
91 ７・４・12 周防 今八幡宮 
92 ７・４・― 周防 玉祖明神 
93 ７・４・14 周防 国分寺 
94 ７・４・13 周防 五百羅漢寺 
95 ７・４・13 周防 防府天満宮 
96 ７・４・□ 安芸 八幡宮 
97 ７・４・18 安芸 厳島社 
98 ７・４・20 安芸 国分寺 
99 ７・４・22 安芸 一宮明神 
100 ７・４・26 備後 吉備津宮 
101 ７・４・― 備後 国分寺 
102 ７・４・29 備中 国分寺 
103 ７・５・１ 備中 吉備津宮 
104 ７・５・１ 備前 八幡宮 
105 ７・５・― 備前 少林寺 
106 ７・５・２ 備中 八幡宮 
107 ７・―・― 備前 円寿院(国分寺代)
108 ―・―・― 備前 吉備津宮 
109 ―・―・― 讃岐 琴弾八幡(四国68番)
110 ―・―・― 讃岐 観音寺(四国69番)
111 ―・―・― 伊予 前神寺(四国64番)
112 ―・５・23 伊予 一宮(四国62番) 
113 ―・６・１ 伊予 奥前神寺 
114 ―・６・３ 伊予 国分寺(四国59番)
115 ―・６・４ 伊予 石清水八幡宮(四国57番)
116 ７・６・７ 伊予 太山寺(四国52番)
117 ７・６・16 伊予 八幡宮 
118 ７・６・― 伊予 大乗寺 
119 ７・６・22 伊予 和霊明神 
120 ７・６・30 土佐 月光院 
121 ７・７・５ 土佐 八幡宮 
122 ―・―・― 土佐 真如寺 
123 ７・７・16 土佐 高賀茂上下社(四国30番)
124 ７・７・16 土佐 国分寺(四国29番)
125 ７・７・26 阿波 八幡宮 
126 ７・７・28 阿波 国分寺(四国15番)
127 ７・７・28 阿波 大日寺(四国13番)
128 ７・７・晦 阿波 一宮奥院 
129 ７・８・６ 讃岐 白鳥神宮 
130 ７・８・12 讃岐 法然寺 
131 ７・８・12 讃岐 田村神社(四国83番)
132 ７・８・13 讃岐 国分寺(四国80番)
133 ―・―・― 備前 瑜伽山 
134 ７・８・23 備中 吉備津宮 
135 ７・８・24 美作 誕生寺 
136 ８・５・８ 丹後 知恩寺 
137 ８・５・８ 丹後 籠明神 
138 ８・５・８ 丹後 成相寺(西国28番)
139 ８・５・― 丹後 国分寺 
140 ８・５・８ 丹後 板列八幡宮 
141 ８・５・10 若狭 上下明神 
142 ８・５・10 若狭 国分寺 
143 ８・５・10 若狭 八幡宮 
144 ８・５・12 丹後 松尾寺(西国29番)
145 ８・５・15 越前 気比神宮 
146 ８・５・16 越前 国分寺 
147 ８・５・18 越前 八幡宮 
148 ８・５・18 越前 永平寺 
149 ８・５・20 越前 白山中宮 
150 ８・５・22 加賀 国分寺 
151 ８・５・23 加賀 多太神社八幡宮 
152 ８・５・23 加賀 白山神宮 
153 ８・５・25 加賀 宝円寺 
154 ８・５・26 能登 気多神宮 
155 ８・５・26 能登 国分寺 
156 ８・６・２ 能登 総持寺 
157 ―・―・― 能登 八幡宮 
158 ―・―・― 能登 鳳至比古社 
159 ８・６・― 能登 法住寺 
160 ８・６・16 能登 天日蔭比咩神社 
161 ８・６・16 能登 石動山 
162 ８・６・17 越中 気多神宮 
163 ８・６・17 越中 国分寺 
164 ８・―・― 越中 八幡宮 
165 ８・６・20 越中 立山権現 
166 ８・６・27 飛騨 千光寺 
167 ８・―・― 飛騨 安国寺 
168 ８・６・27 飛騨 八幡宮 
169 ８・―・― 飛騨 国分寺 
170 ８・６・28 飛騨 水無神社 

171 ８・７・11 信濃 戸隠山 
