
赤穂義士
諱

（あざな）
よ み が な 生年 享年 部 隊 藩　　職 禄  高 お預先

大石　内蔵助 良雄 おおいしくらのすけ よしお 1569 年 45 表門 家老 １５００石 細川家 吉澤　克弘

吉田　忠左衛門 兼亮 よしだちゅうざえもん かねすけ 1641 年 63 裏門 加東郡代・足軽頭 ２００石役料５０石 細川家 中原　智司

原　惣右衛門 元辰 はらそうえもん もととき 1648 年 56 表門 足軽頭・鉄砲頭 ３００石 細川家 浅村　健二

大石　主税 良金 おおいしちから よしかね 1688 年 16 裏門 部屋住み 松平家 原　裕貴

堀部　弥兵衛 金丸 ほりべやへえ かなまる 1627 年 77 表門 元江戸留守居役 ３００石隠居料２０石 細川家 中島　光也

金奉行・膳番元方・

腰物方

赤垣　源蔵 重賢 あかがきげんぞう しげかた 1669 年 35 裏門 馬廻・江戸詰 ２００石 細川家 木村　賢治

堀部　安兵衛 武傭 ほりべやすべえ たけつね 1670 年 34 裏門 馬廻・江戸留守居役 ２００石 松平家 桑田　忠郁

武林　唯七 隆重 たけばやしただしち たかしげ 1672 年 32 表門 馬廻・中小姓近習 １５両３人扶持 毛利家 吉川　誠一

片岡　源五右衛門 高房 かたおかげんごえもん たかふさ 1667 年 37 表門 側用人・小姓頭 ３５０石 細川家 佐々木　祥夫

間　十次郎 光興 はざまじゅうじろう みつおき 1678 年 26 表門 部屋住み 水野家 久保田　渉

神崎　与五郎 則休 かんざきよごろう のりやす 1666 年 38 表門 横目付・郡目付 ５両３人扶持 水野家 佐々木　啓二

吉田　沢右衛門 兼定 よしださわえもん かねさだ 1675 年 29 表門 中小姓近習 １３両３人扶持 毛利家 下岡　博文

間瀬　久太夫 正明 ませきゅうだゆう まさあき 1641 年 63 表門 目付 ２００石 細川家 小栗　武弘

間瀬　孫九郎 正辰 ませまごくろう まさとき 1681 年 23 裏門 部屋住み 水野家 樋口　実

小野寺　十内 秀和 おのでらじゅうない ひでかず 1643 年 61 裏門 京都留守居役 １５０石役料７０石 細川家 久保田　俊

木村　直人
田中　敦

間　喜兵衛 光延 はざまきへえ みつのぶ 1635 年 69 裏門 馬廻・勝手方吟味役 １００石 細川家 福岡　利則

間　新六郎 光風 はざましんろくろう みつかぜ 1680 年 24 裏門 部屋住み 毛利家 矢澤　光海

礒貝十郎左衛門 正久 いそがいじゅうろうざえもん まさひさ 1679 年 25 裏門 物頭・側用人 １５０石 細川家 清水　康二

近松　勘六 行重 ちかまつかんろく ゆきしげ 1670 年 34 表門 馬廻 ２５０石 細川家 平田　教通

冨森　助右衛門 正因 とみのもりすけえもん まさより 1670 年 34 表門 馬廻・使番・江戸詰 ２００石 細川家 古田　大介

潮田　又之丞 高教 うしおだまたのじょう たかのり 1669 年 35 裏門 郡奉行・国絵図奉行 ２００石 細川家 西　雄一

早水　藤左衛門 満堯 はやみとうざえもん みつたか 1664 年 40 表門 馬廻 １５０石 細川家 古澤　康平

奥田　孫太夫 重盛 おくだまごだゆう しげもり 1647 年 57 表門 武具奉行・江戸詰 １５０石 細川家 平栗　龍之介

奥田　貞右衛門 行高 おくださだえもん ゆきたか 1678 年 26 裏門 加東郡勘定方 ９石３人扶持 水野家 深澤　賢治

