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城 館 跡一覧 表

凡 例 1No.の前半は当該城館跡固有番号と定める。但し、県外に用レゝる場合には、頭に群を 

付する。複数の市町村にまたがる場合は、重複をさけるために、主体的にかかわる

市町村に配し、所在地欄及び巻末の頭字索引に各町村名を付記した。例、=群860、 

本表の番号と、分布図、各別図の番号は-^致する。なお、No.の後段のものは、市町 

村別の番号とする。例、=甘楽1

2所在地は、大字名までを記す。字名は、関連地名欄に記す。

3立地は、山、丘、崖端、台地、平地等概念的に記し、山城、丘城、平城、平山城、

崖端城、山城格などの分類に替える。

4現況は、宅地、山林、田、畠、耕地(田畠混在の場合)等、現在の土地利用等を記 

す。

5遺存状況は、良、不良、中等、やや良、消滅等概念的に記す。

6存続年代は、創立•廃止の明らかなものはそれを記し、他は推定年代を書く。

7築•在城者は、数代に渉るものは氏を書く、名義上の城主を記すほかなしゝものもあ 

るが、通常城代を含む実在城者をあげる。短期間の者も必要に応じては記載する。 

8文献は、当該城館の史実を示す古文書•記録を欄の許すだけ記す。必要なものを除 

き、軍記•風土記•近現代成立の地方誌•雑誌•研究誌等は記載しなレゝ。

9参考資料及解説は、次の略号•記号で示す。上州故城塁記二®。上野志上野 

国誌二㉞、上野風土記=(8)、前橋風土記=㉚、上野国郡村誌(明治初年編輯)二㉚

群馬県古城塁址の研究=〇、同補遺篇二㊀、日本城郭大系= 

◎、同書一覧表二®。日本城郭全集(昭和42年人物往来社)、

上州の城(上毛新聞社)、上毛合戦記(同社)、群馬の古城址

(みやま文庫)、上毛古戦記(同)、碓氷の城、吾妻郡城塁史、

教材群馬の文化財(県教委)等は、群馬県古城塁址の研究、

日本城郭大系と同一筆者なので省略する。

10関連地名は、小字名、小名のほか、周辺の地名には、当該城館と関連するものが多 

いのでそれらを挙げる。

11 遺構•遺物は、主なものだけを記す、発掘調査で検出したものも記す。

12地域城、複合城郭の砦、環合集落中の環濠遺構で固有番号を設けないものは、() 

で囲んだが、大規模なものはこの限りでない。

13城館名によるその所在、略測図の検索のため、頭字索引を付する。

14近世城館等は索引の末に名称のみを記した。



前 橋 市

地図No.名称 地立地現況辭存続期間築•在城者 文 献 考関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

1- 1 青梨子砦 前橋市青梨子町 平地 集落 消滅16世紀 • 字中内出、鵪鳥、石燈管、板碑

北内、上屋敷、下

屋敷

2- 2 桧田城 総社町高井 台地 畠 消滅16世紀 福島政則 東覚寺梵鐘銘 .〇參 字桧田 墓石類、堀切⑺ 上野国府として創立か。

3 — 3 蒼海城 元総社町 平地 集落 不良 惣社長尾氏将門記、吾妻鏡、道灌①㉚〇◎字蒼海内、瀬下屋堀、土居、櫓

含八日市場城 状、松陰私語、永禄日 @ 敷、風呂招、馬場、台、五霊神社、

記、梅花無盡蔵、北国 染谷川、最教寺、 井戸、礎石、

紀行、上野国神名帳、 清蔵寺、出雲屋敷、墓石類、板碑、

総社神社锭書、蒼海城 豊後屋敷、讃岐屋梵鐘、等

古図、関東幕注文、上 敷、鎌田屋敷、松

杉文書、諏訪文書等多 井屋敷、牛池沢等

数

4- 4 勝山城 総社町植野 崖端 校地、耕 消滅16世紀 関口能亮 〇♦⑳ 字勝山、堀の内、堀 元景寺がある'

地 岡屋敷

5- 5 村山城 大友町 平地 耕地、宅消滅比世紀 村山佐渡守 〇參® 字村山、雲雀街道堀 昭和49年一部発据調査(群大)

地

6 — 6 大友城 大友町 平地 寺、宅地不良 長尾景俊 〇參 字刎皮 堀、土居、戸長見寺がある。景俊は入道長健

□

7- 7 石食城 石倉町 崖端 宅地 消滅16世紀 武田信玄 漆原文書、山川文書、〇①⑧◎上石倉、内藤分、堀、土居、戸近年破壊

和田業繁 依田文書、北爪大学首 ⑳ 梯橋、遠構 ロ

小林右馬助帳、戸榛名神社文書

8- 8 金尾城 鳥羽町 平地宅地、耕不良16世紀金尾佐渡守 〇♦饊字金尾、清水、堀堀 昭和58年一部発掘調査

(鳥羽城) 高崎市中尾町 地、校地 金井熙時 田、八木本、天神 群馬高専校がある。

北

9- 9 牛込屋敷 下新田町 平地 宅地 不良 天正18年 牛込大膳 高崎近郷村々百姓由緒 字町東、中宿 堀 栅島からここに移る"