172 ８・７・11 信濃 善光寺 
173 ８・７・13 信濃 八幡宮 
174 ８・７・16 信濃 国分寺 
175 ８・―・― 信濃 諏訪下社 
176 ８・７・20 信濃 諏訪上社 
177 ８・７・22 甲斐 窪八幡宮 
178 ８・７・23 甲斐 国分寺 
179 ８・７・23 甲斐 浅間神社 
180 ８・７・23 甲斐 大善寺 
181 ８・７・― 甲斐 富士山比室浅間宮 
182 ８・７・28 甲斐 富士北口浅間宮 
183 ８・７・― 甲斐 富士小御岳石尊権現
184 ８・７・29 相模 最乗寺 
185 ８・７・晦 相模 大慈院 
186 ８・７・晦 相模 報恩院 
187 ８・７・― 相模 勝福寺(坂東５番) 
188 ８・８・１ 相模 光明寺(坂東７番) 
189 ８・８・２ 相模 大山寺 
190 ８・８・２ 相模 日向薬師 
191 ８・８・３ 相模 浄発願寺 
192 ８・８・３ 相模 長谷寺(坂東６番) 
193 ８・８・３ 相模 星谷寺(坂東８番) 
194 ８・８・４ 相模 寒川神社 
195 ８・８・４ 相模 国分寺 
196 ８・８・５ 相模 鶴峰八幡宮 
197 ８・８・５ 相模 遊行寺 
198 ８・８・５ 相模 円覚寺 
199 ８・８・５ 相模 建長寺 
200 ８・８・５ 相模 鎌倉八幡宮 
201 ８・７?･― 相模 鎌倉大仏殿 
202 ８・８・６ 相模 長谷寺(坂東４番) 
203 ８・８・６ 相模 安養院(坂東３番) 
204 ８・８・６ 相模 岩殿寺(坂東２番) 
205 ８・８・６ 相模 杉本寺(坂東１番) 
206 ８・８・８ 武蔵 弘明寺(坂東14番) 
207 ８・８・□ 武蔵 増上寺 
208 ８・８･9ヵ 武蔵 愛宕山 
209 ８・８・― 武蔵 芝神明宮 
210 ８・８・□ 武蔵 寛永寺 
211 ８・８・― 武蔵 浅草寺(坂東13番) 
212 ８・８・15 武蔵 霊巌寺 
213 ８・８・15 武蔵 雲光院 
214 ８・８・15 武蔵 法禅寺 
215 ８・８・15 武蔵 富岡八幡宮 
216 ８・８・15 武蔵 五百羅漢寺 
217 ―・―・― 武蔵 目黒不動 
218 ８・８・17 武蔵 氷川明神 
219 ８・８・17 武蔵 浄国寺 
220 ８・８・17 武蔵 慈恩寺(坂東12番) 
221 ８・８・18 武蔵 五大山明星院 
222 ８・８・18 武蔵 勝願寺 
223 ８・８・18 武蔵 安楽寺(坂東11番) 
224 ８・８・20 武蔵 正法寺(坂東10番) 
225 ８・８・26 武蔵 成円寺 
226 ８・８・27 武蔵 国分寺 
227 ８・８・27 武蔵 六所宮 
228 同・同・同 武蔵 八幡宮 
229 ８・８・― 武蔵 丹生明神 
230 ８・９・３ 武蔵 広徳寺 
231 ８・９・９ 武蔵 法住寺 
232 ８・９・10 下総 八幡宮法漸寺 
233 ８・９・10 下総 徳願寺 
234 ８・９・11 下総 国分寺 
235 ―・―・― 下総 真間山 
236 ―・―・― 下総 浄光院 
237 ８・９・12 下総 法華経寺 
238 ―・―・― 下総 意富日神宮 
239 ―・―・― 下総 茂侶神社 
240 ―・―・― 下総 御成御殿東照宮 
241 ８・９・14 下総 千葉寺(坂東29番) 
242 ８・９・14 下総 大巌寺 
243 ８・９・14 上総 釈蔵院 
244 ８・９・14 上総 八幡宮 
245 ８・９・15 上総 満光院 
246 ８・９・― 上総 山王権現 
247 ８・10・１ 上総 国分寺 
248 ８・10・― 上総 笠森寺(坂東31番) 
249 ―・―・― 上総 高蔵寺(坂東30番) 
250 ８・10・６ 上総 神野寺 
251 ８・10・６ 上総 鶴峰八幡宮 
252 ８・10・９ 安房 日本寺 
