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1 1 三熊野神社 みくまのじんじゃ 100 窪川郷上番窪川村 茂串西山 茂串 窪川 150 村社

2 4 恵美須神社 えびすじんじゃ 100 窪川郷上番窪川村 突抜 ツキヌケ 675 無格社

3 5 琴平神社 ことひらじんじゃ 100 窪川郷上番窪川村 萩原（丸山） 萩原 窪川 679 無格社

4 7 惣河内神社
そうこうちじん
じゃ 100 窪川郷上番窪川村 宮ヶ谷（榊山） 宮ヶ谷 ９カ村 679 無格社

19 43 瀧山神社 たきやまじんじゃ 201 窪川郷上番神ノ西村 御瀧山 御滝山 神ノ西 14 村社
5 9 三熊野神社 みくまのじんじゃ 202 窪川郷上番西原村 荒谷 荒谷 西原 23 村社

6 12 春日神社 かすがじんじゃ 203 窪川郷上番若井村 宮ヶ谷（？屋式） 宮ヶ谷 若井 39 村社

7 15 琴弾八幡宮
ことひきはちまん
ぐう 203 窪川郷上番若井村 添ヶ市→下ソヘゲ市 下ソヘケ市 若井 159 無格社

27 71 檜原神社 ひのはらじんじゃ 204 窪川郷上番高野村 三屋敷 櫻ヶ谷 高野 31 村社
28 75 河内神社 かわうちじんじゃ 205 窪川郷上番若井川村 神田山 木樵田 若井川 49 村社
8 16 天満宮 てんまんぐう 206 窪川郷上番峰之上村 上屋敷 上屋敷 峰ノ上 18 村社
9 21 金上野神社 きんじょのじん 207 窪川郷上番金上野村 上向 上向 金上野 59 村社
10 24 成川神社 なるかわじんじゃ 207 窪川郷上番金上野村 ヤケソ谷（大元谷） ヤケソ谷 成川 59 村社
11 26 伊豆山神社 いずさんじんじゃ 207 窪川郷上番金上野村 五在所山 五在所山 金上野 無格社
12 27 大本神社 おおもとじんじゃ 208 窪川郷上番見附村 坂本川（岡屋式） 坂本川 見附上組 50 村社

13 34
須賀神社（旧：見
附神社）

すがじんじゃ（み
つけじんじゃ） 208 窪川町見附 樫木 見付樫木 見附下組 39 村社

14 35 天満宮 てんまんぐう 209 窪川郷上番大奈路村 丸山 丸山 大奈路 10 村社
15 37 大元神社 おおもとじんじゃ 210 窪川郷上番根元原村 八頭（高森） 八頭谷 根元原 11 村社

16 39 神原神社 かんばらじんじゃ 210 窪川郷上番根元原村 ヤカシロ ヤカシラ谷
根元原・東川角
本田新田辷道 43 無格社

17 40 礫石神社
つぶていしじん
じゃ 211 窪川郷上番子々崎村 光石 後口山 根々崎 10 村社

18 42 八幡宮 はちまんぐう 211 窪川郷上番子々崎村 光石ノ上八幡岡 後山 八木姓の者 10 無格社
22 48 六十余社 ろくじゅうよしゃ 212 仁井田郷東川角村 岩ノ木 岩ノ木 東川角新田 48 村社
23 51 富瓊比干神社 212 仁井田郷東川角村 花王 花王 東川角 130 無格社
24 59 日吉神社 ひよしじんじゃ 212 仁井田郷東川角村 山王 山王 東川角本田 24 村社

25 64 厳島神社
いつくしまじん
じゃ 212 仁井田郷東川角村 軣 轟 東川角 37 無格社

26 66 天神宮 てんじんぐう 213 仁井田郷西川角村 杉ノ窪 杉ノ窪 西川角 41 村社
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29 81 白皇神社 しらおうじんじゃ 214 窪川郷下番宮内村 白皇山 白皇山 払川 62 村社
30 83 三島神社 みしまじんじゃ 214 窪川郷下番宮内村 善淨山 善淨山 本村 62 村社
31 　 高岡神社 たかおかじん 215 窪川郷下番仕出原村 仕出原山 藤井山 38 県社

32 166 大三島神社
おおみしまじん
じゃ 215 窪川郷下番仕出原村

仁井田屋上→ヲウシ
ガモリ ヲウシガモリ 仕出原本村 30 村社

33 168 春日神社 かすがじんじゃ 215 窪川郷下番仕出原村 向山→後山 後ロ山 仕出原宮向 2 村社
34 171 大井神社 おおいじんじゃ 216 窪川郷下番大井野村 岡山 岡山 大井野 43 村社
35 173 羽衣神社 はごろもじんじゃ 217 窪川郷下番口神ノ川村 竹ノ内→中屋敷 中屋式 口神ノ川 40 村社

36 176 河内神社 かわうちじんじゃ 218 窪川郷下番中神ノ川村 宮ノ駄場→宮ノ多場 宮ノダバ 中神ノ川 46 村社

37 179 河内神社 かわうちじんじゃ 219 窪川郷下番奥神ノ川村 ナナコヤシキノ元 ヌタクボ 奥神ノ川 6 村社
20 45 春日神社 かすがじんじゃ 220 窪川郷上番大向村 御堂ノ越 御堂越 大向 14 村社

21 47 竈戸神社 かまどじんじゃ 220 窪川郷上番大向村 ウハダバ ウハダバ 大向 14 無格社

38 180 檜生原神社 ひさはらじんじゃ 301 窪川郷下番檜生原村
枝折ヶ駄場（枝打カ駄
場）→ヲソゴエ ヲソゴエ 桧生原 32 村社

39 183 河内神社 かわうちじんじゃ 302 窪川郷下番寺野村 嶋野 嶋野 寺野 25 村社
40 186 河内神社 かわうちじんじゃ 303 窪川郷下番川口村 奈路 ナロ 南川口 48 村社
41 189 音無神社 おとなしじんじゃ 304 窪川郷下番天之川村 下モ谷 ヲトナシ 天の川 14 村社

42 192 秋丸神社 あきまるじんじゃ 305 窪川郷下番秋丸村 日ノ本→大田 太田 秋丸 46 村社
43 195 月弓神社 つきゆみじんじゃ 305 窪川郷下番秋丸村 日暮ノ駄場 マユミノ川 42 村社
44 196 野地神社 のじじんじゃ 306 窪川郷下番野地村 山本→杉本 野地 34 村社
45 198 天一神社 てんいちじんじゃ 306 窪川郷下番野地村 天一畑 天一畑 34 無格社
46 199 河内神社 かわうちじんじゃ 307 窪川郷下番家地川村 宮原 大町 家地川 46 村社

205 35 折合三所神社
おれあいさんしょ
じんじゃ 308 上山郷上分折合村 奈路畑 折合 6 村社

47 1 三熊野神社 みくまのじんじゃ 403 松葉川村七里(本在家) 仕出原山 仕出原山 本在家 23 村社

48 2 川口神社 かわぐちじんじゃ 403 松葉川村七里(本在家) 下川口 下川口 本在家・ 17 村社
49 3 島神社 しまじんじゃ 404 松葉川村七里（柳瀬） ツル井カ谷 ツルイガ谷 柳瀬 17 村社

50 4 （旧：白皇神社） しらおうじんじゃ 404 松葉川村七里（柳瀬） 荒谷 荒谷 柳瀬 17 無格社
58 12 賀茂神社 かもじんじゃ 406 松葉川村中村 谷ノ東 谷ノ東 中村 10 村社
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59 13 日吉神社 ひよしじんじゃ 407 松葉川村勝賀野 土井上 土井上 勝賀野 27 村社
60 14 須賀神社 すがじんじゃ 408 仁井田郷川之内村 天王林 天王林 川ノ内 31 村社

51 5 氷室天神 ひむろてんじん 409
仁井田郷七里村（志和
分） 志和影山楠ノ木サコ 楠ノ木ザコ 志和分 37 無格社

52 6 竈戸神社 かまどじんじゃ 409
仁井田郷七里村（志和
分） 志和影山楠堀谷 楠堀谷 志和分 9 無格社

53 7 大山祗神社
おおやまづみじ
んじゃ 409

仁井田郷七里村（志和
分）

志和影山高野谷川付
合 高野谷川付合 志和分 8 無格社

67 21 六十余社 ろくじゅうよしゃ 410 仁井田郷作屋村 壱町田 壱町田 作屋・平田 5 村社

68 22 河内神社 かわうちじんじゃ 410 松葉川村作屋 入船山 イリフ子山 作屋・上作屋 11 村社
69 23 天満宮 てんまんぐう 410 松葉川村作屋 ナガレヤ ナガレヤ 作屋・下作屋 6 村社

65 19 （旧：河内神社） かわうちじんじゃ 411 高岡郡米奥村 宮ノ前 宮ノ前 米奥・本村 24 村社

66 20
白河神社（旧：白
皇神社） しらかわじんじゃ 411 高岡郡米奥村 カヤノ木（眠り市） カヤノ木 米奥・川奥 50 村社

72 26 六拾余社 ろくじゅうよしゃ 412 松葉川村（桑ノ又） 内蔵ヶ谷 内蔵ヶ谷 桑の又 15 村社
73 27 河内神社 かわうちじんじゃ 412 松葉川村中津川 堀切 堀り切 栗ノ木 14 村社

74 28 熊野神社 くまのじんじゃ 412 松葉川村中津川 水谷 中津川 21 村社
75 29 （旧：大本神社） おおもとじんじゃ 412 高岡郡中津川村 中津川大畑山 大畑山 中津川 21 無格社

70 24 六十余尊神社
ろくじゅうよそん
じんじゃ 413 松葉川村日野地 西ヤシキ 西屋敷 日野地 25 村社

71 25 河内五所神社
かわうちごしょじ
んじゃ 414 大野見郷秋丸村 堂ノ峯 堂ノ峯 上秋丸 27 村社

63 17 河内神社 かわうちじんじゃ 415 高岡郡壱斗俵村
仲駄場（大駄場）→竹
之后山 竹ノ後口山 壱斗俵 29 村社

64 18 （旧：多喜神社） たきじんじゃ 415 高岡郡壱斗俵村 ホキ谷山 ホキ谷山 8 無格社

61 15 北野川神社
きたのかわじん
じゃ 416 仁井田郷北野川村 中山（中ヤシキ） 仲山 北ノ川 21 村社

62 16 高加茂神社 たかかもじんじゃ 417 松葉川村市生原 八坂山 市生原 37 無格社
54 8 八坂神社 やさかじんじゃ 418 松葉川村七里（西影 古城山 古城山 西影山本田組 19 村社
55 9 三滝神社 みたきじんじゃ 418 松葉川村七里（小野 エビスノ前 小野川 28 村社
56 10 池野神社 いけのじんじゃ 418 松葉川村七里（越行） 本モ谷 本谷 越行 17 村社