書



10- 10 厩橋城 大手町 崖端 市街、.官不良16世紀 長野氏 橋林寺文書、永禄日記 本丸北戸口

庁等 上杉謙信 酒井文書、妙本寺文書、 堀跡 ,

(北条高広父子)楡木文書畑文書、大

北条氏 瀬文書、北条文書、伊

滝川一益 達文書、快元僧都記

11- 11 青柳寄居 青柳町 平地 宅地 中等16世紀 荒蒔和泉入道 東路の津登 ㊀拳 字寄居、鋳物師 堀、土居、戸昭和58年発掘調査

鈴木氏長沼氏 幸艮告書 ロ

12- 12 萩の城 昭和町(萩町)平地 市街地 消滅 ㊃〇參 字中道、萩小路 堀 森巌寺がある。

13- 13 清王寺の寄居 日吉町(清王寺)平地 宅地等 消滅 字寄居 県民会館がある。

14- 14 関根の寄居 関根町 平地 宅地 良 16世紀 河田重親 加沢記、管窺武鑑所載〇參 字寄居、寄赤城 堀、土居、戸東側に赤城神社がある。河田重

, の文書 ロ 親と、両文献には研究の要があ

井戸、五輪塔る。

15- 15 三俣の寄居 日吉町(三俣) 平地 校地 消滅 16世紀 三俣の地衆 字寄居 堀、戸口、櫓台 市立女子高校敷地となる。

16- 16 三俣城 日吉町(三俣) 平地 消滅 16世紀 ㊀參 字城の内、堀越 三俣駅がある。

17- 17 片貝城 片貝町 平地 寺、宅地不良16世紀 北条高広 太田道灌状 字東屋敷、中屋敷堀、土居 竜沢寺は西の別郭。

畠 字東宅地、字薬師 天正12年、北条高広ここに退く。

18- 18 八幡山の砦 上細井町宿 台地 廟、宅地 中等 〇• 字八幡山、字台 五輪塔、板碑南橘霊廟がある。

19- 19 小神明の寄居 小神明町 丘 畠、宅地消滅 〇參 字つつみ、寄居 堀、土居

20- 20 小神明の砦 小神明町 平地 宅地 中等16世紀 関口政次 御岳神社文書 〇拳 字中、湯の気曲輪 堀、土居、井 四ッ足門という。

21- 21 時沢遠堀 小神明町 平地 耕地 良 〇參 西曲輪、西堀、谷 堀、土居 半ばは雨裂利用。長さ2.7km。

22- 22 滋野屋敷 端気町 平地 畠、宅地不良16世紀 滋野氏 報告書 字下曲輪、中曲輪堀、土居 昭和58年発掘調査

23- 23 嶺城 嶺町 丘 山林、宅良 16世紀 北条高広 ①㉚㉚〇字城岸(峯か)、東堀切、土居、

(田中城) 地 (田中大弐) ◎感) 公田、西公田、前 堀戸口、井、

屋敷、止矢場 腰部、帯郭

24- 24 鳥取城 鳥取町 平地 宅地、畠 不良15世紀 発智六郎右赤堀文書、発智文書 〇參 字内出、北口、東堀

: 社地、田 16世紀 衛門ら越後 くるわ、荒川、鉄

勢 砲隊



25- 25 勝沢城 勝沢町 平地宅地、畠中等16世紀 〇◎趣字番城 堀、帯郭

26- 26 荻窪城 荻窪町 丘 宅地、山中等16世紀 ①〇參字本屋敷、内出堀、土居、戸上州故城塁記では東荻窪

林、耕地 ロ

腰部

27- 27 小坂子城 小坂子町 丘 宅地、山不良16世紀 〇參 西新井、鍛治谷戸堀切、土居、
林、畠 (下中沢別郭) 戸口、腰1郭

28- 28 小坂子要害城 小坂子町 丘 宅地、畠不良16世紀 〇參 字油田 堀、堀切、腰

郭

29- 29 川白田の砦 小坂子町 平地 宅地 不良16世紀 〇參 字川白田、下ノ殿 堀

30- 30 兎貝戸の砦 小坂子町 平地畠 良托世紀 〇參 字兎替戸、鍛治谷戸堀

31- 31 塔の堀 西荻窪町 丘 空堀 良 16世紀 〇參 字西原、下次郎坊堀' 土居 西荻窪城の遠堀、長さ500m。

32- 32 西荻窪城 西荻窪町 丘 宅地、畠不良16世紀 〇• 字古城、字城窪堀、土居

33- 33 上泉城 上泉町 平地 宅地耕地中等16世紀 上泉(大胡)氏 歴代古案、関東幕注文 字鍛治師替戸、深橋、戸口、五県該跡指定の郷倉がある。

後鑑、千野文書 堀、唐ノ堀、鋳物輪塔 上泉伊勢守秀綱(大胡武蔵守信

言継郷記 師替戸、清水 綱)の墓が西林寺にある。

女堀(新田堀)の西端。

34- 34 亀泉城 亀泉町 丘 畠、寺 不良16世紀 ㊀參 字本郷 堀断面、土居近年消滅' 加意寺がある〇

35- 35 下長磯城 下長磯町 平地 宅地、田、消滅16世紀 字宿要害、古的場 三袋を要害とする。

畠

36- 36 今井城 今井町 平地 宅地、畠不良16世紀 斎藤氏 〇♦⑳ 字城山、寄居山 堀、戸口

37- 37 下増田屋敷 下増田町 平地宅地、畠不良16世紀北爪氏 字中屋敷、元屋敷堀、土居 鬼門に今宮八幡、蓮花院がある。

38- 38 新土塚城 二之宮町 平地 宅地、畠 不良16世紀 〇♦㉚ 字新土塚、元屋敷 堀、のろし台 新土塚は古墳利用ののろし台

声殿、明屋敷 板碑

.39—39 二之宮環濠遺 二之宮町 微台地社、寺' 声殿、金糞沼、宮堀、土居、尸二之宮赤城神社、無量寿寺、宮

構群 宅地、耕 本、宮東、宮下 ロ 下西館等

地



40- 40 宮下西館 二之宮町 微台地宅地耕地消滅 報告書 字宮下西 2重の堀、戸口昭和61年発掘調査で検出

41— 41 二之宮赤城神 二之宮町 社地 良 当社年代記 ㉝ 字宮本 2重の堀、土

____________ 社(館)_______________________________ 居、戸口

42- 42無量寿寺 二之宮町 寺 不良 字宮東、字江竜堀、堆土 昭和61年一部発掘調査

43— 43 上長磯環濠遺 上長磯町 平地 宅地、田、消滅 字伊勢、字熊野

構群 畠

44- 44 天川寄居 文京町(天川)平地文書館消滅 字寄居、字東下堀 昭和56年一部発掘調査

宅地

45- 45 朝食環濠遺構 朝會町 平地 宅地 消滅 字伊勢廻

群

46- 46 上橱島屋敷 櫥島町 平地 宅地 不良16世紀 牛込氏 字元屋敷、字宿裏堀

47- 47上朝倉屋敷 朝倉町 平地宅地 消滅 字上廓、字大道東、 図なし。

兵庫屋敷、宗大夫

48— 48中沢屋敷 上佐鳥町 平地 宅地、畠中等 字中原、五輪田 堀、土居、戸条理制に深ぃかかわりがある。

□

49— 49 東力丸環濠遺 力丸町 平地 宅地、田不良 字飯玉宮田前堀
構群 沖_

50— 50 力丸城 力丸町 平地 集落 消滅15世紀 力丸氏 永禄日記、藤生文書 本郷、殿林、上宿堀、土居、戸近年破壊

16世紀 東上宿、南在家、 ロ、根小屋

食屋敷、その他

51- 51 新堀城 新堀町 平地 宅地、畠消滅16世紀 和田正盛 ①㉚㉚〇字赤石、字諏訪木 武田氏築城か。

(郷土城) •感) 字中島、押切馬場 利根川氾濫で消滅

52— 52 房丸東環濠遺 房丸町 平地 集落耕地消滅 字鍛治谷戸間田

構群

53— 53 徳丸東環濠遺徳丸町 平地宅地 消滅 字縫田、字後 堀 近年堀を埋める。

新井氏、井野氏現住。



54- 54 横堀環濠遺構 西善町 平地 宅地、耕 不良 字天神、字柳町 6か所の遺構 天神のものは、酒井藩陣屋とな

群 地 堀、土居 る。

55- 55 西善環濠遺構 西善町 平地 宅地、耕不良 字熊野、舞台、矢6か所の遺構

群 地 田下 堀、土居

56- 56 西善環濠遺 西善町 平地 宅地、耕不良16世紀 須田氏 北条文書、歴代古案 字西ノ免、字弁天須田屋敷等 明覚院(元禅養寺)がある。

構群 地、畠 中等 字弁天 2重の堀 天正10年、北条氏郡陣所はここ

(須田屋敷) か。

57- 57 東宮地環濠遺 宮地町 平地 宅地耕地消滅 字梅天神 堀、数個所の

構群 平地 環濠跡

58- 58 下佐鳥環濠集 下佐鳥町 平地集落 消滅 字村内 堀 数々の宅地が共有の堀で囲まれ

落 る。

59- 59 宿阿内城 亀里町 平地 集落耕地不良16世紀 三輪右丹 ①〇◎㉚字城、城の宮、五堀、土居、戸近年まで良好に保存されてい

(亀里阿内城) ⑩ 輪田、宿前、大町 ロ、櫓台、根 た。

中屋敷、太鼓櫓 小屋

60- 60 厩橋下之城 紅雲町 崖端 寺 消滅16世紀 ㉝

61- 61 阿内古城 亀里町 平地 畠、田 消滅 文明九年 上杉顕定 松陰私語 〇♦⑱ 字竜門郭、古城、

下阿内

62- 62 前田屋敷 亀里町 平地 宅地、畠消滅 字前田 2重の堀

63- 63 複屋敷 亀里町 平地 不良 稷曲輪 堀、五輪塔 三輪氏現住

64- 64 鶴小路亀里環 鶴光路町、亀里平地 集落、耕中等 字城ノ宮、虚空蔵、堀、14か所の

濠遺構群 町 地、寺 亀甲、村中等 環濠遺構

65- 65 亀里環濠遺構 亀里町 平地 集落耕地 中等 字観音、字中屋敷 堀、4か所の 天神屋敷は2重の堀が

群 字熊野、字天神 環濠遺構 あって保存良好

66- 66 三公田環濠遺 公田町 平地 宅地、耕不良 字熊野 堀

構群 地、社寺

67- 67 山王環濠集落 山王町 平地 集落 中等 字三枚田、神明、惣堀、別に2
薬師 か所の環濠跡

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



68— 68 後閑大屋敷 広瀬町 平地 宅地 消滅 字大屋敷 堀

69— 69 後閑環濠集落 後閑町 平地 宅地 中等 字宮川添、字簧城惣堀、別に5
字前屋敷、中堀添か所の環濠跡

70— 70 福島屋敷 上佐鳥町 平地 宅地、畠中等 福島氏 字西原、字元屋敷堀、土居、戸元屋敷から西原に移る。

□

71— 71 大室元城 大室町 ,丘 畠 消滅15世紀 松陰私語、報国寺文書、①㉚〇擧 字本城 堀

赤堀文書

72— 72 大室城 西大室町 平地 集落、社中等16世紀 長尾氏 中山文書、渕岡武大夫 ①⑧㉚㉚ 字北宿、南曲輪、堀、土居、戸 大室神社、観昌寺がある。

地 牧和泉 書状、永井実平書状 〇◎㉝ 中宿、前栽場、内 ロ、根小屋

堀

73— 73 荒子の砦 荒子町 崖端 公園、畠 不良 〇參 堀 忠霊塔があ

る〇

74— 74 赤石城 飯土井町 台地 宅地、畠 中等16世紀 赤石左衛門赤堀政綱軍忠状 〇© 字城山、城西、宿堀、堀切、戸近年破壊、赤石関係諸史料は伊

尉 畑 ロ、帯郭、土 勢崎赤石城関係のものが多いの

居 であろう。

昭和52年一部発掘調査

75— 75 横手環濠遺構 横手町 平地宅地、耕消滅 井戸町、高畑横町 防水の小型遺構、近世のものか。

群 地

76— 76 野中環濠遺構 野中町 平地 宅地、寺、消滅 上曲輪、下曲輪等五輪塔、板碑

群 社

77— 77 百石屋敷 新井町 消滅 荒砥村誌 五輪塔 図なし

1005—78弥勤館 元総社町 平地高速道路消滅 報告書字弥勤 二重堀 昭和54年一部発掘調査
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78- 1 鼻高の砦 高崎市鼻高町 崖端 宅地、寺 不良16世紀 〇參 字天神前、内出 堀、石垣

畠等

79- 2 八幡館 八幡町 丘 団地、畠消滅 〇參 字館、二子塚

80- 3 福田屋敷 藤塚町 台地 宅地、畠 消滅16世紀 福田加賀守 〇•⑩ 字台 食賀野十六騎中

81- 4 峯岸屋敷 上豊岡町 平地 宅地 不良 峰岸氏 字下郷原、前村 堀

82- 5 並複城 上並檀町 不良16世紀 並檀将監 〇◎載) 字南、滝谷、宿 堀、土居、戸 昭和50年及び59年一部発掘調査

並複庄九郎 ロ、遠堀

83- 6 住吉城 中町 台地 宅地、畠 不良16世紀 清水文書 〇參 字住吉、 堀 長野堰及白川

城山 新河道が北半

を破壊

84- 7 井野屋敷 楽間町 平地 宅地、畠不良16世紀 井野氏 〇拳 字石田 堀

• 85-8 乙業館 浜川町 崖端 畠 木良 長野乙業 〇參 字乙業、道場 堀

86- 9 浜川館 浜川町 平地 宅地、耕 中等16世紀 長野氏 東路の津登 〇◎感) 字館、道場 堀、土居 浜川長野氏の居館、長野隆業

地

87- 10 高田屋敷 浜川町 平地 田 不良 ㊀參 字高田 2重堀 昭和63年発掘調査

88- 11 与平屋敷 浜川町 平地 田 不良 ㊀參 字与平 堀

89- 12 長町屋敷 浜川町 平地 田 消滅 ㊀ 字長町

90- 13 矢島の砦 浜川町 平地 畠、田 (良) 矢島貞勝 、〇◎感) 字矢島、城之内 堀、土居、櫓 昭和55年発掘調査

(矢島城) 報告書 台、戸口、板

碑等

91- 14 北爪の砦 浜川町 平地 宅地、耕 不良16世紀 北爪土佐 〇© 字北城 2重堀、戸口 消滅に瀕している。

(北城) 地 (周防)



92- 15 寺の内館 浜川町 平地 畠 中等10世紀 字寺の越 堀、土居、戸昭和52年発掘調査

16世紀 報告書 ロ 伝東路が南側を通る。

93- 16 北新波の砦 北新波町 ’平地 寺、耕地良 16世紀 新波新左衛 〇參⑮ 字古城 堀、土居、戸県指定史跡

門 報告書 ロ、土橋等 昭和62年発掘調査

94- 17 八木屋敷 上小稿町 平地 宅地、耕中等 八木氏 字村前 堀

地

95- 18 大八木屋敷 大八木町 台地 畠 消滅 茂木氏 ㊀ 字融通院 堀、戸口 昭和48年発掘調査、新幹線敷地

96- 19 青木屋敷 小八木町 平地 宅地、耕不良 青木氏 ㊀參 字新井 堀、戸口

地

97- 20 黒崎屋敷 中尾町 平地 耕地 不良 黒崎氏 石原文書 字元屋敷、池ノ内堀

98- 21 熊野堂館 大八木町 平地 耕地 消滅 報告書 字熊野堂 二重堀 昭和57年発掘調査により発見

群馬郡群馬町井出

99- 22 中尾城(中尾 中尾町 平地 集落、耕 中等 參 字村東、吹屋、天 堀、井戸 昭和52年関越道敷地の発掘調

環濠集落) 地 報告書 井街、前中尾 査、北に震隣子刀工跡がある。

100- 23 井野環濠遺構 井野町 平地 宅地、耕中等 某与五衛門 〇• 字天神、屋敷前 堀土居、戸口 与五衛門屋敷ほか1所。

群 地

10卜24 エ飯塚城 飯塚町 平地 集落、耕 不良16世紀 ㊀攀 字村内 堀、土居 飯塚常仙とかかわりがあろう。

地

102- 25 鼠屋敷 飯塚本町 平地 田 不良 字鼠屋敷 堀

103- 26 左近屋敷 飯塚町 平地 宅地 消滅 某左近 字左近 堀 新幹線用地、北側の墓地残る。

104- 27 西沖屋敷 問屋町 平地 畠 消滅 字西沖 堀跡

105- 28 八幡屋敷' 飯塚町 平地 宅地、耕 不良16世紀 新井若狭 高崎近郷村々百姓由緒 字八幡 堀 八幡と薬師塚がある。

- 地 書、石原文書

106- 29 塚越屋敷 飯塚町 平地 宅地 不良 塚越氏 字塚越 堀 東北側には古墳がある。’

107- 30 貝沢東屋敷 貝沢町 平地 宅地、畠不良16世紀 新井雅楽之助高崎近郷村々百姓由緒書



108- 31 赤土屋敷 飯塚町 平地 宅地 不良 赤土 堀、土居

109- 32 下並檀の砦 並梗町 崖端 寺、宅地 中等16世紀 飯塚常仙 ㊀, 堀、腰郭 常仙寺

110- 33 和田城 高松町 崖端 公園 不良15 -16世 和田氏 関東幕注文、生島足島 ①⑧㉚〇 のろし台 近世高崎城の一部となる。

紀 起請文、甲州文書、大◎⑮ 昭和63年一部発掘調査

沢文書、梶山文書、竹

林文書、高井文書、飯

塚文書、石原文書、清

水寺本堂棟札等

111- 34 新後閑屋敷 新後閑町 平地 寺、宅地不良16世紀 新後閑左京亮清水寺本堂棟札 載) 字寺廻、左京屋敷 新幹線用地として一部は発掘調

報告書 査

112- 35 (佐野環濠遺 上佐野町 平地 畠 消滅 (佐野常世) 報告書 守寺前 常世神社がある。

構群)佐野屋

敷

113- 36 堀口屋敷 下佐野町 平地 宅地 中等 堀口氏 字蔵王塚、新堀 堀、土居、戸

ロ

114- 37 清水屋敷 下佐野町 平地 畠 消滅 報告書 字清水 新堀 堀、内耳土器

115- 38 夕日長者屋敷 下佐野町 平地 畠 消滅 夕日長者 趣 字長者屋敷 堀、出土品

116- 39 上日高屋敷 上日高町 平地 宅地 良 田村氏 ㊀參 字村主、村前 堀、土居、戸

ロ

117- 40 日高環濠遺構 日高町 平地 宅地、耕 不良 湯浅氏等 字村主、村前 堀、戸口 村主神社がある。

群 地

118- 41 日高大下環濠 日高町 平地 集落 中等 字行人 2重堀3か所

遺構群

119- 42 湯浅屋敷 新保田中町 平地 宅地 不良 湯浅氏 ㊀ 字村前 堀、土居、井

戸

120- 43 上新保環濠遺 新保町 平地 集落 不良 阿久沢氏 ㊀參 字北沖、字山神、小環濠跡数か

構群 字中内 所

121- 44 諏訪環濠集落 新保町 平地 集落 不良 井草氏等 ㊀攀 字諏訪、字伊勢 堀 諏訪神社がある。



122- 45 上新保北屋敷 新保町 平地 宅地耕地 堀、土居、戸 昭和62年発掘調査

□

123- 46 山王屋敷 新保町 平地 宅地、畠中等 宇山王 堀、土居、戸

□

124- 47 猿田屋敷 新保町 平地 宅地、田中等 字後田 障子、三重堀昭和62年発掘調査

125- 48 下新保環濠遺 新保町 平地 集落 不良 反町氏 木島文書 字熊野前 環濠跡2か所

構群 小島氏 字八坂

126- 49 (上大類環濠 上大類町 平地 集落 不良16世紀 〇參 3か所の屋敷 新井、長井、井上3氏

遺構群)

