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1.岩城国 343 
1.標葉郡津島村(ヵ) 343 

2.上野国 343 
1.全体（または不明） 343 
2.勢多郡上神梅村 343 
3.勢多郡鶴ヶ谷村 347 
4.甘楽郡漆萱村 347 
5.新田郡脇屋村正法寺 348 

3.下総国 348 
佐倉 348 

4.武蔵国 348 
1.江戸 348 
2.多摩郡府中宿 348 
3.多摩郡下恩方村 348 
4.入間郡下寺山村 349 

5.相模国 349 
鎌倉郡大船村 349 

6.甲斐国 349 
1.全体（または不明） 349 
2.山梨郡西高橋村 350 
3.山梨郡川田村 354 
4.山梨郡鎮目村 354 
5.八代郡市川大門村 354 
6.巨摩郡西嶋村 354 

7.信濃国 355 
1.小諸牧野家 355 
2.岩村田藩（または藩領村々） 356 
3.小県郡本海野村 358 

4.小県郡飯沼村 358 
5.小県郡井子村 359 
6.佐久郡八郡村 359 
7.佐久郡入布施村梅渓院 364 
8.佐久郡上畑村 364 
9.佐久郡南相木村 364 
10.佐久郡北沢村 368 
11.佐久郡大日向村 368 
12.佐久郡追分宿 368 
13.佐久郡小海村 373 
14.佐久郡内山村 374 
15.佐久郡上桜井村 374 
16.佐久郡野沢村 374 
17.佐久郡小諸（荒町） 374 
18.佐久郡小諸（本町） 375 
19.佐久郡小諸（与良町ヵ） 378 
20.佐久郡小諸桑原家（扇屋） 378 
21.佐久郡山浦村 405 
22.佐久郡上海瀬村 405 
23.佐久郡大沢村 405 
24.佐久郡田ノ口村 405 
25.佐久郡沓沢村大徳寺 406 
26.佐久郡平塚村 407 
27.筑摩郡金井村 408 
28.伊那郡中原新田村 408 

8.諸原本 408 
9.写本等 409 

7.不明 411 
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