57 11 八坂神社 やさかじんじゃ 418 松葉川村七里（越行） 柳木尾 柳木尾 越行 17 無格社
76 1 三島神社 みしまじんじゃ 501 仁井田郷床鍋村 三島ノ丸 神宮山 床鍋 53 村社

77 2 （旧：三熊野神社） みくまのじんじゃ 501 仁井田郷床鍋村 熊野々原 熊野々原 床鍋 53 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.300852/133.175926/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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78 3 白王神社 しらおうじんじゃ 501 仁井田郷床鍋村 白王ヶ原 白王ヶ原 床鍋 53 無格社

79 4 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 501 仁井田郷床鍋村 神宮山 神宮山 床鍋 53 無格社
80 5 六拾余社 ろくじゅうよしゃ 502 仁井田郷影野村 宮ノ前 植竹山 影野 39 村社

81 6 （旧：星神社） ほしじんじゃ 502 仁井田村影野村 中タバ 中ダバ 影野 39 無格社
82 7 河内神社 かわうちじんじゃ 503 仁井田郷奥呉地村 高山 高山 奥呉地 12 村社
83 8 河内神社 かわうちじんじゃ 503 仁井田郷奥呉地 モチコロバシ モチコロバシ 奥呉地 13 無格社
84 9 森神社 もりじんじゃ 503 仁井田郷奥呉地 蕨山（モリ） 蕨山 18ケ村 28 無格社
85 10 大本神社 おおもとじんじゃ 504 仁井田村魚ノ川村 外宮 貝福山 魚ノ川 40 村社
86 11 （旧：杉本神社） すぎもとじんじゃ 504 仁井田郷魚ノ川村 ホドノ山 保トノ山 魚ノ川 36 無格社

87 12 大山野神社
おおやまのじん
じゃ 505 仁井田村下呉地 刑部山 刑部山 下呉地 206 村社

88 13 埋神社 うめじんじゃ 505 仁井田村下呉地 刑部山 刑部山 下呉地 30 無格社
89 14 （旧：三日月神社） みかづきじん 505 仁井田村下呉地 ヨコマクラ 横枕 30 無格社
90 15 神明宮 しんめいぐう 505 仁井田村下呉地 岡ノ奥 岡ノ奥 25 無格社
91 16 河内神社 かわうちじんじゃ 506 仁井田村替坂本 大窪 大窪 替坂本 24 村社
92 17 和霊神社 われいじんじゃ 507 仁井田村六反地 桑原 桑原 六反地 535 村社
93 17 大山神社 おおやまじんじゃ 507 仁井田村六反地 桑原 桑原 六反地 15 村社
94 18 長山霊社 ながやまれい 507 仁井田村六反地 冨町小谷平 26 無格社

95 19 恵美須神社 えびすじんじゃ 507 仁井田郷六反地村 山崎（富町） 26 無格社
96 20 山之神社 やまのじんじゃ 507 仁井田郷六反地村 桑原山崎 クワバラ谷口 14 無格社
97 21 三日月神社 みかづきじん 508 仁井田村仁井田 定足 定足 仁井田 8 村社
98 22 海津見神社 わだつみじん 508 仁井田村仁井田 神有組宮ノ谷 宮ノ谷 神有組 48 村社

99 23 白皇神社 しらおうじんじゃ 508 仁井田村仁井田 寺ヶ谷 寺カ谷 柿ノ木山組 50 村社
100 24 琴平神社 ことひらじんじゃ 508 仁井田村仁井田 鳥居ノ駄場 鳥ノ駄場 柿ノ木山組 75 無格社

101 25 西宮神社
にしのみやじん
じゃ 508 仁井田村仁井田 シモヤシキ 下ヤシキ 250 無格社

102 26 嶋神社 しまじんじゃ 508 仁井田郷仁井田村 濱野川村本谷東後口 後口山 濱野川 6 村社
103 27 天神宮 てんじんぐう 509 仁井田村小向 杉ノナロ 杉ノナロ 小向 12 村社
104 28 若宮神社 わかみやじん 509 仁井田村小向 杉ノナロ 杉ノナロ 10 無格社
107 31 天満宮 てんまんぐう 510 仁井田平串 中越山 中越山 平串 40 村社

108 32 三熊野神社 みくまのじんじゃ 510 仁井田平串 田城山 田代山 34 無格社

106 30 立山神社 たてやまじんじゃ 511 仁井田富岡 後山 後山 富岡 6 村社
105 29 音無神社 おとなしじんじゃ 512 仁井田村中ノ越 エリハナ エリハナ 中ノ越 12 村社
109 33 大元神社 おおもとじんじゃ 601 東又村黒石 大元山 大本山 大久保 4 村社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.311253/133.176355/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.300888/133.175926/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.288046/133.151808/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.297588/133.159575/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.306985/133.149190/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.278180/133.153052/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.266698/133.170562/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.275166/133.167129/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.267595/133.173652/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.258337/133.166614/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.258337/133.166614/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.258912/133.167343/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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110 34 山祗神社 やまづみじん 601 仁井田郷黒石村 小松越 小松越 18 無格社
111 35 八坂神社 やさかじんじゃ 601 東又村黒石 大窪山 大窪山 本村 51 村社

112 36 竈戸神社 かまどじんじゃ 601 東又村黒石 岡山 岡山 223 無格社
113 37 山神社 やまじんじゃ 601 東又村黒石 岡山 岡山 223 無格社
114 38 七人霊社 しちにんれいしゃ 601 東又村黒石 大桶 大ソネ 223 無格社

115 39 三熊神社遥拝所
みくまじんじゃよ
うはいしょ 601 仁井田郷黒石 エブチ 江渕 1350

116 40 黒石神社 くろいしじんじゃ 601 仁井田郷黒石 戸樋箇瀬 戸樋箇瀬 戸樋ヶ瀬 10 村社
158 82 日吉神社 ひよしじんじゃ 602 仁井田郷本堂村 寺ヶ谷山 寺ヶ谷山 本堂 36 村社

159 83 白皇神社 しらおうじんじゃ 602 仁井田郷本堂 大倉 大倉 36 無格社
152 76 島神社 しまじんじゃ 603 窪川郷上番与津地村 笹原 篠原 与津地 51 村社

153 77 三熊神社 みくまじんじゃ 603 窪川郷上番与津地村 鎌切山 カマギリ 51 無格社

154 78 竈戸神社 かまどじんじゃ 603 窪川郷上番与津地村 鎌切山 カミギリ 51 無格社
155 79 大元神社 おおもとじんじゃ 603 窪川郷上番与津地村 大道谷 51 無格社

156 80 稲荷神社 いなりじんじゃ 604 窪川郷上番親ヶ内村 岡前山 岡ノ前山 親ヶ内 13 村社
157 81 山之神社 やまのじんじゃ 604 窪川郷上番親ヶ内村 岡ノ前山 岡ノ前山 76 無格社

150 74 白皇神社 しらおうじんじゃ 605 窪川郷上番八千数村 シヲリ山 シヲリ山 八千数 35 村社
151 75 （旧：須賀神社） すがじんじゃ 605 窪川郷上番八千数村 岡崎山 岡崎 八千数 111 無格社
148 72 鷣神社 はいたかじん 606 窪川郷上番藤之川村 正路口 宝山 藤の川 34 村社
149 73 神明宮 しんめいぐう 606 窪川郷上番藤ノ川村 宝山（新田山） 宝山 167 無格社

147 70 岩谷神社
いわたにじん
じゃ 607 仁井田郷上番向川村 岩谷山 岩谷 向川 10 村社

143 66 海津見神社
わだつみじん
じゃ 608 仁井田郷数神村 カクレ谷ヤマ カクレ谷山 数神（※ママ） 21 村社

144 67 （旧：神明神社） しんめいじんじゃ 608 仁井田郷数神村 カクレ谷山 カクレ谷山 数家 21 無格社

145 68 遠山天神社
とおやまてんじ
んしゃ 608 仁井田郷数神村 瀧畑山 瀧畑山 神野々 17 村社

146 69 住吉神社 すみよしじんじゃ 608 仁井田郷数神村 瀧畑山 瀧畑山 17 無格社
139 62 判官神社 ほうがんじんじゃ 609 仁井田郷奈路村 楠ハサコ林 楠ハザコ 奈路 45 村社
140 63 （旧：神明宮） しんめいぐう 609 仁井田郷奈路村 荒神木 荒神ノ元 奈路 45 無格社
141 64 道竝神社 みちなみじんじゃ 609 仁井田郷奈路村 楠ハサコ林 楠ハザコ 197 無格社
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142 65 熊野神社遥拝所
くまのじんじゃよ
うはいしょ 609 仁井田郷奈路村 杉之岡 杉ノ岡 337

137 60 河内神社 かわうちじんじゃ 610 仁井田郷道徳村 三ツ森→小松ヶ平山 小松平山 18 村社

138 61
八坂神社（旧：影
野地神社）

やさかじんじゃ
（かげのじじん 610 東又村道徳 家野 家野 8 村社

133 56 平守神社 ひらもりじんじゃ 611 仁井田郷平野村 ツマド山 ツマド山 本村 34 村社

134 57 （旧：河内神社） かわうちじんじゃ 611 仁井田郷平野村 沖ノ川 沖野川 168 無格社

135 58 （旧：住吉神社） すみよしじんじゃ 611 仁井田郷平野村 アンノ谷山 アンノ谷山 20 無格社
136 59 長野神社 ながのじんじゃ 611 仁井田村平の 中長野山 中長野山 長野 20 村社
132 55 嶋神社 しまじんじゃ 612 東又村土居 土居ノ段山 土居ノ段 土居 28 村社
126 49 大元神社 おおもとじんじゃ 613 仁井田郷弘見村 天神山 天神山 弘見 32 村社
127 50 （旧：快神社） こころよしじん 613 仁井田郷弘見村 入道口 入道口 34 無格社