127- 50 新井屋敷 上大類町 崖端 宅地、畠中等16世紀 新井氏 高崎近郷村々百姓由緒書〇參㉚ 堀、土居 新井刑部同勘解由。

128- 51 長井屋敷 上大類町 平地 宅地 不良16世紀 長井氏 同上 〇攀 土居 長井豊前守

129- 52 江木環濠遺構 江木町 平地 集落 不良 字北屋敷 5か所の環濠

群 字南屋敷 遺構

130- 53 高関屋敷 高関町 平地 宅地 中等16世紀 角田氏 高崎近郷村々百姓由緒書 字堰村 堀、戸口

131- 54 岡田屋敷 岩押町 平地 宅地 不良 岡田氏 字屋敷巡 堀、戸口 八幡祠がある。

132- 55 宇名室環濠遺 上中居町 平地 集落 不良 堤氏ほか 字宇名室 堀、堤屋敷等 諏訪神社がある。

構群 字宇名室東 数か所の環濠

跡

133- 56 丸茂屋敷 上中居町 平地 宅地、畠中等 丸茂氏 二重堀、土居

134- 57 天田屋敷 宿大類町 平地 田 消滅 天田氏 報告書 字天田 堀、水路 水路を兼ねた囲堀

昭和58年発掘調査

135- 58 原屋敷 宿大類町 平地 宅地、田消滅 字原邸 堀、戸口

136- 59 大類館, 南大類町 平地 宅地、畠中等15世紀 大類氏 鎌倉九代後記御内書案〇參 宇館 堀、土居、戸大類伊勢守

ロ

137- 60 大類城 宿大類町 平地 宅地、耕 中等天正年間和田信業 須賀文書、甘田文書 〇◎⑱ 字沼尻、字内宮、 堀、土居、戸 昭和59 • 61年発掘調査

地、社地 報告書 字首金田、字村西、ロ、馬出(か)、

かき上げ、殿堀 根小屋



138- 61 隼人屋敷 柴崎町 平地 宅地、畠消滅16世紀 原隼人 田口文書(茂木) 〇♦㉚ 藤木門、判形等 2重堀

字隼人

139- 62 高井屋敷 柴崎町 台地 宅地、社良 16世紀 高井氏 高井文書 〇♦㉚ 字西浦 2重堀、土居進雄神社社人

地

140- 63 大類寄居 柴崎町 平地 宅地 不良 柴崎地衆 〇♦ 字寄居 堀、土居、戸近年破壊、根岸氏居住

ロ

141- 64 道場屋敷 柴崎町(矢中飛平地 宅地、畠不良 字道場 堀

地)

142- 65 大下屋敷 柴崎町 崖端 宅地、畠 良 田口 田口文書(茂木) 〇♦ 字大下 2重堀、土居

143- 66 矢島西城 矢島町 平地 田 (良)15世紀 松陰私語 字村西 櫓台、戸口、 女堀が通る。

報告書 堀、戸口、門、昭和61年発掘調査で発見

井戸

144- 67 反町屋敷 矢島町 台地 宅地、畠不良 反町氏 字竹の内 堀、戸口

145- 68 元島名矢島環 矢島町 平地 宅地、耕 消滅 島名氏 報告書 字中子、字三島、 桜屋敷等 昭和53年一部発掘調査

濠遺構群 元島名町 地 字桜屋敷

146- 69 元島名城 元島名町 平地 耕地、宅 消滅 15世紀 島名伊豆守発掘調査報告書、高崎①〇◎ 字八幡、字中子、 堀、土居、戸 昭和51• 53年一部発掘調査

地、寺 16世紀 長井政実 近郷村々百姓由緒書、 字西内出、字袋町、ロ、根小屋、

松陰私語 かまあげ、字寺廻 板碑

り

147- 70 元島名内出 元島名町 崖端 宅地、耕中等16世紀 阿久沢氏 〇♦ 字中内出 堀、土居、戸附近に小環濠遺構がある。

地 ロ

148- 71 屋敷 中大類町 崖端 宅地、畠中等16世紀 高井氏 高井苳書 〇♦ 字降照 堀、土橋

149- 72 島野環濠遺構 島野町 平地 宅地 不良 阿久沢氏 ©♦ 字新堀 堀

群

150- 73 反町城 上中居町 平地 宅地、寺 中等16世紀 反町美濃家 高崎近郷村々百姓由緒 ①〇♦感)字反町耕地 堀、土居、戸 極楽寺がある。

(上中居城) 反町大膳亮書、反町大膳亮覚書、 ロ、井戸 昭和63年一部発掘調査

関東幕注文、木島文書



151- 74 上中居西環濠 上中居町 平地 宅地、畠不良 〇參 字前屋敷、辻薬師、堀、土居、戸近年までよくのこる。

遺構群 字岡西、新堀 ロ、3か所の

遺構

152- 75 新井大学屋敷 下中居町 平地 宅地、畠中等 新井大学 〇參 字天神裏 堀

153- 76 (下中居環濠 下中居町 平地 集落 〇

遺構群)

154- 77 くぐり窓屋敷 下中居町 平地 宅地 中等16世紀 高尾佐渡守 石原文書 〇參 くぐり窓字天神前 堀、戸口 高尾佐渡守は甲陽軍鑑中にあ

る〇

155- 78 福田屋敷 下中居町 平地 宅地 中等 福田氏 〇 字宅地添 2重堀

156- 79 佐藤屋敷 下中居町 平地 宅地、畠中等 佐藤氏 〇 字宅地添、さかや2重堀

157- 80 (矢中環濠遺 矢中町 平地 集落 中等16世紀 矢中七騎等 〇感) 総堀のあった形跡がある(環濠

構群) 集落か)〇昭和60年一部発掘調査

15か所程の環濠跡があり、総堀 

矢中七騎については和田記にあ 

る。新左衛門は金井淡路守の弟

158- 81 栗原屋敷 矢中町 平地 宅地、畠 中等16世紀 栗原内記 * 〇參 字上村内 堀、土居

159- 82 宝昌寺屋敷 矢中町 平地 寺、山林 中等16世紀 矢中新左衛 〇參 字上村内、宝昌寺堀、土居、戸

門 ロ

160- 83 下村北屋敷 矢中町 平地 宅地、畠(中16世紀 大沢備後 •⑳ 字下村北 2重堀、別郭、昭和60年発掘調査

等) 松本九郎兵衛 報告書 戸口、井、板

碑、堀

161- 84 中島屋敷 京目町 平地 宅地、畠不良16世紀 中島氏 參 三ツ谷京目 堀

162- 85 深沢屋敷 京目町 平地 宅地、畠 中等 深沢氏 ㊀拳 上京目 堀、土居、戸 長楽寺がある。

ロ

163- 86 下滝館 下滝町 平地 宅地、畠 良 文明9年 足利成氏 松陰私語 字前畑 堀、土居、戸 文明9年、成氏7か月間仮御所、

大井田氏 ロ、井、別郭 近世天田氏居住

164- 87 下滝屋敷 下滝町 平地 宅地、畠 消滅 字八幡 (2重堀)