253 ８・10・12 安房 那古寺(坂東33番) 
254 ８・10・13 安房 鶴谷八幡宮 
255 ８・10・13 安房 宝珠院 
256 ８・10・19 安房 延命寺 

257 ―・―・― 安房 国分寺 
258 ９・２・□ 安房 石堂寺 
259 ９・３・11 安房 大山寺 
260 ９・３・18 安房 州崎明神 
261 ９・３・18 安房 一宮本地堂 
262 ９・３・20 安房 小鷹明神・天神社
263 ―・―・― 安房 莫越山神社 
264 ９・３・30 安房 清澄寺 
265 ９・３・30 安房 小湊誕生寺 
266 ９・４・７ 上総 能満寺 
267 ９・４・― 上総 天満宮・飯縄宮 
268 ９・４・10 上総 清水寺(坂東32番)
269 ９・４・12 上総 玉崎明神 
270 ９・４・― 上総 称念寺 
271 ９・４・29 上総 晃明寺 
272 ９・５・１ 下総 延寿寺 
273 ９・５・１ 下総 円福寺(坂東27番)
274 ９・５・３ 下総 如来寺 
275 ９・５・３ 下総 香取神宮 
276 ９・５・４ 常陸 鹿島神宮 
277 ９・５・４ 常陸 鹿島神宮奥院 
278 ９・５・４ 常陸 普門院 
279 ９・５・７ 常陸 観音寺 
280 ９・５・― 常陸 羅漢寺 
281 ９・５・８ 常陸 白旙神社 
282 ９・５・９ 常陸 村松虚空蔵 
283 ―・―・― 常陸 佐竹寺(坂東22番)
284 ９・５・11 常陸 御岩山権現 
285 ―・―・― 陸奥 松山寺 
286 ９・５・16 陸奥 閼伽井嶽 
287 ９・５・24 陸奥 竹駒明神 
288 ９・５・24 陸奥 国分寺 
289 ９・□・□ 陸奥 八幡宮 
290 □・□・□ 陸奥 塩竈神社 
291 ９・５・26 陸奥 瑞巌寺 
292 ９・５・27 陸奥 永巌寺 
293 ９・５・28 陸奥 浜明神 
294 ９・５・29 陸奥 金華山神社 
295 ９・６・３ 陸奥 柳津虚空蔵 
296 ９・６・３ 陸奥 大徳寺 
297 ９・６・13 陸奥 西光寺 
298 ９・―・― 陸奥 愛宕宮 
299 ９・６・16 陸奥 中尊寺 
300 ９・６・24 陸奥 八幡宮 
301 ―・―・― 陸奥 恐山 
302 ９・７・９ 陸奥 久渡寺 
303 ―・―・― 出羽 長谷寺 
304 ９・７・□4 出羽 鳥海山権現 
305 ９・７・25 出羽 象潟干満珠寺 
306 ９・□・28 出羽 出羽三山 
307 ９･閏7・４ 出羽 湯殿山 
308 同・同・同 出羽 月山 
309 同・同・同 出羽 羽黒山 
310 同･閏7・５ 出羽 浮島神社 
311 ９･閏7・８ 出羽 立石寺 
312 ９･閏7・９ 出羽 鳥海月山両所宮 
313 ９･閏7・９ 出羽 国分寺 
314 ９･閏7・９ 出羽 八幡宮 
315 ９･閏7・16 出羽 大宮子易両明神 
316 ９･閏7・18 越後 乙山乙宝寺 
317 ９･７?・19 越後 妙法院 
318 ９･閏7・20 越後 八幡宮 
319 ９･閏7・20 越後 諏訪明神 
320 ９･閏7・22 越後 白山宮 
321 ９･閏7・― 越後 弥彦山 
322 ９･閏7・― 佐渡 一宮 
323 ９･閏7・― 佐渡 八幡宮 
324 ９･閏7・― 佐渡 国分寺 
325 ９･７?・― 越後 西生寺 
326 □・□・26 越後 米山薬師 
327 ９･閏7・27 越後 国分寺 
328 ９・８・１ 信濃 九頭竜権現 
329 ９・８・１ 信濃 戸隠山 
330 ９・８・２ 信濃 飯縄明神 
331 ９・８・２ 信濃 善光寺 
332 ９・８・３ 信濃 西光寺 
333 ９・８・４ 信濃 会地早雄神社 
334 ９・８・５ 信濃 国分寺 
335 ―・８・６ 信濃 小諸城内牛頭天王