128 51 槿花天神宮
むくげはなてんじ
んぐう 613 仁井田郷弘見村 エテガトウ（大タバ） エテガトヲ 34 無格社

129 52 （旧：海津見神社）
わだつみじん
じゃ 613 仁井田郷弘見村 大田 大田 34 無格社

130 53 （旧：竈戸神社） かまどじんじゃ 613 仁井田郷弘見村 スゲサワ スゲサワ 34 無格社

131 54 熊野神社 くまのじんじゃ 613 東又村弘見 敷地 敷地 13ケ村 337 村社

120 44 北野天満宮
きたのてんまん
ぐう 614 仁井田郷飯野川村 下モ中山 下中山 飯ノ川 17 村社

121 45 （旧：埴安神社）
はにやすじん
じゃ 614 仁井田郷飯野川村 影地山 影地山 17 無格社

122 45 （旧：竈戸神社） かまどじんじゃ 614 仁井田郷飯野川村 影地山 影地山 17 無格社
123 46 （旧：山祗神社） やまづみじん 614 仁井田郷飯野川村 上中山 上中山 17 無格社

124 47
金刀比羅神社遥
拝所

ことひらじんじゃ
ようはいしょ 614 仁井田郷飯野川村 後ロ山 後山 17

125 48 飯盛神社 いいもりじんじゃ 614 仁井田郷飯野川村 ムロノコシ 室ノ越 17 無格社
117 41 志和峯神社 しわみねじんじゃ 615 仁井田郷志和峯村 後山 後口山 志和峰 22 村社
118 42 （旧：峠神社） とうげじんじゃ 615 仁井田郷志和峯村 影平 影平山 21 無格社
119 43 （旧：日吉神社） ひよしじんじゃ 615 仁井田郷志和峯村 猿郷谷 猿郷 21 無格社
170 94 須賀神社 すがじんじゃ 616 東又村大鶴津 南平山 南平山 大鶴津 36 無格社
171 95 大本神社 おおもとじんじゃ 616 高岡郡大鶴津村 南平山 南平山 大鶴津 36 無格社
172 96 （旧：白皇神社） しらおうじんじゃ 617 東又村小鶴津村 北灘山 北灘山 小鶴津 27 無格社
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173 97 大山祗神社
おおやまづみじ
んじゃ 617 東又村小鶴津 南平山 南平山 小鶴津 27 無格社

160 84 天満宮 てんまんぐう 618 東又村志和 天神ノ下 天神ノ下タ ８ケ村 365 郷社
161 85 諏訪神社 すわじんじゃ 618 高岡郡志和村 濱屋敷 浜屋敷 志和 832 無格社
162 86 白皇神社 しらおうじんじゃ 618 東又村志和 志ワ川 志和川 志和 832 無格社
163 87 大本神社 おおもとじんじゃ 618 土佐国志和村 轟山 轟？ 832 無格社
164 88 志和霊社 しわれいしゃ 618 東又村志和 コスイ谷山 湖水谷 志和 832 無格社
165 89 稲荷神社 いなりじんじゃ 618 東又村志和 和田ノ谷山 和田ノ谷 832 無格社

166 90 恵美須神社 えびすじんじゃ 618 東又村志和 濱屋敷 浜屋敷 浦分 832 無格社
167 91 神母神社 いげじんじゃ 618 東又村志和 南磯辺 南磯辺 志和 832 無格社
168 92 琴平神社 ことひらじんじゃ 618 東又村志和 南灘山 南灘 832 無格社
169 93 神明宮 しんめいぐう 618 東又村志和 土居ノ谷1174番 土居ノ谷 180 無格社

174 65 八幡宮 はちまんぐう 700 高岡郡與津村 馬場屋敷 馬場屋式 郷と浦 345 郷社
175 66 熊野神社 くまのじんじゃ 700 高岡郡与津村 大財野 大戝野 198 無格社

176 73 水神社 みずじんじゃ 700 高岡郡興津村 田代 田代 102 無格社
177 78 天神宮 てんじんぐう 700 高岡郡興津村 島戸山（下谷口） 島戸山 10 無格社
178 79 （旧：目倉神社） めくらじんじゃ 700 高岡郡與津村 三崎山（石橋山） 三崎続山 191 無格社
179 80 海津見神社 わだつみじん 700 高岡郡與津村 水主屋敷 水主屋敷 浦 191 無格社

180 83
八坂神社（旧：伴
内神社）

やさかじんじゃ
（ばんのうちじん 700 高岡郡與津村 湾ノ内 湾ノ内 伴ノ内 28 村社

181 24 皇子宮 おうじぐう 801 上山郷上分田野々村 城山 城山 本村、阿川 111 無格社

182 24.3 （旧：竈戸神社） かまどじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 城山（上津谷） 城山 本村、阿川 310 無格社

183 25 熊野神社 くまのじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 ウロクチノ上 ウロクチノ上 上山郷上分下分 3188 郷社
184 25・7 （旧：神明宮） しんめいぐう 801 上山郷上分田野々村 山ノ沖（クボ屋敷） 山ノ沖 本村、阿川 310 無格社

185 25・8 （旧：住吉神社） すみよしじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 ウツケ藪（岡本） ウツケ藪 本村、阿川 310 無格社
186 25・9 （旧：島宮神社） しまみやじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 天神山（島宮） 天神山 南組８名 310 無格社
187 25・10 （旧：山津見神社） やまづみじん 801 上山郷上分田野々村 宮ノ谷山 宮ノ谷 本村、阿川 310 無格社
188 26 河内神社 かわうちじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 奥田 奥田 轟崎組 87 無格社

189 26・2
（旧：金刀比羅神
社） ことひらじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 横道（コメノハナ） 横道 葛籠川 107 無格社

190 26・3 （旧：天神社） てんじんしゃ 801 上山郷上分田野々村 天神駄馬（イチイ谷） 天神駄馬 轟崎組 87 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.199895/132.973795/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191887/132.971950/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.183806/132.971950/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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191 26・4 （旧：日室天神社）
ひむろてんじん
しゃ 801 上山郷上分田野々村 下谷山（藤山） 下谷山 葛籠川 107 無格社

192 27 河内神社 かわうちじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 西竹奈路山（比佐山） 西竹ノ奈路山 葛籠川 107 無格社

193 27・3 （旧：住吉神社） すみよしじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 ヲモダ山→住吉 住吉 葛籠川 107 無格社

194 27・4
（旧：金刀比羅神
社） ことひらじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 瀬里越山榎サコ 榎サコ 轟崎組 87 無格社

195 28 椴ノ木神社　※ もみのきじんじゃ 801 上山郷上分田野々村 樅ノ木 樅ノ木 樅ノ木 5 村社

220 44 河内神社 かわうちじんじゃ 802 上山郷上分瀬里村
ゴウロヲ（アギダ屋敷）
→ナカチヨ ゴウロヲ 瀬里 21 村社

221 45 天満宮 てんまんぐう 803 上山郷上分四手ノ川村 丸山 丸山 希ノ川 15 村社

219 43 金津風呂神社
かねつふろじん
じゃ 804 上山郷上分下岡村 松平山（下山口） 松平山 下岡 9 村社

217 42 河内神社 かわうちじんじゃ 805 上山郷上分上岡村 影平 影平 上岡 32 村社
218 42・4 （旧：音無神社） おとなしじんじゃ 805 上山郷上分上岡村 宮ノ前 宮ノ前 上岡 127 無格社
211 39 河内神社 かわうちじんじゃ 806 上山郷上分打井川村 宮ノ脇 宮ノ脇 打井川 64 村社
212 39・3 （旧：皇子宮） おうじぐう 806 上山郷上分打井川村 西ノ奈路 西ヶ奈路 下分 144 無格社
213 39・4 （旧：大元神社） おおもとじんじゃ 806 上山郷上分打井川村 ナシノキダバ（九郎） ナシノ木ダバ 下分 144 無格社
214 40 道文神社 どうぶんじんじゃ 806 上山郷上分打井川村 京殿 京殿 奥分 200 無格社
215 41 河内神社 かわうちじんじゃ 806 上山郷上分打井川村 宮ノ奈路山 宮ノ奈路山 奥分 村社
216 41・3 （旧：六十余社） ろくじゅうよしゃ 806 上山郷上分打井川村 横山（成川山） 横山 奥分 200 無格社

207 37 氷室天神社
ひむろてんじん
しゃ 807 上山郷上分上宮村 宮山 宮山 上宮 30 村社

208 37・2 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 807 上山郷上分上宮村 針木山 上宮 無格社
203 34 大元神社 おおもとじんじゃ 808 上山郷上分弘瀬村 イバ イバ 弘瀬 18 村社
204 34・4 （旧：白皇神社） しらおうじんじゃ 808 上山郷上分弘瀬村 宮ノ首（宮ノ谷） ミヤクビ 弘瀬 92 無格社
196 29 河内神社 かわうちじんじゃ 809 上山郷上分北ノ川村 東畝（東宮） 東畝 北ノ川 19 村社
197 29・3 （旧：弓場神社） ゆみばじんじゃ 809 上山郷上分北ノ川村 小森崎山（ヲゴシ） 小森崎山 北ノ川 110 無格社

198 29・4 （旧：山津見神社）
やまづみじん
じゃ 809 上山郷上分北ノ川村

丑松山（箭竹森・やた
けもり） 丑松山 北ノ川 4 無格社

199 30 枝林神社
えだはやしじん
じゃ 809 上山郷上分北ノ川村 エダ林谷本山 谷本山 枝林 4 村社

206 36 氷室天神社
ひむろてんじん
しゃ 810 上山郷上分市ノ又村 池田 池田 市ノ又 11 村社

200 31 弓場神社 ゆみばじんじゃ 811 上山郷上分烏手村 宮ノ越 宮ノ越 烏手 13 村社
201 32 河内神社 かわうちじんじゃ 812 上山郷上分相佐礼村 ハナマイ ハナマイ 相去 24 村社
202 33 轟神社 とどろきじんじゃ 812 上山郷上分相佐礼村 轟山（東又） 轟山 相去 141 無格社
209 38 河内神社 かわうちじんじゃ 813 上山郷上分芳ノ川村 向イ宮（宮ノナロ） 向イ宮 芳川 村社
210 38・3 （旧：森ノ神社） もりのじんじゃ 813 上山郷上分芳ノ川村 宮ノナロ（森宮） 宮ノ奈路 芳川 109 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.159415/132.949290/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.197525/132.972379/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.182154/132.983580/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.172312/132.988343/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.185279/133.001690/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.180789/133.015423/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.175078/133.029413/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.144684/133.057609/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.143678/133.059840/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.178742/133.045292/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.172635/133.054476/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191133/133.049583/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195442/133.036709/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195694/133.058081/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.210560/133.052201/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213217/133.010573/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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236 55 河内神社 かわうちじんじゃ 814 上山郷下分江師村 村中山 村中山 江師 51 村社
237 55・5 （旧：山津見神社） やまづみじん 814 上山郷下分江師村 山神越（川ノ内） 山神越 江師 239 無格社
238 55・6 （旧：水神社） みずじんじゃ 814 上山郷下分江師村 梼谷 ユス谷 江師 239 無格社
239 55・7 （旧：王本神社） おうもとじんじゃ 814 上山郷下分江師村 西谷（北屋敷） 西ノ谷 江師 239 無格社