165- 88和田下之城 下之城町 平地 宅地、耕不良永禄10年和田正盛 報告書(下字西城、番城山、城、土居、戸昭和61年試掘調査

地、寺社 天正18年和田正直 之城史) 内出、堀の内 ロ、根小屋 徳昌寺に和田氏の墓がある。

等 鈴木文書、

平沼文書

166- 89 上稲荷前屋敷 倉賀野町 平地 宅地、田消滅 字上稲荷前 井戸(発掘)土居、堀は近年破壊

倉賀野16騎中の屋敷か。

167- 90 朝日長者屋敷 倉賀野町 平地 宅地、耕消滅 字丙下正六

地

168- 91 万福寺跡 食賀野町 崖端 団地 消滅 報告書 字万福寺 囲堀(2重) 昭和58年一部発掘調査

169- 92 倉賀野西城 食賀野町 平地 耕地、寺 良 〇參 字薬師前 堀、土居、戸 林西寺がある。會賀野城西の砦

ロ、櫓台

170- 93 永泉寺の砦 倉賀野町 平地 寺 中等 〇參 字中稲荷 堀、土居、戸 倉賀野城北の砦、金井淡路守の

ロ 墓

171- 94 食賀野東城 倉賀野町 平地 耕地、墓不良 字橋東 堀 倉賀野城東の砦

(長賀寺の砦) 地 長賀寺跡

172- 95 食賀野城 倉賀野町 崖端 市街地 不良12世紀 倉賀野氏 吾妻鏡、浦野文書、関 字宮の前、字上町、堀 別に解説する。

(雁城) 18世紀 金井淡路守東幕注文、快元僧都記、 字町南、字中町、

歴代古案、豊岡文書 字八幡

173- 96 東中里城 東中里町 平地 宅地、耕不良 太田氏 ⑩ 字村内、字堀廻り堀 火雷若御子神社がある。

地、社地

174- 97 堀米屋敷 綿貫町 崖端 宅地、畠消滅16世紀 堀簧大学 高崎近郷村々百姓由緒書〇參 字堀米

175- 98 岩鼻の砦 岩鼻町 崖端 宅地、畠不良16世紀.和田業繁 大沢文書 〇◎ 字旧陣 土居 近世末岩鼻陣屋の牢屋敷とな

る〇

176- 99 下斎田城 下斎田町 平地 宅地、耕 中等 田口氏 字前、字根小屋 堀、土居、戸

地 ロ

177- 100 八幡原館 八幡原町 崖端 宅地、耕 中等 (安達氏) 吾妻鏡 〇◎趣) 字勝岡 堀、土居、戸 お八幡という。

地 ロ



178- 101若宮館 八幡原町 崖端 社地、畠不良 ㊀ 堀’ 井野川、鳥川合流点

179- 102 田口屋敷 中島町 平地 社、集落不良16世紀 田口業祐 〇參 内出、元屋敷 堀、土居、板

碑

180- 103 萩原城 萩原町 平地 社、寺、 中等 16世紀 萩原地衆 〇參 内手、新屋敷 堀、土居、戸

集落 ロ

181- 104 寺尾上城 乗附町 山 山林 良 14世紀 南朝方 清水寺本堂棟札、反町〇◎ 字蓮浄坊、三本松堀切、土居、 南北朝期寺尾地域城の堡塁。

(乗附城) 16世紀 乗附氏 大膳亮覚書 腰部、戸口

182- 105 乗附屋敷 乗附町 平地 宅地、耕不良 乗附氏 〇參 後に江積氏居住

地

183- 106 石原屋敷 石原町 平地 宅地、畠中等天正年間石原氏 石原文書、御家向大概〇參 堀、土居、戸利済寺がある。石原作太夫、同

附図 ロ 作右衛門。

184- 107 寺尾館 石原町 台地 宅地、畠不良14世紀 南朝方 〇參 字館 南北朝期寺尾城の館

(佐藤屋敷) 16世紀 佐藤氏

185- 108 寺尾中城 寺尾町 山 山林 良 14世紀 南朝方 御家向大概附図 ①〇 字中城、衣沢 堀切、土居、南北朝期寺尾城の堡塁。

16世紀 戸口、武者屯

186- 109 茶臼山城 寺尾町 山 山林、畠 良 14世紀 南朝方 御家向大概附図 ①〇◎感)字茶臼山 堀、堀切、戸南北朝期寺尾城の堡塁

(鷹ノ巣城) 16世紀 甲陽軍鑑 ロ、土居、帯

郭

187- 110 根小屋城 山名町 山 山林、畠 良 永禄11年武田氏 甲陽軍鑑 ㉚〇◎感)字城山、赤岩山 堀、堀切、土 昭和57年一部発掘調査

天正18年 報告書 居、戸口、腰

郭、帯郭、竪

掘、馬出、井

戸、のろし場

188- 111寺尾城 乗附町、片岡町、地域城 12世紀 新田義重 吾妻鏡 〇◎

石原町、寺尾町、根小 14世紀 南朝方

屋町、山名町

189- 112 寺尾下城(前 山名町 山 山林 良 14世紀 南朝方 ①〇◎感)字前城山 堀、堀切、土 南北朝期寺尾地域城の堡塁、後

城) 16世紀 木部方 居、戸口、腰 に、木部城の要害城、根小屋城

山名城 郭、帯郭竪堀 の前堡となる。南山腹に山上碑。



190- 113 山名館 山名町 平地 寺、耕地中等 山名氏か ㉚㊀參 光台寺 堀、土居

191- 114 木部北城 阿久津町 台地 寺、畠 不良16世紀 木部氏 甲陽軍鑑 〇• 北城、字前組 市指定史跡。玄頂寺がある。

192- 115木部氏館 木部町 平地 寺 中等15世紀 木部氏 ㊀ 木部田端 堀、土居、戸 心洞寺、伝楽部範虎の墓がある。

報告書 ロ 昭和54年一部発掘調査

193- 116木部城 木部町 平地 宅地、畠消滅16世紀 木部氏 田口文書、浦野文書、①〇◎感) 堀、土居、戸近年消滅

武田信玄 飯島文書、長年寺受連 ロ

手記、須賀文書

194- 117 村北屋敷 宿大類町 平地 田 消滅 報告書 字新保前、村北 堀、栅穴列、昭和57年発掘調査により発見

井

195- 118 新居屋敷 横手町 平地 畠 消滅 新井喜左衛門高崎近郷村々百姓由緒書參

196- 119八幡原城 八幡原町 崖端 宅地、畠 不良 ① 字城山 堀、土居 東半は玉村だが別城であろう。

佐波郡玉村町宇貫

1007-120江原源左衛門 上滝町 平地 宅地 不良16世紀末江原源左衛江原文書 ㊀ 堀

屋敷 門

桐 生 市

地図No.名称所在地立地現況文 献 関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

197- 1 仁田山城 桐生市上仁田山 山平地 山林、寺良 里見勝広 喜連川文書k前原文書①㉚〇⑳栃久保、蓮慶寺、 堀切、腰郭、 仁田山地域城の核堡

(川内町5 丁目) 桐生氏 太田文書、北条文書 石尊山 戸口、居館

198- 2 蓉山城 中仁田山 山 山林 良 二階堂允行岩上文書、園田文書 〇◎酈 谷、谷山、桜峠 堀切、腰郭 仁田山地域城の堡塁

(八山城) (川内町5 丁目)

199- 3 煙硝蔵の砦 山田郡大間々町小平 松平文書 金比羅山 戸口、土居、仁田山地域城の堡塁

(赤萩城) 名久木 山 良 〇參 丸山赤萩 堀、腰郭、土

(川内町5 丁目) 、棒谷戸 居、戸口



200- 4 皿窪の砦 皿窪 山 山林 良 桐生氏 歴代古案、上杉文書 ㊀參 皿窪 腰郭、戸口 仁田山地域城の堡塁

(猿窪) (川内町5 丁目) 北爪大学首帳

201- 5 伊賀屋敷 須永 平地 宅地、畠 良 林高成 ©〇參 字上谷戸島 堀、土居、戸 仁田山地域城の堡塁(か)と遠堀

□

202- 6 (仁田山地域城) 桐生市川内一帯 南北朝期 応仁武鑑 〇© 以上5城砦を配した地域城

(赤萩地域城) 以降

(谷山地域城)同一のものの別称

(猿窪地域城)

203- 7 用命の砦 桐生市須永 丘 畠、墓地 中等 須永衆 ①〇•⑱養命山、永明 堀切、腰郭、

(永明の砦) 石原石見 土居

204- 8 園田館 西小倉 平地 宅地 不良 園田氏 黒谷上人伝、園田文書 ①⑧㉚〇 園田成家を小倉上人という。

(川内町2 丁目) 參感)

205- 9 小食の砦 東小倉 山 山林 良 〇參 釈迦堂 堀切、腰郭

(川内町1丁目)

206- 10 小食丸山の砦 東小食 不良 桐生氏 〇參 丸山

(川内町1丁目) 台地 宅地

207- 11 桐生城 上久方 山 山林、寺良 16世紀 桐生氏 西方寺本尊胎内墨銘、 ①㉚〇◎ 桧杓山、居館、岡 堀切、土居、 昭和56年岡平の一部発掘調査。

(桧杓山城) (梅田町1丁目) 山脚 宅地、畠 由良氏 富岡文書、原文書、由 趣) 平、小谷入、城山、竪堀、武者屯、別に解説する。

良文書、古文書彙、金 軀沢、城の前、杉 戸口、郭馬出

谷文書、藤生文書、長

沢文書、関東幕注文、

新居文書、園田文書等

208- 12 梅原館 上久方 平地 寺、畠、 良 12世紀 桐生氏 吾妻鏡、新居文書、藤㉚〇參⑳お北、梅原 遠構跡、戸口、お北は妙印尼の居所、城永寺跡

(桐生館) (梅田町1丁目) 田、宅地 16世紀 生文書、関東幕注文等 堀、土居 の薬師堂がある。

報告書 昭和63年一部発掘調査

219-13 物見山の砦 上久方 丘 山林 中等16世紀 桐生氏 〇參 物見山、つつじ窪、堀切

(平井町) 愛宕山

210- 14 勘解由屋敷 下久方 平地 宅地 不良16世紀 大谷勘解由 〇參 大谷屋敷

左衛門

211- 15 因幡屋敷 (東町3 丁目) 平地 宅地 不良16世紀 金谷因幡守金谷文書 〇拳 金谷屋敷、吉毛 堀(力) 金谷氏現住



212- 16 内膳屋敷 (菱町黒川) 平地 宅地、畠不良16世紀 細川内膳 ①〇參 細川屋敷、黒川、堀、多福庵

長屋

213- 17 彦部屋敷 下広沢 丘 山林 良 彦部氏 彦部文書 〇© 手臼山、竹が岡、 堀、土居、戸手臼山はのろし場、彦部氏現住

(広沢町6T@) 丘の脚 宅地 竹の下、譜代屋敷、ロ、腰郭、櫓 県指定史跡

加賀屋敷 台

214- 18 丸山の砦 (堤町3 丁目) 丘 山林、宅 中等 桐生氏 〇參 丸山 堀切、土居、 新川堀西の砦

地 荒戸寄居山 腰郭、戸口 初めは荒戸地衆の寄居

215- 19 新居屋敷 (堤町3T@) 丘の脚 宅地 中等 新居長重 新居文書、関東幕注文 〇參

奈良原文書、園田文書

216- 20 今井宿の砦 本宿 平地 宅地 消滅 桐生氏 〇♦趣)今井宿 土居(現存し新川堀中央の堡塁

(問屋場) (元宿町) ない)

217- 21浅間山の砦 黒川 山 山林 中等 桐生氏 〇♦ 小友、浅間山 腰郭、戸口 新川堀東の砦

(菱町黒川)

218- 22 新川遠堀 新川 平地 水路 中等 桐生氏 瀞堀 堀 桐生城の遠堀

229-23 茶臼山の砦 上広沢 山 山林 良 岩松氏(か) 〇♦ 堀切、腰郭

(広沢3 丁目) 戸口、竪堀

220-24 広沢の寄居 上広沢 山脚 寺、宅地、不良 広沢地衆 «

(寄居屋敷) (広沢町寄居) 畠 金井宗清

伊勢崎市

2;+も：所在地立地現況S '定在S文 献関連地名遺構.鋤等備 考

222- 1 小泉城 伊勢崎市小泉 平地 畠、河原消滅15世紀 那波氏 集古文書 小泉 利根川に大半没落

223- 2 雉子屋敷 宮古 平地 宅地 不良 字雉子 堀 一般環濠遺構



224- 3 今村城 稲荷町 平地 宅地、畠不良16世紀 那波顕宗 松陰私語、永禄日記、①〇◎⑳字城、下今、古城堀、土居、櫓近年農地改良で破壊

台地 田 長沼越前 歴代古案、宇津木文書、 台、戸口 市指定史跡

上杉謙信 境野文書

225- 4 今村環濠遺構 稲荷町 平地 耕地 消滅 字古屋敷、観音堂数個の環濠址

群 惣堀

226- 5 上ノ宮要害 東上ノ宮 平地 耕地 消滅15.16世 小稿文書、相州文書 字竹ノ内 那波城の碑 康正2年、足利成氏攻略

紀

227- 6 那波城 堀口町 平地 耕地、寺、消滅15-16世那波氏 吾妻鏡、皆川文書、前①⑧㉚〇字城内、殿町、出

宅地 紀 田文書、正木文書、上 ◎感) ロ、城東、城西、

杉文書、那波文書、等 城北、城南

228- 7 富塚城 富塚町 平地 宅地、畠 不良15 •16世那波教元 正木文書、松陰私語 〇• 字遠浦、城山 堀、櫓台、戸

紀 ロ

229- 8 馬見塚屋敷 馬見塚町 平地 宅地、畠消滅 馬見塚氏 熊野那智大社文書、北 字堀ノ内、中組、

寺社地 爪文書、色部文書 古屋鋪、新屋輔

230- 9 赤石城 曲輪町 平地 寺、宅地 消滅 赤石左衛門尉 赤堀文書、相州文書、 ⑱ 古伊勢崎城

神宮文書、歴代古案、

由良文書、鎪阿寺文書

231- 10 伊勢崎城 曲輪町 平地 市街地 消滅天正年間 金谷文書、藤生文書、①㉚〇參 天正4 - 5年頃、北条氏築城か。

歴代古案

232- 11 岡屋敷 波志江町2 丁目平地 宅地、耕中等16世紀 細井氏 ①♦〇 字岡屋敷 堀、土居

地

233- 12 波志江館 波志江町 平地 宅地、寺 中等16世紀 波志江氏 赤堀文書 ①〇拳 下波志江、いぼり 堀、土居 金蔵寺がある。

畠、社地 細井氏

234- 13 波志江中屋敷 波志江町2 丁目 平地 畠、宅地不良 ①〇• 字中屋敷 堀、戸口

235- 14 中野屋敷 波志江町2 丁目 平地 宅地 消滅 16世紀 中野丹後守 永禄日記 字中ノ面、中屋敷

236- 15 齋藤屋敷 三和町 平地 宅地 中等16世紀 斎藤氏 字堤原、原新田、 堀、石仏

(新田屋敷)上植木(旧) 薬師、堤中

237- 16 三蔵院屋敷 上植木(鹿島町)平地 宅地 消滅 字上西根、三蔵院 昭和58年、土地改良で破壊'



238- 17_f宗高屋敷 伊勢崎市上植木平地宅地、日消滅 ° 窪地’釈迦堂

(鹿島町) ________________________ ____________________ ________________________________