336 ９・８・８ 信濃 浅間山 
337 ９・８・８ 信濃 熊野三社宮 
338 ９・８・８ 上野 妙義山権現 
339 ―・８・10 上野 榛名山満行宮権現
340 ９・８・10 上野 水沢寺(坂東16番)
341 ９・８・11 上野 満行山 
342 ９・８・11 上野 総社 
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343 ―・―・― 上野 国分寺 
344 ９・８・11 上野 妙見宮 
345 ９・８・1□ 上野 白岩観音(坂東15番) 
346 ９・８・12 上野 八幡宮 
347 ９・８・13 上野 抜鉾明神 
348 ９・８・15 上野 八幡宮 
349 ９・８・17 上野 全性寺 
350 ９・８・17 上野 南光寺 
351 ９・８・18 上野 地蔵院 
352 ９・８・18 上野 阿弥陀院 
353 ９・８・18 上野 薬王寺 
354 ９・８・18 上野 大蔵院 
355 ９・８・20 上野 大国宮 
356 ９・８・27 上野 義重山 
357 ９・８・29 下野 八幡宮 
358 ９・９・２ 下野 岩船地蔵 
359 ―・―・― 下野 大中寺 
360 ９・９・３ 下野 太平山 
361 ９・９・４ 下野 室八島明神 
362 ９・９・□ 下野 国分寺 
363 □・□・□ 下野 出流山(坂東17番) 
364 ９・９・９ 下野 日光本宮 
365 ９・９・９ 下野 中禅寺(坂東18番) 
366 ９・９・10 下野 大谷寺(坂東19番) 
367 ９・９・11 下野 二荒山神社 
368 ９・９・― 下野 西明寺(坂東20番) 
369 ９・９・15 常陸 八溝山奥院 
370 ９・９・15 常陸 日輪寺(坂東21番) 
371 ―・―・― 常陸 佐竹寺(坂東22番) 
372 ―・―・― 常陸 正福寺(坂東23番) 
373 ９・９・25 常陸 雨引山(坂東24番) 
374 ９・９・26 常陸 加波山権現 
375 ９・９・26 常陸 八幡宮 
376 ９・―・― 常陸 椎尾山 
377 ９・９・27 常陸 筑波山大御堂(坂東25番) 
378 ９・９・28 常陸 筑波山上両権現 
379 □・□・□ 常陸 国分寺 
380 ９・10・６ 常陸 清滝寺(坂東26番) 
381 ９・10・６ 常陸 東成寺 
382 ９・10・７ 常陸 法泉寺 
383 ―・―・― 常陸 楯縫明神 
384 ―・―・― 常陸 西善寺 
385 ９・10・９ 常陸 神宮寺 
386 ９・10・― 常陸 大杉明神 
387 ９・10・11 下総 竜正院(坂東28番) 
388 ９・10・11 下総 成田山新勝寺 
389 ９・10・15 武蔵 浅草閻魔堂 
390 ９・10・15 武蔵 浅草石清水八幡宮 
391 ９・10・― 武蔵 榧寺 
392 ９・10・15 武蔵 浅草大神宮 
393 ９・10・15 武蔵 報恩寺 
394 ９・10・15 武蔵 浅草誓願寺 
395 ９・10・15 武蔵 浅草金毘羅権現 
396 ９・10・15 武蔵 霊山寺 
397 ９・10・17 武蔵 川上薬師(弥勒寺) 
398 ９・10・16 武蔵 真福寺 
399 ９・10・16 武蔵 祐天寺 
400 ９・10・22 武蔵 孝顕寺 
401 ９・10・21 武蔵 無量寿寺 
402 ９・10・21 武蔵 喜多院 
403 ９・10・22 武蔵 蓮馨寺 
404 ９・10・23 武蔵 大願山(浄光寺ヵ) 
405 ９・10・25 武蔵 水潜寺(秩父34番) 
406 ９・10・25 武蔵 清泉寺 
407 ９・10・25 武蔵 長福寺(秩父33番) 
408 ９・10・26 武蔵 法性寺(秩父32番) 
409 ９・10・27 武蔵 観音院(秩父31番) 