240 55・8
（旧：金刀毘羅神
社） ことひらじんじゃ 815 上山郷下分小石村 スゲノサコ スゲノサコ 小石 12 無格社

222 46 河内神社 かわうちじんじゃ 816 上山郷上分西ノ川村 大田大丸 大田大丸 西ノ川 15 村社
228 49 天満宮 てんまんぐう 817 上山郷上分大奈路村 中宮原 宮原 大正大奈路 42 村社
229 49・9 （旧：大倉神社） おおくらじんじゃ 817 上山郷上分大奈路村 東ノ畝 東ノ畝 八足谷組 89 無格社
230 49・11 （旧：地主神社） じぬしじんじゃ 817 上山郷上分大奈路村 小味ツ山 コミツ山 古味野々 30 無格社
223 47 河内神社 かわうちじんじゃ 818 上山郷上分中津川村 向ヒノ宮 向イ宮 大正中津川 30 村社
224 47・2 （旧：大元神社） おおもとじんじゃ 818 上山郷上分中津川村 岡ノ越 岡ノ越 大正中津川 176 無格社
225 47・3 （旧：日吉神社） ひよしじんじゃ 818 上山郷上分中津川村 カタノ畝 タカノ畝 森ガ内 176 無格社
226 48 （旧：厳島神社） いつくしまじん 818 上山郷上分中津川村 東峯山（成川口） 東峯山 大正中津川 176 無格社

227 48・2 （旧：熊野神社） くまのじんじゃ 818 上山郷上分中津川村 畝ノ鼻 畝ノ鼻 大正中津川 177 無格社
241 56 河内神社 かわうちじんじゃ 819 上山郷下分木屋ケ内 松葉山 松葉山 木屋ケ内 28 村社
242 57 日吉神社 ひよしじんじゃ 819 上山郷下分木屋ケ内 杉ノ畝 杉ノ畝山 木屋ケ内 27 無格社
243 58 八幡宮 はちまんぐう 819 上山郷下分木屋ケ内 上ミハゴノ瀬 上ミハゴノ瀬 木屋ケ内 188 無格社
244 58・2 （旧：王本神社） おうもとじんじゃ 819 上山郷下分木屋ケ内 赤岩森 木屋ケ内 27 無格社

245 59 春日神社 かすがじんじゃ 820 上山郷下分下道村 宮串山 宮ノクシ山 下道 15
246 60 王本神社 おうもとじんじゃ 820 上山郷下分下道村 風呂ノ谷 風呂ノ谷 下道 76 無格社
231 50 仁井田神社 にいだじんじゃ 821 上山郷上分下津井村 カケノハタ カケノハタ 下津井 44 村社

232 51 住吉神社 すみよしじんじゃ 821 上山郷上分下津井村 カンジキ（才能て） カンジキ 下津井 236 無格社
233 52 海津見神社 わだつみじん 821 上山郷上分下津井村 城ヶ森 城ヶ森 下津井 236 無格社
234 53 海津見神社 わだつみじん 821 上山郷上分下津井村 七郎谷（船ノ瀬） 七郎谷 下津井 236 無格社
235 54 舩ノ瀬神社 ふなのせじん 821 上山郷上分下津井村 船ノ瀬 船ノ瀬 開発者七郎 236 無格社

326 116 河内神社 かわうちじんじゃ 901 上山郷下分黒川村 下ノ木→下モヲキ 下モ木 里川 27 村社
327 118 山津見神社 やまづみじん 901 上山郷下分黒川村 カミ田 里川 27 無格社

324 113 河内神社 かわうちじんじゃ 902 上山郷下分浦越村
木屋敷（宮ノ瀬上）→
アンノ谷） アンノ谷 浦越 22 村社

325 115 六十余社 ろくじゅうよしゃ 902 上山郷下分浦越村 アシノ谷山（庵谷） アンノ谷 浦越 22 無格社
321 110 河内神社 かわうちじんじゃ 903 上山郷下分茅吹手村 新谷タニ 新谷タニ 茅吹手 18 村社
322 111 山津見神社 やまづみじん 903 上山郷下分茅吹手村 モリ→大峯山 大峰山 茅吹手 18 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.217346/132.973237/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213612/132.973452/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213612/132.973452/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.228080/132.977958/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.231706/132.982550/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.265694/132.990146/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.242367/132.980962/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.261782/132.959032/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.293248/132.938991/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.290772/132.940836/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.186464/132.947402/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#16/33.200461/132.948174/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216915/132.929249/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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323 112 大元神社 おおもとじんじゃ 903 上山郷下分茅吹手村
大峰山（大元山・萩ノ
畝）→大畑 大畠 浦越 22 無格社

319 107 河内神社 かわうちじんじゃ 904 上山郷下分津賀村 宮ノ谷 宮ノ谷 津賀 14 村社
320 109 琴平神社 ことひらじんじゃ 904 上山郷下分津賀村 古賀谷 古家谷 津賀 14 無格社

314 96 河内神社 かわうちじんじゃ 905 上山郷下分野々川村 中オコチ（宮ノ奈路） 奥分 22 村社
315 98 河内神社 かわうちじんじゃ 905 上山郷下分野々川村 谷口ノ上→宮上 宮ノ上ヘ 口分 11 村社
316 100 山津見神社 やまづみじん 905 上山郷下分野々川村 一ノ又 一ノ又 村内２２戸 24 無格社
317 101 金刀毘羅神社 ことひらじんじゃ 905 上山郷下分野々川村 下屋敷 シモヤシキ 村内２３戸 無格社

299 69 三島神社 みしまじんじゃ 906 上山郷下分四手村 沖又山 仲又山
昭和・大井川・
野々川 490 郷社

300 73 炎神社 おのおじんじゃ 906 上山郷下分四手村 炎谷 炎谷 昭和（四手） 72 村社
301 76 八坂神社 やさかじんじゃ 906 上山郷下分四手村 仲又山（城森） 仲又山 72 無格社
302 78 河内神社 かわうちじんじゃ 906 上山郷下分四手村 宮ノ谷（北ノ川宮ヶ谷） 宮ノ谷 昭和 72 無格社
303 80 星神社 ほしじんじゃ 906 上山郷下分四手村 中畝（四手崎） 中畝 17 無格社
318 105 河内神社 かわうちじんじゃ 906 上山郷下分轟村 上ミヤシキ（鷹野山） 上ミ屋敷 轟 14 無格社

304 81
大井河神社（旧：
仁井田神社）

おおいがわじん
じゃ（にいだじん
じゃ） 907 上山郷下分大井川村 宮添→中串 中串 大内西分 102 村社

305 83 （旧：河内神社） かわうちじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 新開（宮ノ窪） 新開 東分 102 村社

306 85 （旧：又口神社） またくちじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 又口（又口山） 又口 西方鎮祀地名 102 無格社

307 87 （旧：岡神社） おかじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 竹窪 竹窪 東方鎮祀地名 102 無格社

308 89 （旧：沖神社） おきじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 曽利（沖山） 曽利 北方鎮祀地名 102 無格社

309 90 （旧：大本神社） おおもとじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 大本 大本 南方鎮祀地名 102 無格社

310 91 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 寿徳（竹ノワキ） 寿徳 村内５５戸 32 無格社

311 93 （旧：神明宮） しんめいぐう 907 上山郷下分大井川村 松原 松原 102 無格社

312 94 （旧：八幡宮） はちまんぐう 907 上山郷下分大井川村 西田 西田林 102 無格社
313 95 奥内神社 おくうちじんじゃ 907 上山郷下分大井川村 沖ノ社 21 村社

358 165 河内神社 かわうちじんじゃ 908 上山郷下分細々村 カワチ山 カワチ山 河内 32 村社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.227254/132.924700/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191061/132.905731/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.189014/132.899680/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191061/132.905731/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.222193/132.895088/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.222193/132.895088/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216987/132.907534/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213971/132.884681/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213971/132.884681/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.218531/132.867773/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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359 167 山都見神社 やまづみじん 908 上山郷下分細々村 イラズ山 イラズ山 河内 32 無格社

360 168 （旧：若宮神社）
わかみやじん
じゃ 908 上山郷下分細々村

飛地ノ下モ（ヤナギノ
本ノ上） 飛地ノ下モ 32 無格社

361 169 （旧：鷺神社） さぎじんじゃ 908 上山郷下分細々村 松サコ 松サコ 32 無格社

328 120 曾我神社 そがじんじゃ 909 上山郷下分小野村
ソガノ森（タカ山）→寺
屋式 寺屋式 小野 42 村社

329 124 （旧：八幡宮） はちまんぐう 909 上山郷下分小野村 ヲヲツヘ山 大ツヘ山 小野 42 無格社

330 125 八坂神社 やさかじんじゃ 909 上山郷下分小野村
寺中（ヌタクボ）→寺屋
敷 寺屋敷 小野 42 無格社

331 128 大山津見社
おおやまづみ
しゃ 909 上山郷下分小野村

ヲカゴゼン（キノク山）
→ヲケゴゼン ヲケゴデン 小野 42 無格社

332 129 琴平神社 ことひらじんじゃ 909 上山郷下分小野村
ヨセカ谷（城山）→ヨセ
ゲ谷 與セゲ谷 小野 42 無格社

333 131 天神宮 てんじんぐう 909 上山郷下分小野村 白王神田（ナベタ子） 白皇神田 小野 2 無格社
334 132 白鬚神社 しらひげじんじゃ 909 上山郷下分小野村 ヨセガ谷（シラヒゲ谷） 與セゲ谷 小野 13 無格社
335 133 八幡宮 はちまんぐう 909 上山郷下分小野村 大ツエ山 大ツエ山 小野 42 無格社
336 134 天神宮 てんじんぐう 910 上山郷下分久保川村 天神免（天神越） 天神免 久保川 35 村社

337 138 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 910 上山郷下分久保川村
琴平ノ下タ（コンヒラ
山） 琴平ノ下タ

