
真田幸弘俳諧関係大名一覧

1 吐芳 陸奥 三春藩 ７代秋田倩(千)季よし(ゆき)すえ 山城守 湖東（凍） 文化10 63

2 湖秋 陸奥 三春藩 ９代 秋田孝季 のりすえ 伊予守 醒斎 天保15 59

3 亀齢 陸奥 湯長屋藩 ９代 内藤政環 まさあきら 播磨守 天保7 52

4 畔李 陸奥 八戸藩 ７代 南部信房 のぶふさ 伊勢守 花咲亭　五梅庵 天保6 71

5 揚志 陸奥 盛山藩 ４代 松平頼慎 よりよし 大学頭 文政13 61

6 凡兆 出羽 庄内藩 ７代 酒井忠徳 ただあり 左衛門尉
一秀　風琴　三千春

春歌亭　連壽観
文化９ 58

7 祇井 出羽 松山藩 ４代 酒井忠崇 ただたか 大学頭/石見守 星々庵　祇川 文政７ 74

8 松花 出羽 松山藩 ５代 酒井忠礼 ただのり 大学頭 万峯亭　松月 文政４ 43

9 僊峨 常陸 府中藩 ６代 松平頼済 よりすみ 播磨守 天明４ 66

10 僊峨 常陸 府中藩 ７代 松平頼前 よりさき 右京大夫 仙哦　葵蘂堂 文政7 82

11 吉水 常陸 府中藩 ８代 松平頼説 よりひさ 播磨守 天保４ 56

12 好釣 常陸 矢田部藩 ７代 細川興徳 おきのり 長門守 (室細川重賢女・光輪 天保８ 79
13 憐風 常陸 麻生藩 ７代 新庄直計 なおかず 越前守 蓬窓 弘化２ 52