410 ９・10・28 武蔵 三峰山高雲寺 
411 ―・―・― 武蔵 大陽寺 
412 ９・10・晦 武蔵 法雲寺(秩父30番) 
413 ９・10・晦 武蔵 長泉院(秩父29番) 
414 ―・―・― 武蔵 石竜山(秩父28番) 
415 ９・11・１ 武蔵 大淵寺(秩父27番) 
416 ―・―・― 武蔵 円融寺(秩父26番) 
417 ―・―・― 武蔵 久昌寺(秩父25番) 
418 ９・11・１ 武蔵 宝泉寺(秩父24番) 
419 ９・11・１ 武蔵 音楽寺(秩父23番) 
420 ９・11・２ 武蔵 栄福寺(秩父22番) 
421 ９・11・２ 武蔵 観音寺(秩父21番) 
422 ９・11・２ 武蔵 岩ノ上堂(秩父20番) 
423 ９・11・２ 武蔵 竜石寺(秩父19番) 
424 ―・―・― 武蔵 神門寺(秩父18番) 
425 ―・―・― 武蔵 林寺 (秩父17番) 
426 ９・11・― 武蔵 西光寺(秩父16番) 
427 ９・11・２ 武蔵 秩父神社 
428 ９・11・２ 武蔵 蔵福寺(秩父15番) 
429 ９・―・― 武蔵 今宮坊(秩父14番) 
430 ９・11・２ 武蔵 惣円寺 
431 ９・11・２ 武蔵 慈眼寺(秩父13番) 
432 ９・11・２ 武蔵 野坂寺(秩父12番) 
433 ９・11・― 武蔵 常楽寺(秩父11番) 
434 ９・11・３ 武蔵 大慈寺(秩父10番) 
435 ―・―・― 武蔵 明智寺(秩父９番) 
436 ９・11・３ 武蔵 西善寺(秩父８番) 

437 ９・11・３ 武蔵 法長寺(秩父７番)
438 ９・11・３ 武蔵 卜雲寺(秩父６番)
439 ―・―・― 武蔵 語歌寺(秩父５番)
440 ―・―・― 武蔵 新木寺(秩父４番)
441 ―・―・― 武蔵 常泉寺(秩父３番)
442 ９・11・３ 武蔵 真福寺(秩父２番)
443 ９・11・３ 武蔵 四万部寺(秩父１番)
444 ９・11・４ 武蔵 慈光寺(坂東９番)
445 ９・11・６ 武蔵 勝願寺 
446 ―・―・― 常陸 正福寺(坂東23番)
447 10・２・29 上総 坂戸明神 
448 10・２・晦 上総 真福寺 
449 ―・―・― 上総 岩富寺 
450 10・３・29 上総 高蔵寺(坂東30番)
451 10・４・21 武蔵 亀戸天満宮 
452 10・４・21 武蔵 常光寺 
453 10・４・25 武蔵 称名寺 
454 10・５・３ 相模 叶明神 
455 10・５・５ 相模 太子山(聖徳院ヵ)
456 ―・―・― 相模 大善寺 
457 10・５・８ 相模 海南明神 
458 10・５・― 相模 光明寺 
459 10・５・10 相模 江島弁才天 
460 10・５・11 相模 高麗権現 
461 10・５・12 相模 早雲寺 
462 10・５・12 相模 箱根三社権現 
463 10・５・13 伊豆 伊豆権現 
464 10・５・13 伊豆 日金山 
465 10・５・27 伊豆 手石弥陀窟 
466 10・５・23 伊豆 八幡宮 
467 10・５・晦 伊豆 石廊山権現 
468 10・６・11 伊豆 田中六角堂 
469 10・６・11 伊豆 蔵春院 
470 10・６・12 伊豆 三島明神 
471 ―・―・― 伊豆 国分寺 
472 10・６・12 駿河 八幡宮 
473 10・―・― 駿河 山王宮 
474 10・６・13 駿河 富士本宮浅間 
475 10・６・14 駿河 清見寺 
476 10・６・14 駿河 国分寺 
477 10・６・14 駿河 惣社 
478 10・６・16 遠江 八幡宮 
479 10・６・― 遠江 国分寺 
480 10・６・17 遠江 八幡宮 
481 10・６・18 遠江 小国明神 
482 ―・―・― 遠江 光明山笠鋒坊権現