久保川・河内６２
戸 35 無格社

338 139 （旧：山都見神社） やまづみじん 910 上山郷下分久保川村 丑ノダバ ウシノダバ 久保川 35 無格社
339 140 （旧：嶌野神社） しまのじんじゃ 910 上山郷下分久保川村 川奥（島山） 川奥 久保川 35 無格社
340 142 （旧：海津見神社） わだつみじん 910 上山郷下分久保川村 小椎尾（シタソ） 小椎尾 久保川 35 無格社

341 143 山都見神社
やまづみじん
じゃ 910 上山郷下分久保川村 ヨコワラビ（ハゲタキ） ヨコワラビ 久保川 35 無格社

342 145 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 910 上山郷下分久保川村 ギヲンヤシキ（日ノ地 キヲンヤシキ 久保川 35 無格社
343 147 尾崎神社 おざきじんじゃ 910 上山郷下分久保川村 松ヶハナ（尾崎森） 松ヶハナ 久保川 2 無格社

344 148 隠谷神社
かくれだにじん
じゃ 910 上山郷下分久保川村

カクレサコ（ゲンジカ
谷） カクレサコ 3 村社

345 149 黄幡神社 おうばんじんじゃ 911 上山郷下分大道村 ハチガヲイ（ヲヲバン ハチガヲイ 口分 29 村社
346 151 河内神社 かわうちじんじゃ 911 上山郷下分大道村 ナロ（道ノ下） ナロ 奥分 37 村社
347 154 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 911 上山郷下分大道村 ナロ（タキヤブ） ナロ 37 無格社

348 155 （旧：大氏神社） おおうじじんじゃ 911 上山郷下分大道村 タカノ（ヲヲウジ） タカノ 大道 37 無格社
349 156 （旧：大刀神社） おおだちじんじゃ 911 上山郷下分大道村 ヲヲダチ ヲヲダチ 大道 37 無格社
350 157 （旧：白皇神社） しらおうじんじゃ 911 上山郷下分大道村 下モツウ（コエトノミヤ） 下モウヅ 大道 6 無格社
351 158 （旧：稲荷神社） いなりじんじゃ 911 上山郷下分大道村 モリ モリ 大道 6 無格社
352 159 （旧：大本神社） おおもとじんじゃ 911 上山郷下分大道村 カトロ（クサギヤブ） カトロ 大道 29 無格社
353 160 （旧：森野神社） もりのじんじゃ 911 上山郷下分大道村 ヒミチ（モリ） ヒミチ 大道 29 無格社
354 161 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 911 上山郷下分大道村 久保 久保 大道 29 無格社

355 162 （旧：山都見神社）
やまづみじん
じゃ 911 上山郷下分大道村

サクラガホリ（カルヤグ
チ） サクラガホリ 29 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#16/33.230028/132.870208/&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#16/33.230028/132.870208/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.231849/132.877622/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.243120/132.893887/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.267344/132.881033/&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.284853/132.889230/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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連番
原本
頁

神社名 カナ
地区
コード

村名 字・鎮座地 現在の字名 信徒集落 氏子 社格

356 163 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 911 上山郷下分大道村 那呂畑（ナラバタ） ナ呂畑 大道 29 無格社
357 164 大社神社 たいしゃじんじゃ 911 上山郷下分大道村 クリノキ クリノキ 29 無格社
247 1 天満宮 てんまんぐう 912 上山郷下分大野村 松ノ越 松ノコエ 十川 89 村社
248 3 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 912 上山郷下分大野村 畠ヶ谷 畠ヶ谷 白井川・横臼 21 無格社
249 4 八幡宮 はちまんぐう 912 上山郷下分大野村 八幡ノ前 八幡ノ前 横臼 9 無格社
250 5 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 912 上山郷下分大野村 トビノコ トビノコ 十川 89 無格社
251 6 神明宮 しんめいぐう 912 上山郷下分大野村 井ノヲク（松ノ越） 井ノヲク 十川 89 無格社
252 7 星神社 ほしじんじゃ 912 上山郷下分大野村 小貝谷 小貝谷 十川郷 548 郷社
253 10 河内神社 かわうちじんじゃ 912 上山郷下分大野村 宮ノ口 宮ノ口 十川 13 無格社
254 11 星神社 ほしじんじゃ 912 上山郷下分大野村 宮ノヒラ 宮ノヒラ 十川（谷本） 12 無格社
255 12 （旧：八坂神社） やさかじんじゃ 912 上山郷下分大野村 松木 十川 89 無格社

256 13 白皇神社 しらおうじんじゃ 912 上山郷下分大野村 ツエダバ ツエダバ 7 無格社
257 14 木野神社 きのじんじゃ 912 上山郷下分大野村 コノヅラ コノ 2 村社
258 15 伊勢神社 いせじんじゃ 912 上山郷下分大野村 イセノダバ イセノダバ 白井川 12 無格社
284 49 黄幡神社 おうばんじんじゃ 913 上山郷下分戸川村 黄幡 黄幡 戸川 81 村社

285 50 日吉神社 ひよしじんじゃ 913 上山郷下分戸川村 日吉 日吉 戸川 81 無格社
286 52 河内神社 かわうちじんじゃ 913 上山郷下分戸川村 白王山 白皇山 戸川 81 無格社
287 54 天満宮 てんまんぐう 913 上山郷下分戸川村 上屋敷 上屋式 戸川 81 無格社
288 55 神明宮 しんめいぐう 913 上山郷下分戸川村 石ノ子 石ノ子 戸川 81 無格社
289 56 八幡宮 はちまんぐう 913 上山郷下分戸川村 若林 若林 戸川 25 無格社

267 26 八幡宮 はちまんぐう 914 上山郷下分烏村 又口山 又口山 古城 110 村社

268 28 白皇神社 しらおうじんじゃ 914 上山郷下分烏村 上ミソ子 上ミソ子 古城 110 無格社
269 31 山祗神社 やまづみじん 914 上山郷下分烏村 カマギリ山 カマキリ山 古城 110 無格社
270 32 八坂神社 やさかじんじゃ 914 上山郷下分烏村 中尾ノウ子 中尾ノウ子 古城 20 無格社
271 33 八坂神社 やさかじんじゃ 914 上山郷下分烏村 上エコマエ 上エコゴエ 古城 14 無格社
272 34 八坂神社 やさかじんじゃ 914 上山郷下分烏村 ハヒノヒラ ハゴノヒラ 古城 7 無格社
273 35 須賀神社 すがじんじゃ 914 上山郷下分烏村 マトバ マトバ 古城 110 無格社
274 36 金刀比羅神社 ことひらじんじゃ 914 上山郷下分烏村 上ミソ子 上ミソ子 古城 110 無格社
275 38 山祗神社 やまづみじん 914 上山郷下分烏村 中山 中山 山瀬・追和（手 44 無格社
276 39 海津見神社 わだつみじん 914 上山郷下分烏村 ヲトナシ ヲトナシ 山瀬 20 無格社

277 40 厳島神社
いつくしまじん
じゃ 914 上山郷下分烏村 中カアラ 中カアラ 古城 40 無格社

259 16 八幡宮 はちまんぐう 915 上山郷下分地吉村 八幡山 八幡山 地吉 113 村社

260 18 白皇神社 しらおうじんじゃ 915 上山郷下分地吉村 新家 地吉 113 無格社
261 20 森野神社 もりのじんじゃ 915 上山郷下分地吉村 イセキノ上 イセキノ上 地吉 113 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.245525/132.859962/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.236193/132.861893/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.228547/132.852280/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.239172/132.862473/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.253600/132.851722/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.249114/132.850006/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.249796/132.825887/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.256292/132.829621/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.254390/132.809150/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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連番
原本
頁

神社名 カナ
地区
コード

村名 字・鎮座地 現在の字名 信徒集落 氏子 社格

262 21 神明宮 しんめいぐう 915 上山郷下分地吉村 ヒナロ山 ヒナロクチ 地吉 無格社
263 22 山津見神社 やまづみじん 915 上山郷下分地吉村 石亀ノ下 石亀ノ下 奥組 58 無格社
264 23 金刀比羅神社 ことひらじんじゃ 915 上山郷下分地吉村 ウヅノタキ山 ウヅノタキ 地吉 113 無格社
265 24 海津見神社 わだつみじん 915 上山郷下分地吉村 ジリクミ山 ジリクミ 地吉 113 無格社
266 25 八幡宮 はちまんぐう 915 上山郷下分地吉村 椴木山 椴ノ木 地吉 27 無格社
278 41 八坂神社 やさかじんじゃ 916 上山郷下分川口村 フタエ フタエ 十和川口 57 村社
279 44 常盤神社 ときわじんじゃ 916 上山郷下分川口村 津賀ノ川山 津賀ノ川山 十和川口 57 無格社
280 45 星神社 ほしじんじゃ 916 上山郷下分川口村 ヲヲヒラ ヲヲヒラ 十和川口（吹藪） 18 無格社
281 46 琴平神社 ことひらじんじゃ 916 上山郷下分川口村 笹ガタヲ ササカタヲ 十和川口（梁瀬） 57 無格社
282 47 美代木神社 みよきじんじゃ 916 上山郷下分川口村 イ子ガ谷 十和川口（今成） 4 無格社
283 48 星神社 ほしじんじゃ 916 上山郷下分川口村 ドヲセン ドヲセン 十和川口（今成） 3 無格社
298 66 河内神社 かわうちじんじゃ 917 上山郷下分廣瀬村 クボハタ（宮ノクボ） クボ畠 広瀬 37 無格社

298 66 八坂神社 やさかじんじゃ 917 上山郷下分廣瀬村 クボハタ（宮ノクボ） クボ畠 広瀬 37 村社
290 57 八坂神社 やさかじんじゃ 918 上山郷下分井﨑村 一ノ又口 一ノ又口 井﨑（実弘） 64 村社
291 58 （旧：河内神社） かわうちじんじゃ 918 上山郷下分井﨑村 一ノ又口 一ノ又口 井﨑（実弘） 64 無格社
292 59 （旧：琴平神社） ことひらじんじゃ 918 上山郷下分井﨑村 長田ウ子 ナガタ 井﨑 64 無格社
293 60 神明宮 しんめいぐう 918 上山郷下分井﨑村 フルアン フルアン 井﨑 64 無格社
294 61 大元神社 おおもとじんじゃ 918 上山郷下分井﨑村 三ノ又口 三ノ又口 相後 19 無格社
295 62 山津見神社 やまづみじん 918 上山郷下分井﨑村 三又口 三ノ又口 64 無格社
296 63 天満宮 てんまんぐう 918 上山郷下分井﨑村 宮地 宮地 井﨑（保喜） 64 無格社