239- 18 加藤屋敷 上植木本町 平地宅地 消滅 加藤玄蕃 ________ ___________

240- 19遠藤屋敷 上植木本町 平地宅地 不良 元文書上帳 字堀之内、後田中堀、土居 諏觀敷_______________________

241- 20高橋屋敷 上植木本町 平地 宅地、寺不良 元文書上帳 字堀之内、正観寺_______________ ___

242- 21恵下屋敷 上植木本町 平地宅地 消滅______________________________字堀2内、______________________ ________________________________

243- 22植木屋敷 上植木本町 平地宅地 消滅 題氏 '〇參 字新屋敷、田中ん

244- 23下植木館 平地 宅地 不良16世紀 羅中務 羅文書、正木文書’ 钟組、どうかん堀、庭、墓地伊勢崎長尾毛の-館

(長尾氏館)下植木 赤堀文書 _____________________________________________________堀ヽ館の堀 |下植木城ともぃつ。

245- 24林戸敷 下植木 平地宅地 不良W世紀林伊賀守石川忠総留書、柿沼長 字林廓 堀

門守覚書、永禄日記

246- 25今泉屋敷 今泉町 平地寺、宅地、不良16世紀 字窓面' 堀ノ内堀 法長寺がある。

 
247- 26茂呂城 美茂呂町 崖端及寺、宅地、中等雕紀 根岸三河 上杉文書、漆原文書、 字堀ノ内 堀、土居、尸本丸に退魔寺がある。

び台地耕地、社 色部文書、永禄日記 、北廓、切通し、ロ、馬出し

地 セド堀、上の山、

女堀

： で+士+ f ロ —护 rb笙卅ネロ由⑽か 下植木館、今粕川の配水路を兼ねた阻障。
248- 27堤堀 下植木〜茂呂堀 中等1瞰紀由良氏か 泉屋敷、茂呂

城

249- 28西山城 八寸(旧) 平地耕地不良 堀' 土居近年破壊

日の出町 宅地 子上小斎、下小斎________________________________________________

1^7^耕地—消滅 _______________________ 字上原之城 堀____________ 農地改良で破壊

八寸環濠遡^ 中等 〇 字八坂’土居’戸^北側に字竜玄の古代遺跡があ

群 日の出町 耕地 _________________ ______ ______________________ 子権現北 ロ 仏



252-31 八寸城 八寸⑽ 平地 耕地 消滅 ㊀ 字長溝、城山 (新、旧2か昭和57年発掘調査で確認、北東

(長溝城) 日の出町 所の環濠跡)、’に接し、製鉄遺構も検出。

板碑、人物画

土器

太

田

市

地図Na 名 称 _ 十 .. _ .. T日遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料 _ _仙々
(図画No.)(別称)1状況(推定伝承)(推定.伝承)夂 及び解説関せ名退構•通物等 備 考

253- 1 岩松城 太田市下田島 平地 校地 不良16世紀 岩松新田氏 北爪大学首帳 〇© 下田島 堀、土居、櫓近年破壊

, 台、戸口 昭和62 • 63年一部発掘調査

254- 2 沖野郷環濠遺 沖野郷 平地 宅地 中等 堀、土居、戸 峯崎屋敷外数か所

構群 耕地 ロ

255- 3 脇屋館 脇屋 平地 畠 消滅14世紀 脇屋義助 〇參 字原 義助館跡の碑

256- 4 新田館 別所 平地 宅地、耕不良14世紀 新田氏 ① 字本郷 堀 西側の円福寺に新田氏の墓があ

地 る。新田政義ここに退隠。

257- 5 台源氏館 由良 平地 畠 消滅14世紀 新田氏 〇參㉚ 字北ノ庄 伝新田義貞誕生地、岩松満純居

所か。

258- 6 由良の砦 由良 平地 耕地 消滅 14-16世 由良氏 永禄日記 〇◎感) 字北ノ庄 (堀、土居、 岩松満国の居所という。

紀 戸口)

259- 7 富沢館 富沢 平地 寺、宅地、消滅16世紀 富沢氏 字東 堀 正法寺がある。

耕地

260- 8 牛沢城 牛沢 平地 宅地、畠 不良16世紀 牛沢氏 〇參 字本郷、堀の内 堀、土居、戸

□

261- 9 長岡城 長岡 山脚 宅地、耕 不良16世紀 益田氏 高山文書、永禄日記、 字明木戸 堀、根小屋 長楽寺義哲は益田氏の出

地 益田氏系図略記 (宿)

262- 10 強戸の寄居 強戸 平地 宅地、耕不良16世紀 強戸地衆 字寄居 堀

地



263- 11 鳥山城 鳥山 平地 宅地、エ不良 15世紀 鳥山氏 松陰私語、上杉文書、 〇 字中、人切り原 (堀、土居、

場 16世紀 永禄日記 戸口)

264- 12 鳥山館 鳥山 平地 宅地 不良 ①參 字中 堀 現集会所

265- 13 鳥山屋敷 鳥山 平地 宅地 中等 • 字堀の内 堀 近世に代官所となる。

266- 14 大島館 大島 平地 宅地 消滅 14世紀 大島氏 大平記 ①〇♦㉚ 字下 土居、戸口 新田城はここか。

(八幡町) (里見氏)落合書

267- 15 大島城 大島町 平地 田 不良16世紀 〇參 字城の内 堀、土壇

268- 16 今井屋敷 今井 平地 畠 消滅13世紀 今井惟氏 永禄日記 字屋敷内、字屋敷堀、摺臼多数昭和59年発掘調査

(浜町) 14世紀 今井惟義 道、字今井橋東

269- 17 高林城 高林 平地 工場敷地消滅16世紀 梶塚満秀 矢内文書、後閑文書、①〇參 字天神

太田氏 清水文書、永禄日記

270- 18 高林陣屋 高林 平地 宅地 良 16世紀 (足利成氏 松陰私語 〇參 字本郷 堀、土居、戸近世の代官所であるが、構えの

19世紀 か) ロ 雁木折から、中世遺構と推定

271- 19 萩原城 吉沢町 平地 宅地、畠不良15世紀 横瀬氏 〇參⑱ 字萩原、字湯ノ入、堀、土居、の

(吉沢城) 16世紀 字丸山、字白山 ろし台

272- 20 金山城 金山 山 良 15世紀 岩松氏 松陰私語、永禄日記、①⑧㉚〇 実城、坂中城、

16世紀 由良氏 正木文書、由良文書、◎感) 長手、金竜寺谷、実城西城、八

清水正次 長楽寺文書、関東幕注 狸が入、太田ロ、 王子の砦、東

文、道灌状等 今泉ロ、熊野ロ等 金井城等から

成る

273- 21 (実城) 山 山林、社 良 15世紀 永禄日記 趣) 本丸、二の丸、御馬出、竪堀、

地 16世紀 前曲輪、日の池、 腰郭、堀切、 新田神社がある。

月の池、釘貫戸、 土居、戸口、

東櫓、西櫓 水の手、石垣

274- 22 (坂中城(北 山 山林 良 岩松氏 由良文書、宇津木文書 長石、観音山 腰郭、戸口、

郭)) 宇津木氏久 永禄日記 のろし場、堀 金山城の砦

切

275- 23 (西城) 山 山林 良 高山定重 高山文書 2段武者走り 金山城の砦



276- 24 (八王子の砦) 山 山林 良 大、中、小八王子堀切、戸口、 金山城の砦

山 竪堀、腰郭、

2段武者走り

277- 25 東金井城 東金井 山 宅地、畠 不良15世紀 岩松尚純 松陰私語、木内文書、 參 丸屋敷、亀山 堀、土居、戸金山城の砦

山林 16世紀 北条上総入道目黒文書 ロ、腰郭

大胡高繁

278- 26 新井館 新井町 平地 宅地 不良14世紀 新井覚義 ①〇♦⑳ 字御庵 堀 勾当内侍居所と伝える。

16世紀 (城代氏)

279- 27 矢島城 西矢島 平地 宅地、耕 不良16世紀 林高宗 字西口、字東口、 堀、土居 八坂神社(赤城神社がある。)

地 字北口 東西2か所の遺構が見られる。

280- 28 東矢島城 東矢島 平地 宅地、社不良14世紀 矢島信氏 ①〇參 堀 赤城神社がある。

281- 29 北田環濠遺構 新島町 平地 宅地 不良 字北田 堀

群 2つの環濠跡

282- 30 丸山の砦 吉沢町 丘 山林、寺 良 16世紀 歴代古案、後藤文書 〇參 字米山 腰郭、烽火台 元亀3年、川田重親に焼かれる。

283- 31 矢田堀城 矢田堀 平地 宅地、耕 中等16世紀 泉基繁 下山文書、板橋文書、 〇參 字本郷 堀、土居、戸

地 関東幕注文 ロ

284- 32 狸ケ入館 東今泉 平地 寺、耕地 中等 〇參 字狸ケ入(千里ケ 堀、土居、戸貞氏の伝説がある。

入) ロ

285- 33 今泉城(館) 東今泉 平地 宅地、耕不良16世紀 横瀬長繁 〇參㉚ 字堀の内 堀、土居 瀧川七郎太郎、同七郎右衛門の

地 同成高 城ともいう。

286- 34 只上の砦 只上 平地 宅地 不良16世紀 〇• 字中内出 堀 南側に長楽寺がある。

287- 35 道原城 ' 市場 平地 宅地、耕不良16世紀 横瀬繁詮 〇◎㉘ 字道原 堀、土居 城代藤生善久

地

288- 36 市場城 市場 平地 宅地、耕 中等16世紀 市場繁博 関東幕注文 ①〇◎趣)字道場、内出、番2重堀、土居

地 場

289- 37 矢部城 只上 平地 耕地 中等16世紀 矢部地衆 〇• 字向矢部、城の内 堀、土居、碑



290- 38 富田館 富若 平地 宅地、畠 中等16世紀 〇# 字富田 堀、土居、戸鹿山氏現住

□

291- 39 下小林城 下小林 平地 宅地、畠中等15世紀 林左京介 永禄日記、松陰私語 〇♦⑱ 字大倉、字城下 堀、土居、戸

(大倉城) 16世紀 横瀬貞国 ロ

292- 40 宗金寺環濠遺 植木野 平地 寺 中等16世紀 字相方、宗金寺 2重の堀

構群

293- 41 植木野城 植木野 平地 宅地、耕 中等16世紀 横瀬成高 永禄日記 〇♦㉚ 字外城、実城山 堀、土居、戸 城代鮎田道一

地 ロ

294- 42 雀の宮屋敷 植木野 平地 宅地 不良 堀越淡路守 〇參趣)字雀の宮、堀の内 2重の堀

295- 43 大道端屋敷 内ケ島 平地 宅地 不良 字大道端 2重の堀 休泊堀の西

296- 44 内ケ島屋敷 内ケ島 平地 宅地 中等12世紀 大夫四郎入道正木文書 « 字堀の内、内出 堀、土居 鬼門に観音堂がある。

297- 45 矢場城 本矢場 平地 集落 不良16世紀 矢場氏 永禄日記 〇♦⑳ 字倉屋敷、堀の内、城下町、遠構鬼門に住吉神社がある。

横瀬植繁 宿通り、馬頭、船堀、土居、戸西北の相場屋敷は別郭

川、韮川、寺後 ロ、遠構 北には恵林寺

298- 46 竜舞城 竜舞 平地 宅地、耕不良 字城腰 堀、土居

地

299- 47 浄光寺館 竜舞 平地 宅地、耕 中等 字上耕地、浄光寺 2重の堀、戸 園田氏の墓地がある。

地、寺 ロ、土居

300- 48 竜舞館 竜舞 平地 宅地、畠不良14世紀 菌田氏 菌田文書、原文書 〇♦⑳ 字権現 堀 鬼門に加茂神社がある。

16世紀 上杉憲定 永禄日記

301- 49 堀中子環濠集 沖之郷 平地 集落、寺不良 字堀中子、字保宿惣堀 西部に実相寺がある。

落

221-50 唐沢山城 吉沢町 山 山林 不良 ㊉㉚㉚〇♦

感)



沼田市

地図Na 名 称 ナ. 二T日)ロ 通存存続期間築•在城者 古 耕 参考資料朗、宙楠仑、虫揉、音物^ 俨 去
/r_^XT、 /nt,仏、 所 在 地 丛地現況、&、a 广^、 文 献 関連地名退構•遺物等 備 考
(図画Na) (別 称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