483 ―・―・― 遠江 秋葉山三尺坊権現
484 10・６・21 三河 鳳来寺東照宮 
485 10・６・21 三河 鳳来寺峰薬師 
486 10・６・22 三河 砥鹿明神 
487 ―・―・― 三河 国分寺 
488 10・６・22 三河 八幡宮 
489 10・６・23 三河 法蔵寺 
490 10・６・24 尾張 高照寺 
491 10・６・24 尾張 興正寺 
492 10・６・25 尾張 津島牛頭天王 
493 10・―・― 尾張 国分寺 
494 ―・―・― 尾張 真清田神社 
495 10・―・― 尾張 八幡宮 
496 10・６・27 美濃 谷汲寺(西国33番)
497 10・６・28 美濃 八幡宮 
498 ―・―・― 美濃 国分寺 
499 10・６・28 美濃 南宮社 
500 ―・７・１ 近江 多賀社 
501 10・７・１ 近江 観音正寺(西国32番)
502 10・７・１ 近江 桑実寺 
503 10・７・１ 近江 八幡宮 
504 10・７・２ 近江 長命寺(西国31番)
505 10・７・３ 近江 普賢院 
506 10・７・４ 近江 三井寺(西国14番)
507 ―・―・― 山城 六角堂(西国18番)
508 10・７・６ 山城 御霊八所明神 
509 ―・―・― 山城 革堂(西国19番) 
510 10・７・７ 山城 向日明神 
511 10・７・７ 山城 善峰寺(西国20番)
512 ―・―・― 山城 十輪寺 
513 10・７・８ 山城 観音寺 
514 10・７・８ 山城 離宮八幡宮 
515 10・７・８ 山城 光明寺 
516 10・７・８ 摂津 惣持寺(西国22番)
517 10・７・９ 摂津 勝尾寺(西国23番)
518 10・７・９ 摂津 中山寺(西国24番)
519 10・７・11 播磨 清水寺(西国25番)
520 10・７・12 播磨 法華山(西国26番)
521 10・７・12 播磨 書写山(西国27番)
522 10・７・14 播磨 天満宮 
523 10・―・― （ 不  詳 ） 
524 10・７・17 摂津 長田明神 
525 10・７・17 摂津 生田神宮 
526 10・７・17 摂津 兎原住吉明神 
527 10・７・18 摂津 西宮神宮 
528 10・７・18 摂津 貴布禰神社 
529 10・７・18 摂津 妙徳寺 
530 10・７・23 摂津 大念仏寺 

531 10・７・23 河内 葛井寺(西国５番) 
532 10・７・24 大和 壷坂寺(西国６番) 
533 10・７・24 大和 比蘇寺 
534 10・７・25 大和 天河弁才天 
535 ―・―・― 大和 大峰山上本堂 
536 10・７・27 大和 吉野山 
537 10・７・28 大和 八幡宮 
538 10・７・29 大和 金剛山 
539 10・７・尽 河内 観心寺 
540 10・８・１ 河内 天野山 
541 10・８・１ 和泉 槙尾寺(西国４番) 
542 10・―・― 和泉 国分寺 
543 10・８・２ 和泉 大鳥明神 
544 10・８・３ 和泉 百舌鳥八幡宮 
545 10・８・３ 和泉 妙国寺 
546 10・８・３ 和泉 三村宮（大寺） 
547 10・８・６ 紀伊 根来寺 
548 10・８・７ 紀伊 国分寺 
549 10・８・７ 紀伊 山王権現 
550 10・８・７ 紀伊 粉河寺(西国３番) 
551 10・８・８ 紀伊 高野山 
552 10・８・９ 紀伊 慈尊院 
553 10・８・９ 紀伊 鎌八幡宮 
554 10・―・― 紀伊 一宮明神(一宮寺) 
555 10・８・― 紀伊 若宮八幡宮 
556 10・８・― 紀伊 光恩寺 
557 10・８・11 紀伊 若宮八幡宮 
558 10・８・11 紀伊 園部神社 
559 10・８・12 紀伊 加太淡島明神 