297 65 日吉神社 ひよしじんじゃ 918 上山郷下分井﨑村 宮ノ本 宮ノモト 柳瀬 16 無格社

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.226321/132.836316/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.209555/132.849019/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.209555/132.849019/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.204348/132.846680/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195478/132.859812/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.218674/132.849705/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216412/132.826273/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

1 三熊野神社

4 恵美須神社

5 琴平神社

7 惣河内神社
43 瀧山神社
9 三熊野神社

12 春日神社

15 琴弾八幡宮

71 檜原神社
75 河内神社
16 天満宮
21 金上野神社
24 成川神社
26 伊豆山神社
27 大本神社

34
須賀神社（旧：見
附神社）

35 天満宮
37 大元神社

39 神原神社

40 礫石神社
42 八幡宮
48 六十余社
51 富瓊比干神社
59 日吉神社

64 厳島神社
66 天神宮

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

産土神

伊邪那岐神（いざなぎ）
天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）
月夜見神（つくよみ） 「窪川」は窪川郷上番窪川村。現在は大字 1671
大国主命（おおくにぬし）
事代主命（ことしろぬし）ほか

総鎮守
大国主命（おおくにぬし）
大海津見神（おおわたつみ）ほか 1632

鎮守神
天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね）

窪川・見附・金上野・西原・神ノ西・根々崎・根
元原・大奈路・平串 1712

産土神 磯城姫命（いそしろのくわしひめ） 2583
産土神 紀州熊野祭神

産土神

建甕槌神（たけみかづち）
経津主神（ふつぬし）
天児屋根神（あめのこやね）ほか 1641

日本建命（やまとたける） 字名変更

産土神
天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね） 字名変更 1656

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 字名変更 1717
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1680
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう）
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 1679
崇敬神 大山祇神（おおやまつみ）
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 1669

産土神 素戔男尊（すさのお） 見附神社を須賀神社に訂正 1670
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1675
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 字名変更 1720

崇敬神 未詳 1719

産土神 未詳 子々崎村。大字子々崎。字名変更 1718
氏神 未詳 字名変更
産土神 六十余州一宮 仁井田郷 1678
崇敬神 小倉少助政平霊（おぐらしょうすけ）
産土神 大山咋神（おおやまくい） 2585

崇敬神

奥津島姫神（おきつしまひめ）
中津島姫神（なかつしまひめ）
辺津島姫神（へつしまひめ）

産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1693
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原本
頁

神社名

81 白皇神社
83 三島神社
　 高岡神社

166 大三島神社

168 春日神社
171 大井神社
173 羽衣神社

176 河内神社

179 河内神社
45 春日神社

47 竈戸神社

180 檜生原神社
183 河内神社
186 河内神社
189 音無神社

192 秋丸神社
195 月弓神社
196 野地神社
198 天一神社
199 河内神社

35 折合三所神社

1 三熊野神社

2 川口神社
3 島神社

4 （旧：白皇神社）
12 賀茂神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

産土神
大貴己神（おおなむち）
少彦那神（すくなひこな） 1666

産土神 大山祇神（おおやまつみ） 1665
大宮今大神中之宮今宮森之宮 字名変更 1617

産土神 大山祇命（おおやまつみ） 仁井屋田上を仁井田屋上に訂正。字名変更 1657

産土神

武甕槌命（たけみかづち）
経津主命（ふつぬし）
天児屋根命（あめのこやね）ほか

向山を後山に変更、その後ウシロ山へ字名
変更 2574

産土神 未詳 1695
産土神 未詳 字名変更 1659

産土神
天津彦根命（あまつひこね）
活津彦根命（いくつひこね） 字名変更 1638

産土神
天津彦根命（あまつひこね）
活津彦根命（いくつひこね） 字名変更

産土神 春日神社神 字名変更 1655
興津彦命（おきつひこ）
興津姫命（おきつひめ）
火産霊命（ほむすび）

産土神 天津彦根命（あまつひこね） 字名変更 1652
産土神 天津彦根神（あまつひこね） 1662
産土神 天津彦根命（あまつひこね） 字名変更 1653
産土神 味耜高彦根命（あじすきたかひこね） 字名変更 1654

産土神
天都彦根命（あまつひこね）
活都彦根命（いくつひこね） 字名変更 1661
月弓命（つくよみ） 字名変更

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 字名変更 2577
天目一箇神（あめのまひとつ）

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 字名変更 1660

産土神 未詳（市許島姫命） 1651

産土神

伊邪那岐命（いざなぎ）
天照大神（あまてらすおおかみ）
月夜見神（つくよみ） 1663

産土神 素戔嗚命（すさのお）
神社明細帳には「当村ノ内本在家部落」とあ
るが、「下川口」は柳瀬

産土神 大山積神（おおやまつみ） 字名変更 1625

崇敬神
大己貴神（おおなむち）
少名彦名神（すくなびこな）

神社明細帳には「当村ノ内柳瀬部落」とある
が、「荒谷」は本在家

産土神 別雷神（わけいかづち） 1635
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原本
頁

神社名

13 日吉神社
14 須賀神社

5 氷室天神

6 竈戸神社

7 大山祗神社
21 六十余社

22 河内神社
23 天満宮

19 （旧：河内神社）

20
白河神社（旧：白
皇神社）

26 六拾余社
27 河内神社

28 熊野神社
29 （旧：大本神社）

24 六十余尊神社

25 河内五所神社

17 河内神社
18 （旧：多喜神社）

15 北野川神社
16 高加茂神社
8 八坂神社
9 三滝神社
10 池野神社

11 八坂神社
1 三島神社

2 （旧：三熊野神社）

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

産土神 大山咋神（おおやまくい） 1634
産土神 素戔嗚命（すさのお） 1633

崇敬神 彦穂穂出見命（ひこほほでみ）
村社須賀神社が氷
室天神へ遷祭

崇敬神
澳津彦神（おきつひこ）
澳津姫神（おきつひめ）

崇敬神 大山積命（おおやまつみ）
産土神 六十六国一宮所祭神

産土神
天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね） 1650

産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1690

産土神
天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね）

産土神
大己貴神（おおなむち）
少彦名神（すくなびこな） 1648

産土神 六十六国一宮所祭神 1645
産土神 天津彦根神（あまつひこね） 1646

産土神

伊邪那岐命（いざなぎ）
天照大神（あまてらすおおかみ）
月夜見神（つくよみ） 1649

崇敬神 天御中主神（あめのみなかぬし） 熊野神社へ合祭

産土神 未詳 1644

産土神 水速女神（みずはやのめ） 1643

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 多喜神社 1642
未詳 河内神社へ合祭

産土神
天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね） 1677

崇敬神 未詳 1686
産土神 素戔嗚命（すさのお）
産土神 不詳 1636
産土神 水速女神（みずはやのめ） 1639

崇敬神 素戔嗚命（すさのお）
神社明細帳には「当村ノ内越行部落」とある
が、「柳木尾」は西影山

産土神 大山祇神（おおやまつみ） 字名変更 1627
伊邪那岐神（いざなぎ）
天照大神（あまてらすおおかみ）
須佐之男神（すさのお） 三島神社へ合祭

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.300852/133.175926/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

3 白王神社

4 （旧：琴平神社）
5 六拾余社

6 （旧：星神社）
7 河内神社
8 河内神社
9 森神社
10 大本神社
11 （旧：杉本神社）

12 大山野神社
13 埋神社
14 （旧：三日月神社）
15 神明宮
16 河内神社
17 和霊神社
17 大山神社
18 長山霊社

19 恵美須神社
20 山之神社
21 三日月神社
22 海津見神社

23 白皇神社
24 琴平神社

25 西宮神社
26 嶋神社
27 天神宮
28 若宮神社
31 天満宮

32 三熊野神社

30 立山神社
29 音無神社
33 大元神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

大汝命（おおなむち）
大物主神（おおものぬし）
崇徳天皇 三島神社へ合祭

産土神 六十余州一宮所祭神 字名変更 1628
天津甕星（あまつみかほし）
天乃香香背雄（あめのかがせお） 六拾余社へ合祭

産土神 天津彦根命（あまつひこね） 1630
天津彦根命（あまつひこね） 1631

崇敬神 大山祇神（おおやまつみ）
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 字名変更 1629

大国主神（おおくにぬし） 大本神社へ合祭

産土神 大山積神（おおやまつみ） 床鍋～神有７カ村の崇敬神 1692
未詳
月弓神（つくよみ） 神明宮へ合祭
天照皇大神（あまてらすすめおおかみ） 2588

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 現在は字汢岡山の集会所に隣接し鎮座 1713
宇和島山部某霊 1640
大山祇命（おおやまつみ）
長山某霊
大国主神（おおくにぬし）
事代主神（ことしろぬし）
大山積命（おおやまつみ）

産土神 月弓命（つくよみ） 2586
産土神 大綿積神（おおわたつみ） 1626

産土神
大汝神（おおなむち）
小汝神（） 1676

崇敬神 崇徳天皇
大国主命（おおくにぬし）
事代主命（ことしろぬし）

産土神 未詳 2573
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1708

未詳（吉村某霊）
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1715

伊邪那岐神（いざなぎ）
天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）
月夜見神（つくよみ）

産土神
伊邪那岐神（いざなぎ）
伊邪那美神（いざなみ） 1716

産土神 阿遅鋤高彦根命（あじすきたかひこね） 1710
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 1691

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.300888/133.175926/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.288046/133.151808/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.297588/133.159575/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.306985/133.149190/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.278180/133.153052/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.266698/133.170562/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.267595/133.173652/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.258337/133.166614/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.258337/133.166614/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

34 山祗神社
35 八坂神社

36 竈戸神社
37 山神社
38 七人霊社

39 三熊神社遥拝所
40 黒石神社
82 日吉神社

83 白皇神社
76 島神社

77 三熊神社

78 竈戸神社
79 大元神社

80 稲荷神社
81 山之神社

74 白皇神社
75 （旧：須賀神社）
72 鷣神社
73 神明宮

70 岩谷神社

66 海津見神社
67 （旧：神明神社）

68 遠山天神社

69 住吉神社
62 判官神社
63 （旧：神明宮）
64 道竝神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