302- 1 上川田城 沼田市上川田 崖端 宅地、畠不良16世紀 発知氏 加沢記、増田文書 〇•感)字北林 堀切、土居

303- 2 下川田城 下川田 崖端 畠、墓地 良 16世紀 根津幸直 加沢記、吉田系図文書、〇◎⑩ 字五段田 ささ郭、堀、 加沢平次左衛門の墓がある。

(川田城) 生方文書、熊谷文書 帯郭、戸口

304- 3 大竹要害 下川田 平地 畠 消滅天正年間 加沢記 〇• 字大竹

305- 4 高瀬戸要害 屋形原 傾斜地堂、畠 消滅 (上杉憲当)加沢記 〇• 字高瀬戸

306- 5 境沢の砦 岩本 台地 消滅 深津二郎兵衛加沢記 〇 字境沢

生方兵部ら

307- 6 荘田館 井戸上 傾斜地 宅地、畠、消滅 沼田経家 〇感)參 字和田、との畑

、(和田屋敷) 社 和田氏 堀畑

308- 7 石墨館 石墨 平地 畠 消滅15世紀 石墨五郎 〇眷 字迦桑田

(長者屋敷)

309- 8 高王山城 石墨、発知新田山 山林 良 16世紀 発知氏 加沢記 〇◎感)字藤木、三枚田 堀切、土居、

木内氏 高王山 腰郭、戸口

310- 9 木内屋敷 中発知 平地 宅地 中等 .木内氏 加沢記、安得虎子 〇◎ 字後原 土居、戸口、

堀、石垣

311- 10 道坂城 堀廻り 崖端 畠、山林 良 関口氏 〇• 字道坂、字山王下 堀、戸口、櫓

(関口城)' 字下川原 台腰郭.

312- 11 小沢城 町田 崖端 寺、畠 良 沼田氏 加沢記 〇◎⑳ 法城寺、字中城 堀、土居、戸

ロ、腰郭

313- 12 幕岩城 ±木田 崖端 畠 良 沼田氏 加沢記 〇◎⑳ 字高滝 堀、戸口 近年住宅地となって破壊

(箕吹城)



314- 13 沼田城 食内 崖端 公園、校 中等 沼田氏 加沢記、浅野家所蔵図 ①⑧㉚㉚御殿桜、馬出通り 堀、戸口、土 別に解説する。

(會内城) 地、宅地 真田氏 真壁文書、野田文書、 〇◎感) 滝沢、滝棚 居、櫓台、石 近世城郭となる。

保阪文書等多数 垣

315- 14 砥石の砦 沼須 崖端 社地 やや 真田氏 ♦ 字砥石、愛宕 土居 析形は近世名

(析形) 良

316- 15 沼須城 上沼須 傾斜地宅地、田 不良 藤田信吉 加沢記 〇⑩ 字市坂、愛宕、後堀

(片品の要害) 田 金剛院

317- 16 久屋屋敷 上久屋 崖下 畠 不良16世紀 久屋氏 〇♦ 字観音 宝筐印塔 岩井堂観音

(元屋敷)

318- 17 齋藤三河太郎 上久屋 平地 宅地、畠不良16世紀 久屋氏 〇♦© 馬場

屋敷(久屋館)

319- 18 .下沼田城 下沼田 台地 宅地、寺中等16世紀(沼田景家) 〇♦⑳ 馬場 堀、土居 近世内藤陣屋が置かれる。

(景家館) 畠、山林

320- 19 発知館- 上発知 平地 畠、田 不良 発智氏 発智文書 〇♦⑱ 字上殿

1004-20 オノ神屋敷 恩田町 平地 宅地、畠 不良 字オノ神 堀•土居

館 林 市

地図No. 名 称 _ +4. T日退存存続期間築•在城者 七 参考資料閱、宙+4h仓、虫機、虫物^ 俨 去
/mrxT、 ZQrt仏、 所 在 地 地現況 广ュ、 文 献 関連地名退構•退物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

321- 1 木戸館 館林市木戸 平地 宅地 不良15-16世木戸氏 皆川文書 ㉚〇♦⑩ 堀 赤城神社、常楽寺がある。

紀

322- 2 高根城 高根 平地 寺、宅地 中等16世紀 竜興寺文書 〇♦ 堀、土居、戸 源清寺、南側は沼の跡。

□

323- 3 蛇屋敷 足次 平地 集落 中等16世紀 金子内膳 〇參 堀の内、新屋敷 堀、土居、戸

□



324- 4 館林城 (市街地過半部) 平地 市街 中等16世紀 赤井氏 富岡文書、鑀阿寺文書①㉚〇◎ 伴木“加法師、谷堀、土居、戸別に解説する。

(尾曳城) 長尾氏 保阪文書、上杉文書、 感) 越、篠崎、城沼下 ロ、析形、馬 尾曳稲荷がある。

北条氏規 月山文書、佐竹文書、 戸張 出、総構、遠 現遺構は近世城郭のもの。

宇都宮文書、木村文書 構、土橋、城

相州文書、原文書等 下町

325- 5 青柳城 青柳 平地 宅地、耕不良15世紀 佐貫氏 松本文書、道者日記 ①〇◎感)字堀の内 堀、土居、戸昭和62年一部発掘調査

地 赤井氏 ロ

326- 6 侍辺館 赤生田 平地 宅地、耕不良 〇♦趣> 字侍辺 堀、土居

地

327- 7 羽附陣屋 羽附 平地 宅地、耕中等15世紀 足利成氏 高文書、山崎文書等 〇• 字陣屋 堀、土居

地

328- 8 大袋城 大袋 平地 山林、畠中等16世紀 赤井氏 松陰私語、県文書、宮©〇◎感)字三軒家 堀、土居、戸

(古館林城) 城文書、高文書、宮城 ロ

(中城) 文書、御内書符案

329- 9 青山屋敷 大袋 平地 宅地、田 不良16世紀 青山氏 〇參 字富士山 堀、土居 青山氏はここから館林に移る。

330- 10 植村屋敷 正儀内 平地 寺、田 不良16世紀 植村家次 字正儀内 堀、宝筐印塔 春昌寺

(三本木屋敷)

331- 11 磯ヶ原城 正儀内 台地 畠、田 消滅16世紀 磯原正儀 〇參⑳ 磯ヶ原 湿地をめぐらす。

332- 12 北大島城 北大島 平地 宅地、耕中等16世紀 片見師方 ㉚①〇參字寄居、字根無 堀、土居、 湿地中の低台地

地 © 僧が渕 櫓台

333- 13 白旗城 羽附 平地 宅地、山 中等16世紀 字馬場、字長竹、 堀、土居

林、耕地 白旗山

334- 14 近藤陣屋 近藤 17世紀 伝承地

335- 15 三林城 上三林町 畑、山林 17世紀 字小曽根 土居、環濠

宅地



渋 川 市

地図Na名称 所在地立地現況遺存存続期間築•在城者 文 献 f考^関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画Na) (別 称) W 仕113 ユ1兄况 状況(推定伝承)(推定.伝承) 及び解説

336- 1福嶋城 渋川市祖母島 崖端宅地、畠中等 福島佐渡長井実平書状 ㊀拳 字地利 堀、戸口

(祖母島城) 福島文書

337- 2 金井の寄居 金井 丘 畠 不良 大島系図 〇拳 字逆川、字寄居台堀切、尸ロ 近くに製鉄跡出土

338- 3 高館山の砦 折原 山 山林 消滅 入沢文書 〇• 高館山 軽石採土

339- 4 袋山館 入沢 丘の脚校地 消滅 〇參 袋山

340- 5 入沢城 入沢 丘 畠、宅地中等16世紀 入沢氏 入沢文書 〇• 字元屋敷、城の腰堀切、土居

341- 6 鎧山の砦 丘 畠、山林良 〇參 鎧山 堀切、土居、

戸口、櫓台

342- 7 引越山の砦 入沢 残丘畠 消滅 〇參 引越山 戸口 採土で消滅

343- 8 渋川の寄居 寄居 崖端寺、宅地良 16世紀渋川地衆永井実平書状 〇◎ 堀切、戸口 長蓮寺がある"

344- 9 行幸田城 行幸田 崖端 畠、山林良 16世紀 〇◎赖 字城山、城腰 堀切、戸口、

(三角城)

345- 10 三重貝戸の砦 行幸田 丘 畠、山林消滅 報告書 字三重貝戸 のろし台、腰昭和57年発掘調査で発見

郭、別に砦が

並ぶ。

346- 11 有馬城 有馬 崖端 畠、山林良 〇◎ 字城山 堀、ぞ郭、土

居、戸口

347- 12 八木原城 八木原 平地 校地 不良16世紀 八木原氏 長純寺文書 字元宿 土居、根小屋

宅地

348- 13 剣城 半田 平地 畠 中等 〇◎感* 字剣城 堀、土居、戸近年農地改良で破壊、比企氏関

ロ、石垣 係居館という。



藤 岡 市

地図Na 名称 遺存存続期間築•在城者 参考資料朗、宙铺女、虫楼、虫物^
(図画No.)(別称)1状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び解説関連地名遺構•退物等 備 考

349- 1 三ツ木城 藤岡市三ツ木 崖端 社地、畠 中等 三ツ木信宗 •〇 内出 堀、土居、戸

(中城) 宅地 春山和泉守 ロ

350- 2 岡の砦 答合 平地 宅地、畠 中等 〇♦㉚ 字岡 堀、土居、戸

□

351- 3 落合城 落合 崖端 宅地、畠中等 〇拳㉚ 字城山 堀、土居、戸平井城の支城

□

352- 4 動堂城 本動堂 平地 宅地、畠中等 依田呂郷 〇參⑳ 字前屋敷 堀、土居、戸

□

353- 5 七村城 上日野 山 山林、社 中等 天正18年 後藤基明 〇參 字御荷鋒、名無村 土居、腰郭 春日神社がある。

354- 6 後藤屋敷 上日野 傾斜地宅地、畠中等天正18年後藤基明 ㊀參 字奈良山 石垣、五輪塔

355- 7 鼠喰城 上日野 山 山林 中等 貞治6年 小柏重家 〇♦㉚ 字小柏 石宮 御嶽神社

(嶽ノ城)