560 10・８・12 紀伊 加太弁才天社 
561 10・８・13 紀伊 総持寺 
562 10・８・13 紀伊 高松寺 
563 10・８・13 紀伊 愛宕山権現 
564 10・８・13 紀伊 羅漢寺 
565 10・８・13 紀伊 東照宮 
566 10・８・13 紀伊 紀三井寺(西国２番)
567 10・８・14 紀伊 藤白王子 
568 10・８・14 紀伊 賀茂明神 
569 10・８・16 紀伊 長保寺 
570 10・８・16 紀伊 得生寺 
571 10・８・17 紀伊 高山寺 
572 10・８・18 紀伊 道成寺 
573 10・８・― 紀伊 八幡宮 
574 10・８・18 紀伊 極楽寺 
575 10・８・19 紀伊 竜泉寺 
576 10・―・― 紀伊 西方寺 
577 10・８・― 紀伊 浄恩寺 
578 10・８・19 紀伊 鶏合十二社権現 
579 10・８・21 紀伊 高山寺 
580 10・８・24 紀伊 湯峰東光寺 
581 10・８・24 紀伊 熊野本宮 
582 10・８・25 紀伊 熊野那智山 
583 10・８・26 紀伊 補陀洛寺 
584 10・８・26 紀伊 熊野新宮 
585 10・８・27 紀伊 神倉権現 
586 ―・―・― 伊勢 宝積院 
587 10・９・６ 伊勢 海蔵寺 
588 ―・□・７ 伊勢 欣浄寺 
589 10・９・８ 志摩 伊雑宮 
590 10・９・９ 志摩 国分寺 
591 10・９・10 志摩 八幡宮 
592 10・９・10 志摩 白鬚明神 
593 10・９・11 志摩 庫蔵寺 
594 10・９・11 伊勢 朝熊岳 
595 10・９・11 伊勢 伊勢内宮 
596 10・９・12 伊勢 法王殿 
597 10・９・12 伊勢 月輪殿 
598 10・８?･13 伊勢 国分寺 
599 10・９・14 伊勢 浄眼寺 
600 10・９・14 伊勢 八幡宮 
601 10・９・14 伊勢 大宝院 
602 10・９・16 伊勢 椿神社 
603 10・９・17 伊勢 関地蔵 
604 10・―・― 伊賀 八幡宮 
605 10・９・18 伊賀 敢国津明神 
606 ―・―・― 伊賀 国分寺 
607 10・―・― 伊賀 八幡宮 
608 10・―・― 伊賀 黄滝山 
609 10・９・21 大和 室生寺 
610 10・９・22 大和 仏隆寺 
611 10・９・23 大和 長谷寺(西国８番) 
612 10・９・24 大和 多武峰 
613 10・９・24 大和 岡寺(西国７番) 
614 ―・９・25 大和 橘寺 
615 10・９・25 大和 藤原寺 
616 10・９・― 大和 飛鳥神社 
617 10・９・25 大和 国分寺 
618 10・９・25 大和 満願寺 
619 10・９・25 大和 三輪神社 
620 10・９・26 大和 大和明神 
621 10・９・26 大和 石上明神 
622 10・９・26 大和 永久寺 
623 10・９・26 大和 在原寺 
624 10・９・26 大和 竜象寺 

625 10・９・26 大和 帯解寺 
626 10・９・27 大和 興福寺南円堂(西国９番)
627 10・９・27 大和 春日明神 
628 10・９・27 大和 手向山八幡宮 
629 10・９・27 大和 手向山八幡宮 
630 10・９・27 大和 東大寺二月堂 
631 10・９・27 大和 東大寺 
632 10・９・28 山城 三室戸寺(西国10番)
633 ―・―・― 山城 上醍醐寺(西国11番)
634 ―・―・― 近江 岩間寺(西国12番)
635 10・10・１ 山城 清水寺(西国16番)
636 10・10・１ 山城 六波羅蜜寺(西国17番)
637 10・10・８ 但馬 養父社 
638 10・10・９ 但馬 出石明神 
