
桓武平氏略系図
光仁天皇 白壁王 天智天皇系 ×井上内親王聖武天皇女 宝亀6年4月27日没

×他戸(ｵｻﾍﾞ)親王宝亀6年4月27日没 時忠 時実
葛原親王 桓武天皇 高野朝臣新笠百済系渡来人後裔 親宗

賜平姓 時子
高棟王 維範 時望 真材 親信 行義 範國 経方 知信 時信 滋子
大納言･刑部卿 惟叙 中方 義清 信通 信範 高倉天皇

無位 貞盛 維将 維時 直方北條･熊谷祖 維盛 盛綱 後白河天皇
高見王 惟敏 貞季 範季 季房 家貞 貞能

維衡 正輔 季衡 盛光 忠盛
賜平姓 上総介 正度 貞衡 義幹多気太郎 光幹 清幹 宗幹 某 某
高望王 兼忠 惟良 正衡 正盛 忠正 弘幹下妻四郎

國香 繁盛 維茂 重成 常陸大掾 忠幹東條五郎 東條高田 東條大沼茂幹
常陸大掾 維幹 為幹 重幹 致幹 直幹 長幹真壁六郎 能登守 某 某 近江守
良望改

貞盛養子ﾄﾅﾙ(常陸平氏祖)

土岐萬喜族

某(10代ほど) 英幹 英重 重定 乙丸(彦右衞門) 茂さん
宗利 吉田太郎 吉田太郎

上総介 公雅 致成 宗方 吉田太郎 吉田太郎 幹清 広幹 行幹
良兼 公連 致頼 致経 清幹 盛幹 石川

致光(行) 家幹 幹明谷田

致遠 為幹小高 馬場 馬場大掾

公元 八生 行方次郎 行方 高幹島崎 資幹 朝幹 教幹 時幹
忠幹 景幹 家幹麻生

津久井 矢部 義郷 鹿島三郎 政幹 幹政玉造･手賀

義行 為行 義国二宮 徳宿祖 徳宿 烟田祖

蘆名 石田 為高平塚 成幹 親幹 秀幹 朝秀 幹泰(綱幹)
為清 為綱 政幹石毛

岡崎 真田 重家 重義 重成小栗 □□ □□ 時高 義同
義実 義忠 実忠 忠通長男 三浦祖 三浦大介 頼盛 □□ 時継 高継 高通

土屋 為通 為継 義継 義明 杉本太郎 和田小太郎

義清 義宗 義盛 常盛

三浦氏の出自は諸説あり これは良文流 三浦古尋録は良兼…致経-忠通-為通 他に良茂流,古代土着豪族説等
義茂 義氏

義長 宗実 義秀
三浦 三浦 大多和 多々良 長井 杜 佐原 佐原 義胤 義秀
義澄 義村 朝村 氏村 義久 義春 義季 良兼 重連 義連 景連 時連 義直

山口 泰村 胤連 経連 義重
有綱 光村 女畠山重忠母 重連 盛時 義信
三浦 家村 盛連 時連 秀盛

下総守
胤義 資村 政連 泰連 家連 胤家 義国

鎮守府将軍 相馬小次郎 信太小太郎 光連 光連
良将 将門 将國 文國 頼望 常望 将長 長望 兼頼 重國信太氏改相馬氏

(良持) 将頼
将平 義幹 知幹 幹胤 幹時
将文 千葉介 上総介 景幹 幹宗 時幹 重幹 胤幹 重秀
将武 常将 常永 常時 常澄 広常 能常 秩父 畠山 重忠 重保
将為 頼次金田 上総介 重綱 重弘 重能 重清長野

将種 千葉 下総介 有重 重成稲毛

上総介 常兼 常重 常胤 胤正 成胤 重隆河越祖 河越 重朝榛谷

忠常 武基 武綱 師常相馬 重遠高山 能隆 重頼 行重小山田

常近 秩父別当 胤成武石 重継江戸四郎 重長江戸太郎

良持下総介 胤信大須賀 行重 行弘 行俊秩父 渋谷

武蔵権守 葛西豊島二郎 胤道国分 基家川崎冠者 重家 重國 助重
将常 武常 近義 胤頼東 豊島 有経豊島

鎮守府将軍
村岡二郎 常家 康家 清元 清重葛西

村岡五郎 忠頼 頼尊 恒遠 恒宗 宗平 友平二宮

良文 中村庄司 重平中村 実平 遠平小早川 宗遠土屋 頼平堺
村岡小五郎 鎌倉権五郎 大庭 土肥
忠通 景通 景正 景忠 景宗

駿河十郎 下野介
次男

梶原 景弘長尾 景義懐島 景俊豊田 景親大庭 景久俣野

良広 良正 景長 景時

清盛 重盛 維盛 妙覺六代

常陸介 常陸介八条院庁別当 常陸介 基盛 行盛 資盛 盛綱
家盛 頼盛 経盛 宗盛 清宗 清経 親真
経盛 経正 光盛信太荘を 能宗 有盛

経俊 南野荘と 知盛 知章 能宗 師盛
敦盛 交換す 重衡 知忠 忠房

教盛 通盛 知度 知宋 重尚宗

教経 清房 知忠 維俊
業盛 長女藤原忠雅男兼雅妻 清貞

頼盛 保盛 頼清 徳子建礼門院 安徳天皇
為盛 保教
光盛 藤原基実妻 藤原隆房妻 藤原基実男基通妻 藤原信隆妻 後白河院女房 九條院雑仕常磐

忠度 忠行 盛子 四女 寛子 六女 七女 八女
太田氏系圖 [太田氏初代] [二代] [三代] [四代]

東條豊前某 東條兵庫幹要 東條彈正某 太田助衞門某 助衞門一有 九藏歳勝 九藏歳知

[五代] [六代] [七代] [八代] [九代] [十代] [十一代] [十二代]

九藏歳一 九藏歳永 九藏歳松 藏吉歳就 捨吉 温 泰治(実父)・忍(義父) 修
調査： 太田 修
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