矢田　五郎右衛門 助武 やだごろうえもん すけたけ 1675 年 29 表門 馬廻・江戸詰 １５０石 細川家 樋口　貴弘

菅谷　半之丞 政利 すがやはんのじょう まさとし 1660 年 44 裏門 馬廻・郡代 １００石 松平家 知久　武大

大石　瀬左衛門 信清 おおいしせざえもん のぶきよ 1677 年 27 裏門 馬廻 １５０石 細川家 木村　昌史

千馬　三郎兵衛 光忠 せんば（ちば）さぶろべえ みつただ 1653 年 51 裏門 馬廻・宗門改 １００石→３０石に 松平家 原　信弘

中村　勘助 正辰 なかむらかんすけ まさとき 1656 年 48 裏門 馬廻・祐筆頭 １００石 松平家 原　正和

木村　岡右衛門 貞行 きむらおかえもん さだゆき 1658 年 46 裏門 馬廻・絵図奉行 １５０石 松平家 島岡　健

不破　数右衛門 正種 ふわかずえもん まさたね 1670 年 34 裏門 元馬廻・浜辺奉行 元１００石 松平家 熊谷　寿

岡野　金右衛門 包秀 おかのきんえもん かねひで 1680 年 24 表門 部屋住み 松平家 稲場　康哲

岡島　八十右衛門 常樹 おかじまやそえもん つねしげ 1666 年 38 表門 札座勘定奉行 ２０石５人扶持 毛利家 林　輝彦

貝賀　弥左衛門 友信 かいがやざえもん とものぶ 1650 年 54 表門 中小姓近習・蔵奉行 ２石１０両３人扶持 松平家 島岡　真樹

扶持奉行・中小姓・
江戸詰

村松　喜兵衛 秀直 むらまつきへえ ひでなお 1642 年 62 表門 扶持奉行・江戸詰 ２０石５人扶持 毛利家 後藤　誠

村松　三太夫 高直 むらまつさんだゆう たかなお 1677 年 27 裏門 部屋住み 水野家 北村　純一

杉野　十平次 次房 すぎのじゅうへいじ つぎふさ 1676 年 28 裏門 札座横目 ８両３人扶持 毛利家 樋口　康弘

前原　伊助 宗房 まえばらいすけ むねふさ 1664 年 40 裏門 中小姓・金奉行・江戸詰 １０石３人扶持 毛利家 久保田 文宏

勝田　新左衛門 武堯 かつたしんざえもん たけたか 1680 年 24 表門 中小姓近習・札座横目 １５石３人扶持 毛利家 本島　克之

矢頭　右衛門七 教兼 やとう（やこうべ）えもしち のりかね 1686 年 18 表門 部屋住み 水野家 山本　伸

茅野　和助 常成 かやのわすけ つねなり 1667 年 37 裏門 横目付 ５両３人扶持 水野家 原　康文

横川　勘平 宗利 よこかわかんべい むねとし 1667 年 37 表門 徒目付 ５両３人扶持 水野家 丸山　康弘

三村　次郎左衛門 包常 みむらじろうざえもん かねつね 1667 年 37 裏門 酒奉行・台所役人 ７石２人扶持 水野家 熊谷　直文

寺坂　吉右衛門 信行 てらさかきちえもん のぶゆき 1665 年 83 裏門 吉田忠左衛門附足軽 ３両２分２人扶持 後藤　亮児

松平家

毛利家

毛利家

表門

裏門

1676 年 28

1672 年 32

1670 年 34

大高　源五 忠雄 おおたかげんご ただたけ（ただお） ２０石５人扶持表門

林　亮介

（　寺坂吉右衛門は、討ち入り後に大石からの指示で浅野本家へ事件を通報。のちに幕府へ自首をしたが不問に付された。 ）

平成２８年 ３月 飯田お練り祭り奉賛 牛牧区義士踊り 四十七士
演舞者名

倉橋　伝助 武幸 くらはしでんすけ たけゆき ２０石５人扶持

佐々木　純

小野寺　幸右衛門 秀富 おのでらこうえもん ひでとみ 部屋住み