639 10・10・９ 但馬 来迎寺 
640 10・10・10 但馬 養源寺 
641 10・10・10 但馬 小田井神社 
642 10・10・10 但馬 円福寺 
643 10・10・12 但馬 海神社・絹巻神社
644 10・10・21 但馬 西光寺 
645 10・10・24 但馬 知足庵 
646 11・５・10 石見 天満宮 
647 11・５・26 筑前 宗像神社 
648 11・５・26 筑前 鎮国寺 
649 11・６・３ 筑前 香椎宮 
650 11・６・４ 筑前 箱崎八幡宮 
651 11・６・４ 筑前 八幡産宮 
652 11・６・４ 筑前 天満宮 
653 11・６・６ 筑前 宝満宮 
654 11・６・６ 筑前 観世音寺 
655 11・６・７ 筑前 観音寺戒壇 
656 11・６・７ 筑前 国分寺 
657 11・６・10 筑前 崇福寺 
658 11・６・10 筑前 櫛田宮 
659 11・６・10 筑前 住吉神社 
660 同・同・12 肥前 諏訪明神 
661 11・６・12 肥前 鏡明神 
662 11・６・19 肥前 大徳寺 
663 11・６・19 肥前 大音寺 
664 11・６・19 肥前 晧台寺 
665 11・６・19 肥前 延命寺 
666 11・６・19 肥前 興福寺 
667 11・６・19 肥前 三宝寺 
668 11・６・19 肥前 諏方三所 
669 11・６・25 肥前 温泉山一乗院 
670 11・７・４ 肥前 河上与止日女明神
671 11・７・４ 肥前 国分寺 
672 11・７・６ 肥前 千栗八幡宮 
673 11・７・９ 筑後 高良玉垂宮 
674 11・７・９ 筑後 八幡宮 
675 11・７・９ 筑後 国分寺 
676 11・７・９ 筑後 善導寺 
677 11・７・９ 筑後 五穀神社 
678 11・７・10 筑後 高良山(大善寺) 
679 11・７・10 筑後 竜徳院 
680 11・７・11 筑後 高良山(金剛勝寺)
681 11・７・11 筑後 清水寺 
682 11・７・12 肥後 大宮明神 
683 11・７・14 肥後 阿蘇山上宮 
684 11・７・16 肥後 阿蘇宮 
685 11・７・25 肥後 国分寺 
686 11・７・26 肥後 大慈寺 
687 11・７・27 肥後 八旛八幡宮 
688 11・□・２ 薩摩 加紫久利五所神社
689 11・８・５ 薩摩 国分寺 
690 11・８・５ 薩摩 八幡新田宮 
691 11・８・11 薩摩 大乗院 
692 11・８・13 大隅 正八幡宮 
693 ―・―・― 大隅 国分寺 
694 11・８・15 大隅 霧島山六宮権現 
695 11・８・23 日向 榎原山桜井宮両権現
696 11・８・26 日向 鵜戸山権現 
697 11・８・27 日向 日御碕権現 
698 11・―・― 日向 生目八幡宮 
699 ―・―・― 日向 国分寺 
700 ―・―・― 日向 天磐戸神宮 
701 11・９・２ 日向 八幡宮 
702 11・９・４ 日向 竜雲寺 
703 11・９・７ 日向 都農明神 
704 11・９・15 豊後 蓮城寺 
705 11・９・19 豊後 多福寺 
706 11・９・21 豊後 国分寺 
707 11・９・22 豊後 八幡由原宮 
708 11・９・25 豊後 八幡宮 
709 11・―・― 豊後 西寒多明神 
710 11・９・26 豊前 宇佐八幡宮 
711 11・９・28 豊前 羅漢寺 
712 11・10・２ 豊前 英彦山権現 
713 11・10・２ 豊前 英彦山豊前坊 
714 11・10・４ 豊前 八幡宮 
715 11・10・７ 豊前 国分寺 

 

（表１・表２は、PDFによる公開にあたり、初出の際の誤りを訂正した）