356- 8 小柏屋敷 上日野 傾斜地 畠、校地 中等 小柏氏 小柏氏系図 〇參 字小柏 東300mにしろ山がある。

跡

357- 9 子王山城 下日野 山 山林 良 (多胡政兼) 〇參 字駒留、印地 堀切、腰郭、 喜平次の城とも呼ぶ。

(凰山城) のろし場

358- 10 白石の砦 白石 丘 畠 消滅 〇參 字新堀 堀、土居 平井城の支城

359- 11 平井城 西平井 崖端 畠、集落中等永享12年上杉憲実 鎌食大草紙、鎌食九代①⑧㉚〇 戸口、城下町別に解説する。

天文20年上杉憲政 後記、上杉文書、等 ◎⑳ 堀、土居

360- 12 平井金山城 下日野 山 山林 良 文明年間上杉顕定(力)平井文書、田中文書、 〇◎颧 金山、金井、鑪沢堀切、土居、 平井城の要害城

天文20年上杉憲政 高山氏系図、等 風呂谷、カロト岩腰郭、門、木昭和60 - 62年一部発掘調査、別

戸、石垣、等に解説する。

361- 13 飛石の砦 東平井 崖端 畠 不良 上杉氏 〇參 字飛石、家寺西 堀、土居 平井城の砦



362- 14 東平井の砦 東平井 平地 宅地、耕不良 上杉氏 〇• 字城之内 堀、土居 平井城の砦

地

363- 15 駒留城 下日野 山 山林 良 16世紀 黒沢氏 黒沢文書 ㊀參 駒留 堀切、土居、

戸口、腰郭

364- 16 黒沢屋敷 下日野 平地 宅地 中等16世紀 黒沢氏 黒沢文書 • 駒留、城山 戸口、聖天宮

365- 17 森西館 森 平地 宅地、畠中等16世紀 小林氏 ㊀參 字中西 堀、土居、戸

ロ

366- 18 森東城 森 平地 宅地、畠 中等16世紀 小林氏 ㊀參 字北口、四ツ谷 堀、土居、戸

針谷対馬 ロ

367- 19 中城 中 平地 宅地、畠 中等16世紀 小野里氏 〇參 字東黒田、字大林 堀、土居、戸 上郷という。光明寺がある。

ロ

368- 20 中大塚城 中大塚 平地 宅地、畠 中等16世紀 小林重義 〇參 堀、土居、戸 下郷という。千手寺がある。

(駒形の砦) 〇

369- 21上大塚城 大塚 平地 畠、山林中等16世紀 〇參 字城 堀、土居

370- 22 岡屋敷 中栗須 平地 不良16世紀 浅見定広 ㊀參 字岡、元屋敷 土居

371- 23 山口屋敷 中栗須 平地 宅地 不良 山口外記 〇參 堀

372- 24 戸塚城 下戸塚 平地 宅地、畠 不良 戸塚主計 〇參 字上方 近くに中山重兵衛屋敷がある。

373- 25 森の内出 森 平地 畠 消滅 小林秀政 ㊀參 字内手

374- 26 小林館 小林 平地 宅地、畠 中等12世紀 小林氏 吾妻鏡、鎌食九代記、 〇參 字大塔寺、館の山 土居、堀、 北東の南西に寺院跡とも思われ

関東幕注文 館の川 戸口 る参考地がある

375- 27 根岸築城遺構 根岸 芦田信守 〇 字堀の内 堀、土居 昭和13年一部発掘調査未完成

376- 28 鮎川城 鮎川 平地 宅地、耕不良 小林氏 ㊀參 字下之段。元屋敷堀、土居、板

地 碑

377- 29 常岡城 神田 丘 山林 良 〇參 字城の腰 堀、堀切、土

(神田城) 居、戸口、腰

郭



378- 30 大神宮山城 藤岡 丘 山林、社 中等 〇參 堀切、戸口、

地 腰郭

379- 31 高山城 下日野 山、平山林、耕良 16世紀 高山氏 ①⑧〇◎字小平 天屋、要害山、

(東日野金井城) 地、丘 地 百間築地等の

複合城郭

380- 32 (天屋城) 山 山林 良 〇拳 堀切、腰郭 こもり穴がある。

381- 33 (要害山城) 丘 山林 良 〇• 堀、帯郭、戸 高山神社がある。

ロ

382- 34 (百間築地) 崖端 山林、畠中等^ 〇參 石塁、堀、戸

□

383- 35 (連鎖砦群) 丘 山林 良 〇拳 堀、武者走り

堀切、腰郭

384- 36 (平城部) 平坦地耕地、山中等 二重堀、戸口

林

385- 37 高山館 高山 崖端 宅地 中等 高山氏 〇 土壇

386- 38 清水山城 高山 山 山林 良 高山氏 〇拳 山室城山 堀切、腰郭、

戸口

387- 39 芦田川屋敷 保美 崖端 畠 中等 芦田信守 〇參 城戸、前屋敷 堀切

388- 40 保美の砦 保美 崖端 宅地、畠中等 〇攀 堀、戸口

富

岡

市

地図No. 名 称 _ 十 .. _ .. T日、、a 遺存存続期間築•在城者 + 参考資料甜办
(図画No.)(別称)尸斤$ &1& 1が状況(推定伝承)(推定•伝承)文 献 及び解説関連地名退構•退物等 備 考

389— 1 蚊沼の砦 富岡市蚊沼 丘 宅地、寺不良 ㊀參 字内出 堀、腰郭

390- 2 平賀城 中沢 台地 宅地、畠 不良 内山氏 関東幕注文 〇• 字平賀、字垣崎 内山氏は信州平賀の族



391- 3 丹生城 丹生 丘 畠、山林良 15世紀 新田岩松氏生島足島起請文、正木①⑧〇©字中村、字上丹生戸口、腰郭、

16世紀 小幡信実 文書、野口文書、小幡⑮ 字小屋敷 水の手、根小

文書、新居文書、後閑 屋、堀切、土

文書 居

392- 4 丹生東城 丹生 丘 畠 良 横尾丹波守 ㊀ 字城山 堀切、腰郭 丹生城の支城

戸口

393- 5 原の内出 原 傾斜地 畠、宅地 不良 横尾丹波守 ㊀聲 字内出

(丹波屋敷)

394- 6 宇田城 宇田 山 山林、畠良 16世紀 小幡景定 快元僧都記 ①〇♦酈字城山、字北城、堀切、土居、昭和63年一部発掘調査

寺 字東小谷 腰郭、戸口、

水の手、竪堀

395- 7 宇田西城 宇田 丘 寺、耕地 良 甘楽友成 ㊀•趣) 字西小谷、字陣田 神守寺がある。

小幡氏 ケ谷、字恵下原

396- 8 神成城 神成 丘、山 畠、山林 良 16世紀 小幡氏 〇◎ 堀切、土居、 宮崎城の要害城

下丹生 腰郭、戸口、

水の手、物見

397- 9 宮崎城 宮崎 丘 畠、校地 不良16世紀 宮崎和泉守 管窺武鑑、快元僧都記①⑧㉚㉚ 櫓岡、風呂、城谷 堀切、堀、腰 墓石という巨石があった。

小幡信昌 茂木文書 〇◎感) 郭、水の手 一時奥平信昌の近世城郭となる

398- 10 弥勒屋敷 ーノ宮 丘 畠、墓地 良 16世紀 尾崎氏(か) 生島足島起請文、光明 ㊀ 字弥勒 堀

寺文書

399- 11 ーノ宮氏館 ーノ宮 丘 公地 中等16世紀 ーノ宮氏一の宮文書、小幡文書、㊀ 堀、堀切、土貫前神社の西につづく

関東幕注文、光明寺文 居、帯郭

書、生島足島起請文

400- 12 黒川城 黒川 丘 苗圃、畠 不良 渋谷高重 吾妻鏡 〇參趣 字雨宮 堀、帯郭、土 近年破壊され苗圃となる。

壇

401- 13 高林城 上黒岩 丘 山林 良 小野氏 ,〇•感)字田中 堀切、土居、

(黒岩城) 腰郭、戸口

402- 14 十王山烽火台 別保 崖端 公園 良 16世紀 小幡氏 • 十王山 腰郭 のろし台



403- 15 富岡城 別保 丘 山林 不良 〇♦⑳ 字城山 堀切

404- 16 野上の砦 野上 丘 畠 不良 ㊀# 字内出、字番場、 野上地域城の堡塁

. 字中井

405- 17 大山城 神農原 崖端 山林 良 16世紀 野宮信勝 茂木文書 〇# 字向山 戸口、竪堀

堀切、土居

406- 18 大島下城 上高瀬 崖端 宅地、畠 中等16世紀 小間氏 〇# 大島、舟川 堀、土居、堀西平城の里城

(小間屋敷) 切、石垣

407- 19 西平城 野上 山 山林 良 16世紀 〇#⑳ 西平 堀切、土居、 野上地域城の堡塁、牛田城か、

(大島上城) 戸口、腰郭、昭和62年一部発掘調査

古銭、銃丸出

土

408- 20 塩ノ入城 野上 山 山林、畠 中等 16世紀 〇# 塩ノ入 堀切、土居、 野上地域城の堡塁

戸口、腰郭 昭和63年主要部発掘調査

409 21 浅香入城 南後箇 山 山林 良 16世紀 浅香弾正 〇♦ 浅香入 戸口、腰郭 野上地域城の堡塁

410- 22 岩染城 岩染 山 畠 良 16世紀 〇# 城山 堀切、腰郭、野上地域城の堡塁

土居、戸口

411- 23 ニツ山城 野上 山 山林 良 16世紀 〇# ニツ山 土居、腰郭 野上地域城の堡塁

412- 24 藤田城 岩染 山 山林 不良 藤田弾正 ⑧㉚〇 字藤田、かがりた 堀切 のろし場

甘楽郡甘楽町秋畑 き易

413- 25 茶臼山の砦 南後箇 山 畠 不良 〇# 茶臼山 腰郭 古墳を利用

414- 26 .岡本堀ノ内 岡本 傾斜地 寺、耕地 中等 字堀の内 堀 福寿院がある。

415- 27 内匠城 内匠 崖端 山林、畠 良 天正年間 北条氏 〇◎趣) 堀、土居、戸 天守様の櫓台に稲荷神社があ

(井戸沢城) ロ、櫓台、馬 る。昭和62年一部発掘調査

出土居、堀切、

腰郭

416- 28 田篠の内出 田篠 平地 寺、宅 字中打出 石垣 慈覚寺がある。



417- 29 星田城 星田 崖端 畠 中等 字城、字地神木 堀、土居、戸

□

418- 30 根小屋城 蕨 丘 畠 良 16世紀 ◦♦㉚ 字城山、根小屋 堀、堀切、腰

(蕨城) 郭、戸口

419- 31 原城 南蛇井 崖端 畠 消滅16世紀 南蛇井氏 生島足島起請文 感) 字火打原、字堀添

1002—32吾妻山の砦 神成 山 山林 良 16世紀 小幡氏 腰郭 神成城堡塁か

安中市

地図No. 名 称 _ _ .. _ 遺存存続期間築•在城者 寸 耕 参考資料朗、亩柚么、虫播、眚物j笙 俨 老
,门ぬT、 zart仏、 所 在 地 AA地現況、は、む卿★广必、邊…广ぶ、 文 献 瓜プ_ザ関連地名退構•退物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

420- 1 名山城 安中市下名山 山 山林、畠良 16世紀 安中氏 〇© 堀切、土居、

腰郭、戸口

421- 2 後閑堀ノ内 平地 宅地 不良 堀の内 堀

422- 3 後閑城 中後閑 山 畠、山林 良 16世紀 後閑信純 浄智寺文書、後閑文書①⑧㉚〇 字谷_、城山、大堀切、竪堀、

◎載) 上、金蔵、山寺 土居、腰郭、

井戸、烽火台

423- 4 茶臼山城 西上秋間 山 山林 良 飽馬氏 〇◎趣) 堀切、腰郭、

戸口

424- 5 小屋城(伊豆 東上秋間 山 山林 良 ㊀拳 伊豆村 堀切、腰郭、

村城) 土居、堀内道

戸口、竪堀

425- 6 般若沢城 西秋間 山 山林 良 〇參 西般若沢 堀切、腰郭

426- 7 内出城 東上秋間 丘 畠、宅地 良 飽馬氏 〇參感) 内出、馬場 土居、堀切、

腰郭、竪堀、

戸口

427- 8 茗荷沢の砦 下秋間 山 山林 不良 奥原氏 〇拳 明後沢



428- 9 八貝戸城 中秋間 丘 畠、山林良 深堀氏 〇♦㉚ 八貝戸、中里原 堀切、土居 のろし台か。

429- 10 礼応寺城(二 中秋間 丘 畠 不良 東城但馬 〇參⑳礼応寺 腰郭

城) 八代忠昭 -

430- 11 蔵人城(くろ 中秋間 山 山林 (良) 島崎蔵人 〇◎趣 字蔵人(蔵人) 堀切、土居、昭和56年一部発掘調査

うず城) 腰郭、戸口 ゴルフ城のため破壊

431- 12 辻城(雁又 下秋間 山 畠 良 赤見藤九郎 〇眷趣)字辻 腰郭、戸口

城)

432- 13 (秋間地域城) 秋間全域 南北朝期飽間氏 ◎

433- 14 秋間館 下秋間 傾斜地畠 中等 ♦字館 肖！!平地

434- 15 磯部城 鷺宮 山 山林、公良 16世紀 武田氏 ①〇©趣)字新地、城山 堀切、土居、

園 戸口、腰郭

435- 16文珠寺の砦 鷺宮 山 山林、畠中等16世紀 〇♦感)石尊山、文珠寺腰郭 のろし台か

(石尊山の砦)