大山津見神（おおやまつみ）
産土神 建速須佐之男命（たてはやすさのお） 1664

奥津彦神（おきつひこ）
奥津姫神（おきつひめ）
大山祇神（おおやまつみ）
井上左京大夫ほか5名霊

産土神 未詳（須佐之男命） 2576
産土神 大山咋神（おおやまくい） 2584

国作大己貴命（くにつくりおおなむち）
少名彦名神（すくなびこな）

産土神 未詳（伊予都彦神・伊予都姫神） 明細帳には「篠山」とある 1623
伊弉諾神（いざなぎ）
天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）
月続神（つくよみ）
奥津彦神（おきつひこ）
奥津姫神（おきつひめ）
天御中主神（あめのみなかぬし） か？

産土神

宇賀能王魂神（うかのみたま）
猨田彦神（さるたひこ）
大田神 2575
大山積神（おおやまつみ）

産土神
大己貴神（おおなむち）
少産名神（すくなひこ） 1703

崇敬神 建速須佐之男神（たてはやすさのお） 白皇神社へ合祭
産土神 未詳 2578

天照皇大神宮（てんしょうこうたいじんぐ

産土神
伊勢外宮
大山咋神（おおやまくい） 1709

産土神 海津見神（わたつみ）
数神の村社は数家
の誤記載では 1674

皇大神（すめおおかみ） 海津見神社に合祭

産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1673

崇敬神

底筒男神（そこつつのお）
中筒男神（なかつつのお）
上筒男神（うわつつのお）

産土神 源九郎判官義経霊 1647
崇敬神 天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）

松澤善兵衛霊
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原本
頁

神社名

65 熊野神社遥拝所
60 河内神社

61
八坂神社（旧：影
野地神社）

56 平守神社

57 （旧：河内神社）

58 （旧：住吉神社）
59 長野神社
55 嶋神社
49 大元神社
50 （旧：快神社）

51 槿花天神宮

52 （旧：海津見神社）

53 （旧：竈戸神社）

54 熊野神社

44 北野天満宮

45 （旧：埴安神社）
45 （旧：竈戸神社）
46 （旧：山祗神社）

47
金刀比羅神社遥
拝所

48 飯盛神社
41 志和峯神社
42 （旧：峠神社）
43 （旧：日吉神社）
94 須賀神社
95 大本神社
96 （旧：白皇神社）

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

産土神 天津彦根神（あまつひこね） 1667

産土神 未詳（須佐之男命） 2581
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 1696

天津彦根神（あまつひこね）
活津彦根神（いくつひこね）
底筒男神（そこつつのお）
中筒男神（なかつつのお）
表筒男神（うわつつのお）

産土神 須佐之男命（すさのお） 2579
産土神 伊予津彦神（いよつひこ） 1658
産土神 天御中主神（あめのみなかぬし） 1714

未詳

萬御領霊
豊玉彦神（とよたまひこ）
表津海童神（うはつわたつみ）
中津海童神（なかつわたつみ）
奥津彦神（おきつひこ）
奥津姫神（おきつひめ）

惣鎮守

泉津解男神（よもつことさかのおの）
伊邪那美神（いざなみ）
月弓命（つくよみ）

弘見・大久保・黒石・飯野川・新在家・平野・
道徳・奈路・神野々・数家・八千数・親ヶ内・
本堂

産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 2580
埴安彦神（はにやすひこ）
埴安姫神（はにやすひめ） 北野天満宮へ合祭
迦具突智神（かぐつち） 北野天満宮へ合祭
大山津見神（おおやまつみ）

惣原兵衛官能院霊
産土神 天津彦根命（あまつひこね） 1697

大山祇神（おおやまつみ）
大山咋神（おおやまくい）

崇敬神 須佐之男命（すさのお） 2582
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
崇敬神 少名彦名命（すくなびこな） 大山祇神社へ合祭 1699



高知県神社明細帳（四万十町分）

2017/8/17 20/26 四万十町地名辞典付属資料

原本
頁

神社名

97 大山祗神社

84 天満宮
85 諏訪神社
86 白皇神社
87 大本神社
88 志和霊社
89 稲荷神社

90 恵美須神社
91 神母神社
92 琴平神社
93 神明宮

65 八幡宮
66 熊野神社

73 水神社
78 天神宮
79 （旧：目倉神社）
80 海津見神社

83
八坂神社（旧：伴
内神社）

24 皇子宮

24.3 （旧：竈戸神社）

25 熊野神社
25・7 （旧：神明宮）

25・8 （旧：住吉神社）
25・9 （旧：島宮神社）
25・10 （旧：山津見神社）

26 河内神社

26・2
（旧：金刀比羅神
社）

26・3 （旧：天神社）

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

崇敬神
大山都美命（おおやまつみ）
少彦名命（すくなびこな）

総鎮守 菅原道真公（すがわらのみちざねこう）
志和・矢井賀・小鶴津・大鶴津・志和峰・与津
地・藤の川・志和分 1624

崇敬神 猛御名方大神（たけみなかた） 1707
崇敬神 少名彦名命（すくなびこな）

大山積神（おおやまつみ）
崇敬神 志和氏各霊

倉稲魂命（うかのみたま） 1702

崇敬神
大国主神（おおくにぬし）
事代主神（ことしろぬし） 1698

崇敬神 倉稲魂命（うかのみたま）
讃州琴平神社同神
天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）

総鎮守
応神天皇（おうじんてんのう）
田心姫神（たごりひめ）ほか 元慶二戌年（878年）月日未詳 1622
伊弉冊命（いざなみ） 1706
罔象女命（みつはのめ）
市杵島姫命（いちきしまひめ）
菅原公（すがわらこう）
未詳 海神見神社へ合祭

崇敬神 三少童命（わたつみ） 底津少童命・中津少童命・表津少童命 1668

産土神 未詳
伴内神社を八坂神
社に訂正 1721

崇敬神 未詳 1784

崇敬神
澳津彦神（おきつひこ）
澳津姫神（おきつひめ） 皇子宮へ合祭

総鎮守神

事解之男命（ことさかのお）
伊邪那美命（いざなみ）
速玉之男命（はやたまのお） 1732

崇敬神 豊宇気姫命（とようけびめ） 皇子宮へ合祭

崇敬神

底筒之男命（そこつつのお）
中筒之男命（なかつつのお）
上筒之男命（うわつつのお） 皇子宮へ合祭

崇敬神 未詳 皇子宮へ合祭
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ） 皇子宮へ合祭
崇敬神 未詳 1729

崇敬神 大物主命（おおものぬし） 河内神社へ合祭
崇敬神 少名彦命（すくなびこな） 河内神社へ合祭

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.199895/132.973795/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191887/132.971950/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.183806/132.971950/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

26・4 （旧：日室天神社）
27 河内神社

27・3 （旧：住吉神社）

27・4
（旧：金刀比羅神
社）

28 椴ノ木神社　※

44 河内神社
45 天満宮

43 金津風呂神社
42 河内神社
42・4 （旧：音無神社）
39 河内神社
39・3 （旧：皇子宮）
39・4 （旧：大元神社）
40 道文神社
41 河内神社
41・3 （旧：六十余社）

37 氷室天神社
37・2 （旧：八坂神社）
34 大元神社
34・4 （旧：白皇神社）
29 河内神社
29・3 （旧：弓場神社）

29・4 （旧：山津見神社）

30 枝林神社

36 氷室天神社
31 弓場神社
32 河内神社
33 轟神社
38 河内神社
38・3 （旧：森ノ神社）

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

崇敬神 少名彦命（すくなびこな） 河内神社へ合祭
崇敬神 未詳 1725

崇敬神

底筒之男命（そこつつのお）
中筒之男命（なかつつのお）
上筒之男命（うわつつのお） 河内神社へ合祭

崇敬神 大物主命（おおものぬし） 河内神社へ合祭

産土神 未詳
神社明細帳は「椴ノ木神社」。椴と樅は草書
体で類似。音から読めば樅で誤転載か？

産土神 未詳 1771
産土神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1783

崇敬神 金山彦命（かなやまひこ） 1782
産土神 未詳 1772
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭
産土神 未詳 1727
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭
崇敬神 秦道文霊 1735
産土神 未詳 1726
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭

産土神 少名彦命（すくなびこな） 1730
崇敬神 須佐之男命（すさのお）
産土神 未詳 2572
崇敬神 大国主命（おおくにぬし） 大元神社へ合祭
産土神 未詳 1728
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭

崇敬神 大山祇命（おおやまつみ） 河内神社へ合祭

産土神 未詳

産土神 少名彦命（すくなびこな） 1723
産土神 未詳 1740
産土神 未詳 1731
崇敬神 未詳
産土神 未詳 1769
崇敬神 未詳

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.159415/132.949290/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.197525/132.972379/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.182154/132.983580/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.172312/132.988343/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.185279/133.001690/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.180789/133.015423/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.175078/133.029413/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.144684/133.057609/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.143678/133.059840/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.178742/133.045292/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.172635/133.054476/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191133/133.049583/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195442/133.036709/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195694/133.058081/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.210560/133.052201/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213217/133.010573/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

55 河内神社
55・5 （旧：山津見神社）
55・6 （旧：水神社）
55・7 （旧：王本神社）

55・8
（旧：金刀毘羅神
社）

46 河内神社
49 天満宮
49・9 （旧：大倉神社）
49・11 （旧：地主神社）

47 河内神社
47・2 （旧：大元神社）
47・3 （旧：日吉神社）
48 （旧：厳島神社）

48・2 （旧：熊野神社）
56 河内神社
57 日吉神社
58 八幡宮
58・2 （旧：王本神社）

59 春日神社
60 王本神社
50 仁井田神社

51 住吉神社
52 海津見神社
53 海津見神社
54 舩ノ瀬神社

116 河内神社
118 山津見神社

113 河内神社
115 六十余社
110 河内神社
111 山津見神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

産土神
事代主命（ことしろぬし）
猿田彦神（さるたひこ） 1739

崇敬神 大山津見命（おおやまつみ） 河内神社へ合祭
水波乃女神（みずはのめ） 河内神社へ合祭
未詳 河内神社へ合祭

崇敬神 大物主命（おおものぬし）
河内神社へ合祭（ｍ
42.3.25）

産土神 未詳 1770
産土神 菅公（すがこう） 1738
崇敬神 未詳 天満宮へ合祭
崇敬神 未詳 天満宮へ合祭
産土神 未詳 1736
崇敬神 未詳 河内神社へ合祭
崇敬神 大己貴神（おおなむち） 河内神社へ合祭 カタノ畝とあるがタカノ畝か。
崇敬神 市杵島姫命（いちきしまひめ） 河内神社へ合祭

崇敬神

事解之男命（ことさかのお）
伊邪那美命（いざなみ）
速玉之男命（はやたまのお） 河内神社へ合祭

産土神 猿田彦神（さるたひこ） 1741
崇敬神 猿田彦神（さるたひこ）
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう）
崇敬神 未詳 八幡宮へ合祭