14 素麿(丸) 下野 烏山藩 ５代 大久保忠成 ただしげ 佐渡守 嘉永４ 86

15 蓬洲 下野 足利藩 ６代 戸田忠喬 ただたか 大隈守 天保８ 74

16 素秧 上野 沼田藩 ７代 土岐頼布 よりのぶ 山城守 天保８ 63

17 鶴乗 上野 吉井藩 ５代 松平信成 のぶなり 左兵衛督 寛政12 34

18 鶴林 上野 吉井藩 ６代 松平信充 のぶみつ 大蔵大輔 享和３ 29

19 北平 上野 小幡藩 ２代 松平忠福 ただよし 玄蕃頭 寛政11 58

20 籮道 上野 小幡藩 ３代 松平忠恵 ただしげ 玄蕃頭
蚕糸改め　文化２年籠

⑩
文久２ 79

21 栄枝 上総 久留里藩 ５代 黒田直方 なおかた 備前守 漣窓 天保３ 55

22 月扇 下総 佐倉藩 ２代 堀田正順 まさあり 相模守 文化２ 52（48）

23 御諷 安房 北条藩 ３代 水野忠韶 ただてる 壱岐守 柳窓 文政11 68

24 左幸 武蔵 岡部藩 ８代 安部信亨 のぶみち 摂津守/豊前守
芭蕉庵　丹波入道　道

関　直順
文政５ 65

25 畦社 武蔵 忍藩 ５代 阿部正允 まさちか 豊後守 安永９ 59

26 左人 美濃 加納藩 ５代 永井尚佐 なおすけ 出羽守/肥前守 天保10 58

27 和橋 駿河 沼津藩 ９代 水野忠成 ただあきら 大和守/出羽守 天保５ 73

28 文車 駿河 小島藩 ５代 松平信義 のぶよし 丹後守 享和１ 60

29 文器 駿河 小島藩 ６代 松平信圭 のぶかど 安芸守 文政３ 45

30 秀井 三河 西尾藩 ２代 松平乗完 のりさだ 和泉守 省己堂 寛政５ 42

31 鑑朝 三河 西大平藩 ５代 大岡忠移 ただより 越前守 天保８ 54

32 珠成 越後 三日市藩 ４代 柳沢里之 さとゆき 信濃守 一滴庵　星羅 文化１ 47

33 錦車 越前 福井藩 12代 松平重富 しげとみ 伊予守 文化６ 62

34 花明(花眠)近江 水口藩 ４代 加藤明尭 あきたか 能登守 天明５ 46

35 三花 摂津 麻田藩 ９代 青木一貫 かずつら 甲斐守 天明６ 54

36 亀文 摂津 尼崎藩 ３代 松平忠告 ただつぐ 遠江守 一桜井 文化２ 63

37 亀幸 摂津 尼崎藩 ４代 松平忠宝 ただとみ 遠江守 一桜井 文政12 60

38 驪龍 和泉 伯太藩 ６代 渡辺春綱 はるつな 大学頭 文化７ 33

39 清遠 志摩 鳥羽藩 ４代 稲垣長続 ながつぐ 信濃守 文政１ 47

40 李井 大和 柳生藩 ８代 柳生俊則 としのり 但馬守 ７代俊峯も同号 文化13 87

41 米翁 大和 郡山藩 ２代 柳沢信鴻 のぶとき 美濃守 月邨所　蘇明山人 寛政４ 69

42 米徳 大和 郡山藩 ３代 柳沢保光 やすみつ 甲斐守 八百庵　紫隠庵 文化14 65

43 六盌 大和 郡山藩 ４代 柳沢保泰 やすひろ 甲斐守 新千載庵　米徳 天保９ 57

44 冬央 伊勢 桑名藩 ４代 　松平忠功　 ただかつ 大外記/下総守 鵞黄庵 文政13 75

45 壺泉 但馬 豊岡藩 ７代 京極高有 たかあり 加賀守 天保12 67

46 孔阜 播磨 明石藩 ５代 松平直之 なおゆき 左兵衛佐 天明６ 20

47 可雪 播磨 明石藩 ６代 松平直周 なおちか 大蔵大輔 文政11 56

48 銀鵞 播磨 姫路藩 ２代 酒井忠以 ただざね 雅楽頭
一得庵　尾花庵　逾好

庵
寛政２ 36

49 六花（華） 播磨 姫路藩 ３代 酒井忠実 ただひろ 雅楽頭 白鷺 天保８ 61

50 玉助 播磨 姫路藩 ４代 酒井忠実 ただみつ 河内守 嘉永１ 70

51  甲長 播磨 姫路支藩 初代 酒井忠交 ただかた 左京 （定府大名） 享和４ 51

52 鱗長 播磨 姫路支藩 ２代 酒井忠質 たださだ 縫殿頭 （定府大名） 文化13 30

53 傘路 播磨 赤穂藩 ５代 森忠洪 ただひろ 和泉守 秋香亭 安永５ 46

54 沾花（華） 播磨 赤穂藩 ７代 森忠賛 ただすけ 美濃守/兵衛佐
林下庵　春花坊　節々

葊
天保８ 78

55 冠山 因幡 若桜藩 ５代 池田定常 さだつね 縫殿頭 去留 天保４ 67

56 玉馬 因幡 鳥取藩 ５代 池田重寛 しげのぶ 相模守 天明３ 38

57 冬栄 因幡因幡新田藩７代 池田仲雅 なかまさ 摂津守/豊前守 天保12 62

58 雪堤(淀) 出雲 松江藩 ６代 松平宗衍 むねのぶ 出羽守 独楽庵　南海 天明２ 54

59 沾嶺 出雲 広瀬藩 ８代 松平直寛 なおひろ 宮内大輔 梅月館 嘉永３ 68

60 梅府 美作 勝山藩 ４代 三浦　次 てるつぐ 備後守 蘭卿　心華斎 嘉永２ 71

61 露朝 長門 長州藩 10代 毛利斉熙 なりひろ 大膳大夫 蘭斎　柏堂　三夕堂 天保７ 54

62 甘棠 伊予 今治藩 ６代 松平定休 さだやす 河内守 四時庵　諱堯山 文政３ 69

63 升来 肥前 島原藩 初代 松平忠恕 ただゆき 大和守 寛政４ 53

64 斗来 肥前 島原藩 ２代 松平忠馮 ただより 主計頭 文政２ 49

65 花裡雨 肥後 熊本藩 ８代 細川重賢 しげかた 越中守 銀台 天明５ 66

66 如柳 肥後熊本新田藩６代 細川利庸 としつね 能登守 文化２ 52

67 鳳溟 肥後熊本新田藩８代 細川利愛 としちか 天保12 54

68 五鳳 豊前 小倉藩 ５代 小笠原忠苗 ただみつ 右近将監 梄桐舎 文化５ 63

69 絮水 豊後 日出藩 １１代 木下俊懋 としまさ 主計頭 文政５ 51

70 不騫 豊後 府内藩 ６代 松平近儔 ちかとも 長門守 太乙楼 天保11 86

没年 享年
菊貫関係大名一覧

俳号 国名 藩名 代数 氏名 官名 別号