産土神

武甕槌命（たけみかづち）
経津主命（ふつぬし）
天児屋根命（あめのこやね）ほか 1737

崇敬神 未詳
産土神 未詳 1733

崇敬神

底筒之男命（そこつつのお）
中筒之男命（なかつつのお）
上筒之男命（うわつつのお）

崇敬神 綿津見命（わたつみ）
崇敬神 綿津見命（わたつみ）
崇敬神 七郎霊

産土神
猿田彦命（さるたひこ）
大物主命（おおものぬし） 1752

崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）

産土神 猿田彦命（さるたひこ） 1750
崇敬神 未詳
産土神 猿田彦命（さるたひこ） 1753
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.217346/132.973237/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213612/132.973452/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213612/132.973452/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.228080/132.977958/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.231706/132.982550/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.265694/132.990146/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.242367/132.980962/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.261782/132.959032/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.293248/132.938991/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.290772/132.940836/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.186464/132.947402/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#16/33.200461/132.948174/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216915/132.929249/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

112 大元神社
107 河内神社
109 琴平神社

96 河内神社
98 河内神社
100 山津見神社
101 金刀毘羅神社

69 三島神社
73 炎神社
76 八坂神社
78 河内神社
80 星神社
105 河内神社

81
大井河神社（旧：
仁井田神社）

83 （旧：河内神社）

85 （旧：又口神社）

87 （旧：岡神社）

89 （旧：沖神社）

90 （旧：大本神社）

91 （旧：琴平神社）

93 （旧：神明宮）

94 （旧：八幡宮）
95 奥内神社

165 河内神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

崇敬神 未詳
産土神 猿田彦命（さるたひこ） 1749
崇敬神 大物主命（おおものぬし）

産土神

猿田彦命（さるたひこ）
山津見命（やまつみ）
大物主命（おおものぬし） 1751

産土神 猿田彦命（さるたひこ）
産土神 大山津見命（おおやまつみ）
産土神 大物主命（おおものぬし）

総鎮守神

大山祇命（おおやまつみ）
鳴雷公神（なるらいこう）
高龗神（たかおかみ） 1745

産土神 軻遇突智命（かぐつち） 1766
素盞嗚命（すさのお）

崇敬神 猿田彦命（さるたひこ）
天津甕星（あまつみかぼし）

崇敬神 猿田彦命（さるたひこ） 1748

産土神 宇賀御魂神（うかのみたま）ほか
八社合祭による社名
変更 1760

産土神 猿田彦命（さるたひこ）
八社合祭による社名
変更

金山彦命（かなやまひこ）
八社合祭による社名
変更

句句廼馳命（くくのち）
八社合祭による社名
変更

罔象女神（みつはのめのかみ）
八社合祭による社名
変更

軻遇突智命（かぐつち）
八社合祭による社名
変更

大物主命（おおものぬし）
八社合祭による社名
変更

皇大御神（すめおおみ）
八社合祭による社名
変更

應神天皇（おうじんてんのう）
八社合祭による社名
変更

産土神 推古天皇御后

産土神

猿田彦命（さるたひこ）
仁徳天皇
少彦名命（すくなびこな） 1742

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.227254/132.924700/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191061/132.905731/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.189014/132.899680/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.191061/132.905731/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.222193/132.895088/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.222193/132.895088/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216987/132.907534/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213971/132.884681/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.213971/132.884681/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.218531/132.867773/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

167 山都見神社

168 （旧：若宮神社）
169 （旧：鷺神社）

120 曾我神社
124 （旧：八幡宮）

125 八坂神社

128 大山津見社

129 琴平神社
131 天神宮
132 白鬚神社
133 八幡宮
134 天神宮

138 （旧：琴平神社）
139 （旧：山都見神社）
140 （旧：嶌野神社）
142 （旧：海津見神社）

143 山都見神社
145 （旧：八坂神社）
147 尾崎神社

148 隠谷神社
149 黄幡神社
151 河内神社
154 （旧：八坂神社）

155 （旧：大氏神社）
156 （旧：大刀神社）
157 （旧：白皇神社）
158 （旧：稲荷神社）
159 （旧：大本神社）
160 （旧：森野神社）
161 （旧：八坂神社）

162 （旧：山都見神社）

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

大山祇命（おおやまつみ）

仁徳天皇
少彦名命（すくなびこな）

産土神 未詳 1759
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう） 曾我神社へ合祭

崇敬神 素盞嗚命（すさのお） 1757

崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）

崇敬神 大物主命（おおものぬし）
菅公（すがわらこう）

崇敬神 猿田彦命（さるたひこ）
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう）
産土神 菅原道真（すがわらのみちざね） 1755

崇敬神 大物主命（おおものぬし） 天神宮へ合祭
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ） 天神宮へ合祭
崇敬神 海津見神（わたつみ） 天神宮へ合祭
崇敬神 海津見神（わたつみ） 天神宮へ合祭

崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
葦川神社・足高神社
を合祭 1781

素盞嗚命（すさのお） 天神宮へ合祭
大国主命（おおくにぬし）

産土神 未詳
産土神 黄幡十二星 1767
産土神 猿田彦命（さるたひこ） 1756

素盞嗚命（すさのお） 河内神社へ合祭

崇敬神
大国主命（おおくにぬし）
事代主命（ことしろぬし） 河内神社へ合祭
門脇能登守範頼 河内神社へ合祭
大己貴命（おおなむち） 河内神社へ合祭
倉稲魂命（うかのみたま） 黄幡神社へ合祭

崇敬神 未詳 黄幡神社へ合祭
未詳 黄幡神社へ合祭

崇敬神 素盞嗚命（すさのお） 黄幡神社へ合祭

大山祇命（おおやまつみ） 黄幡神社へ合祭

http://maps.gsi.go.jp/#16/33.230028/132.870208/&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#16/33.230028/132.870208/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.231849/132.877622/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.243120/132.893887/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.267344/132.881033/&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.284853/132.889230/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

163 （旧：琴平神社）
164 大社神社
1 天満宮
3 （旧：八坂神社）
4 八幡宮
5 （旧：琴平神社）
6 神明宮
7 星神社
10 河内神社
11 星神社
12 （旧：八坂神社）

13 白皇神社
14 木野神社
15 伊勢神社
49 黄幡神社

50 日吉神社
52 河内神社
54 天満宮
55 神明宮
56 八幡宮

26 八幡宮

28 白皇神社
31 山祗神社
32 八坂神社
33 八坂神社
34 八坂神社
35 須賀神社
36 金刀比羅神社
38 山祗神社
39 海津見神社

40 厳島神社
16 八幡宮

18 白皇神社
20 森野神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

崇敬神 大物主命（おおものぬし） 黄幡神社へ合祭
大国主命（おおくにぬし）

産土神 菅原道真（すがわらのみちざね）
崇敬神 須佐乃男神（すさのお） 神明宮へ合祭
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう） 1785
崇敬神 未詳 神明宮へ合祭
崇敬神 天照大日孁命（あまてらすおおひるめ）
崇敬神 北斗七星 1744
崇敬神 猿田彦命（さるたひこ） 1789
崇敬神 未詳
崇敬神 須佐乃男神（すさのお） 神明宮へ合祭

大己貴命（おおなむち）
少彦名命（すくなびこな） 1792

産土神 未詳
崇敬神 天照皇大神（あまてらすすめおおかみ） 1780
総鎮守神 未詳 1758

崇敬神
大山祇命（おおやまつみ）
大山咋神（おおやまくい）

崇敬神 未詳
崇敬神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう）
崇敬神 天照大日孁命（あまてらすおおひるめ）
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう）

崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう）

明治５年には一旦郷社（烏、大野、川口、広
瀬、井﨑、戸川、地吉の惣祭神）。12年、星
神社が郷社。その摂社となる。 1746

氏神
大己貴命（おおなむち）
少彦名命（すくなびこな） 1763

崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
崇敬神 須佐乃男命（すさのお）
崇敬神 須佐乃男命（すさのお）
崇敬神 須佐乃男命（すさのお）
崇敬神 須佐乃男命（すさのお）
崇敬神 未詳
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
崇敬神 大海津見命（おおわたつみ） 1768

崇敬神
大国主命（おおくにぬし）
八重事代主命（やえことしろぬし） 1809

産土神 應神天皇（おうじんてんのう） 1747

氏神
大己貴命（おおなむち）
少彦名命（すくなびこな）

崇敬神 未詳

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.245525/132.859962/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.236193/132.861893/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.228547/132.852280/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.239172/132.862473/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.253600/132.851722/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.249114/132.850006/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.249796/132.825887/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.256292/132.829621/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.254390/132.809150/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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原本
頁

神社名

21 神明宮
22 山津見神社
23 金刀比羅神社
24 海津見神社
25 八幡宮
41 八坂神社
44 常盤神社
45 星神社
46 琴平神社
47 美代木神社
48 星神社
66 河内神社

66 八坂神社
57 八坂神社
58 （旧：河内神社）
59 （旧：琴平神社）
60 神明宮
61 大元神社
62 山津見神社
63 天満宮

65 日吉神社

神区分 祭神 合祭等 備考
鎮守
頁

崇敬神 大日孁命（おおひるめ）
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
崇敬神 未詳
崇敬神 海津見命（わたつみ） 1800
崇敬神 應神天皇（おうじんてんのう）
産土神 素戔嗚命（すさのお） 1743
崇敬神 大山祇命（おおやまつみ）
崇敬神 未詳
崇敬神 未詳 1799
崇敬神 未詳
崇敬神 未詳 1804
崇敬神 未詳

産土神 須佐乃男命（すさのお）
字宮ノ堀（旧字タハ）の鎮座地、明治２３年大
洪水で流失し河内神社境内に合祭 1754

産土神 須佐之男命（すさのお） 1761
崇敬神 猿田彦命（さるたひこ） 八坂神社へ合祭
崇敬神 未詳 八坂神社へ合祭

天照大日孁命（あまてらすおおひるめ）
崇敬神 未詳 1764

大山祇命（おおやまつみ）
氏神 菅原道真公（すがわらのみちざねこう） 1790

崇敬神
大山祇命（おおやまつみ）
大山咋神（おおやまくい） 1765

http://maps.gsi.go.jp/#15/33.226321/132.836316/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.209555/132.849019/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.209555/132.849019/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.204348/132.846680/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.195478/132.859812/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.218674/132.849705/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
http://maps.gsi.go.jp/#15/33.216412/132.826273/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0�
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