436- 17 尾崎屋敷 大竹 平地 宅地、畠中等 尾崎氏 字尾崎 堀、土居 貫前神社の尾崎氏

437- 18 座光寺館 大竹 平地 宅地、畠中等永禄、天座光寺治郎 字北 堀、土居 座光寺氏は武田の家臣

(間屋敷) 正 左衛門

438- 19野殿北屋敷 野殿 台地宅地、畠不良 小幡氏 ① 字北 堀、土居 昭和61〜62年一部発掘調査

439- 20 菅沼城 郷原 崖端 寺 良 文禄年間菅沼定清 〇©趣)字西下山、給人宿堀、土居、戸海雲寺

(下山城) 1=3、

440- 21 滝山城 築瀬 崖端 寺 良 16世紀 ㊀拳 字滝山 堀、土居、戸聖明寺

ロ

441- 22 郷原西城 郷原 平地 宅地、畠不良16世紀安中氏 〇♦字内出 堀 昭和62年一部発掘調査

442- 23 八幡平陣城 築瀬 崖端 畠 不良永禄年間武田信玄 〇♦ 字八幡平 堀、腰郭 東側に築瀬首塚がある。

443- 24 原市城(稲荷 築瀬 崖端 社地、畠良 16世紀 〇© 堀、土居、戸稲荷神社

城、築瀬城) □、堀切



444- 25 原市東館 原市 平地 宅地、畠不良 字下町北 堀、土居

445- 26 檀下城 原市 平地 寺、畠 中等 安中忠清 〇♦感)字馬場 堀、土居 久昌寺

(鶴巻城)

446- 27 安中城 安中 丘 市街、畠不良永禄2年安中忠政 ①⑧〇◎野尻、伝馬町、太堀、土居、の別に解説する。

(肩城) 郎兵衛屋敷、太鼓 ろし台、戸口 のろし台は国道造成で消滅、昭

櫓 和62年一部発掘調査

447- 28 安中の内出 安中 平地 宅地 消滅 安中氏 〇• 字内出

448- 29 天王山城 上間仁田 丘 山林、畠良 16世紀 須藤氏 生島足島起請文 堀切、竪塚

(間仁田古城)

449- 30 板鼻古城(徳 板鼻 丘 畠 良 16世紀 依田徳昌軒東路の津戸、談柄 字古城、字海竜寺堀、戸口、土 昭和61〜63発掘調査、文亀2年

じょう屋敷) 依田光幸 玉隠和尚語録 居、腰郭 上杉顕定宿所とする。

450- 31 小丸田の砦 板鼻 丘 老人福祉 不良 ♦㉚趣 字小丸田 腰郭 後里見隠岐守の陣屋となる。

会館

451- 32 板鼻城 板鼻 丘 宅地、畠 中等16世紀 武田信玄か 小森沢文書、福田文書①⑧〇◎ 字上町、字鷹ノ巣堀、土居、戸 古城、小丸田の砦、鷹の巣のろ

(鷹巣城) ㉝ 山 ロ、腰郭、帯 し場はこの城の支砦、昭和61年
郭、のろし場一部発掘調査

740-33 宮掛の要害 宮掛 崖端 畠、宅地不良 字内出

999-34 築瀬西城 築瀬 平地 畠、宅地不良16世紀 字内出 堀、戸口

北 橘 村

地図Na 名 称 _ _ 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料 _ +Jh々 t採
(図画No.)(別称)所1 状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説M 備 #

452- 1 八崎の寄居 勢多郡北橘村八崎 崖端 宅地 不良 〇♦ 字寄居 堀

453- 2 八崎城 分郷八崎崖端 宅地 やや16世紀 長尾氏 歴代古案、秋田藩文書、①㉚㉚〇 堀、暗渠、 昭和56年一部発掘調査

(不動山城) 畠、田 良 河田文書、森本文書、 ◎㉚字城 本丸 南部を関越自動車道が通る。

荒木主水祐軍功録等



454- 3 房谷戸の砦 八崎 崖端 畠 不良 神庭圖書 広幡文書、渕岡武太夫 字房谷戸 堀、堀切

書状

455— 4 真壁城 真壁 良 ①⑧㉚〇 字城 堀、土居、戸 かって的山馬出しがあった。

(同寄居) ◎♦⑳ 字寄居 ロ 、

堀、土居

456- 5 箱田城 下箱田 丘 山林 良 箱田地衆 〇◎㉚㉞)字城山 堀、土居 昭和62年一部発掘調査

保養施設 発掘調査字下曲輪 戸口、櫓台

報告書

457— 6 箱田屋敷 箱田 傾斜地宅地 不良 ㉚ 字西輪林 堀、土居

1001— 7 塚田城- 真壁 丘 畠 消滅 発掘調査字塚田、字塚越 堀 昭和63年度発掘調査

報告書

赤 城 村

X: W所在地立地現況文献関連地名遺構.遺物等備 考

458— 1 棚下の砦 勢多郡赤城村棚下 崖端 山林 良 永禄年間上杉輝虎 奈良原文書 〇© 字炉沢、字大岩 堀切、土居、御殿という。

丸馬出、腰郭

459— 2 五郎屋敷 深山 丘、山山林 消滅 字五郎屋敷

麓

460— 3 津久田城 津久田 崖端 山林、畠不良16世紀 長尾氏 加沢記、狩野文書 〇◎趣) 字寄居 堀、土居、腰近年破壊

田 狩野氏 郭

461— 4 津久田の砦 津久田 山 山林 中等16世紀 〇• 字今上、城山 堀切、土居 のろし台

462— 5 六郎兵衛屋敷 津久田 平地 宅地、畠不良 〇參 字華蔵寺 堀

463— 6 猫の寄居 敷島 崖端 宅地、畠消滅 〇參 字寄居、字新屋

464— 7 猫城(猫山城) 敷島 山 山林 良 16世紀 牧和泉守 加沢記、永井実平書状〇© 字城山 腰郭、戸口



465- 8 宮田の寄居(樽) 宮田 崖端 畠 良 角田氏 ①〇參㉚ 字中島、寄居 堀

津久井氏

466- 9 見立城(二城) 見立 崖端 山林、畠 良 16世紀 長尾氏 加沢記、永井実平書状①〇◎㉚字二城 堀、土居、戸

(不動山城) 趣) ロ、腰郭、竪

堀、堀切

467- 10 勝保沢城 勝保沢 崖端 山林、•畠中等16世紀 斎藤加賀守加沢記 〇參 字寺内 堀、土居、戸

宅地、寺 ロ

院

468- 11 鳥山屋敷 見立 平地 畠 不良16世紀 鳥山十兵衛 字大窪 堀切 新田鳥山氏か

469- 12 滝沢館 滝沢 崖端 山林、畠やや 木暮氏か 〇參 字御所谷戸 堀、土居

宅地 良

470- 13 三原田城 三原田 丘 宅地、畠やや15〜16世三原田義高松陰私語、永井実平書〇♦⑳ 字観音前、八幡峯堀、戸口、腰昭和57年一部発掘調査

寺社境内 良 紀 永井氏 状、渕岡武太夫書状 郭、櫓台、堀 文明年間興禅寺に岩松明純隠棲

切

富

士

見

村

立地現況ss 文献関連地名遺構•遺物等備 #

471- 1 米野屋敷 勢多郡富士見村米野 平地 宅地、林 中等 天正末期 栗原氏 字米野田 堀、土居、戸 甲斐栗原氏と伝える。

n

472- 2 丸山城 米野 平地 畠 中等 姪川新左衛 〇♦㉚ 字丸山 堀

門らか

473- 3 横室の寄居 横室 崖端 宅地、畠 〇參 字寄居 土居 細ヶ沢川に拠る。

474- 4 金山城 原ノ郷 平地 宅地、畠 (中16世紀 高山山城守 関東幕注文 〇© 字岡、金山、東城、堀、土居、戸 九十九山はこの城ののろし場

田、山林等) 中城、西城 ロ、櫓台、の

ろし台

475- 5 九十九山の砦 原ノ郷 山 墓、山林 中等16世紀 〇 九十九山 のろし台



476- 6 陣場 横室 平地 畠 不明 文明9年 太田道灌 松陰私語 字陣場 野戦築城が行われたか。

477- 7 漆窪城 漆窪 台地 畠、宅地良 16世紀 長尾大膳 小幡文書(東京) ①㉚〇◎字上城 堀、土居、戸

⑮ ロ

478- 8 森山城 引田 丘 山林、社 良 16世紀 引田伊勢守 関東幕注文 ㊀◎㉚感)字日向、森山 堀、土居、戸

(引田城) 平地 宅地 ロ、腰郭、館

479- 9 田島城 田島 台地 宅地、畠 良 16世紀 〇 字森山. 堀、土居、戸

山林 ロ

480- 10 岡城 石井 丘 宅地、畠中等16世紀 〇搴 字城楽、岡 堀、戸口

481- 11 新井館 田島 平地 宅地、畠不良 新井氏 ㊀參 字新井 堀

482- 12 茶釜屋敷 小暮 平地 宅地、畠中等14世紀 斎寺為時 〇參 堀‘ノ

483- 13 皆沢城 皆沢 丘 畠 中等16世紀 〇參 城ノ堀、屋敷跡 堀、腰郭

大

胡

町

地図Nq. 名称 遺存存続期間築•在城者 寸 _ 参考資料 M4
(図画No.)(別称)1 状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説退構‘退物_ 備

484- 1 横沢城 勢多郡大胡町横沢 平地 畠、宅地 中等16世紀 井上氏 〇參 字内出、新屋敷 堀、戸口

(日向屋敷)

485- 2 勝山遠堀 勝山 平地 畠、田 中等16世紀 〇參 2重堀、土居 大胡城の遠堀か、長さ1.5km

486- 3 勝山城• 勝山 平地 宅地 消滅16世紀 勝山氏 _ 遠堀の堡塁

487- 4 今城 平地 畠 消滅16世紀 〇拳 字西今城

488- 5 養林寺館 堀越 台地 寺域 中等12〜13世大胡氏 吾妻鏡 ㊀ 2重堀、土居

紀



489- 6 近戸の砦 丘 社地 良 14〜16世大胡氏 上杉文書、鹿島神宮文 〇 堀、土橋、土 天正13年近戸(大胡神社建つ)、

紀 増田氏 書、益田系図略記、赤 居、戸口、 大胡城の砦に用いられる。

堀政綱軍忠状 土橋

490- 7 大胡城 河原浜 丘 公園、幼 中等16世紀 北条高広 奈良原文書、木内文書、①⑧㉚〇 堀、堀切、土 県指定史跡、別に解説、近世、

稚園、町 後半〜17大胡高繁 古文書彙、益田系図略 ◎㉚㉘ 居、析形門、 牧野氏在城。四次に渉り発掘調

役場等 世紀 記等 馬出し、根小査、土橋、馬出し検出

屋

491- 8 山上道上の砦 河原浜 丘 畠 消滅 〇參

(河原浜の砦)

492- 9 稲垣屋敷 樋越 平地 畠、宅地、中等1590年 稲垣長成" 〇 長田山(長者山)堀

山林

宮 城 村

地図No. 名称 茄 龙 柚 古仙祖» 遺存存続期間築•在城者 寸 耕 参考資料囲、宙她々、也描、虫物^
(図画No.)(別称)尸斤在 せユせ見況状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び解説関連地名退構•退•物等 備 考

493- 1•宿の平城 勢多郡宮城村苗ケ島 山 山林 良 16世紀(桃井直常) 〇參 宿の平、山田、坂土居、腰郭 村指定史跡

畑

494- 2 市ノ関館 市ノ関 平地 宅地 中等 16世紀 阿久沢氏 〇參 内出、字関口 土居、堀 村指定史跡

495- 3 殿替戸館 柏會 平地 宅地 中等16世紀 大崎氏 〇 内出、殿替戸 土居、堀 県指定史跡

(大崎屋敷)

496- 4 西屋敷 堀の内 平地 宅地 中等16世紀 〇參 堀の内 土居、堀

497- 5 苗ケ島城 苗ケ島 丘 畠、宅地不良 阿久沢氏 北爪文書 ①⑧㉚〇 堀畠、山田 堀、戸口、腰

♦㉚⑮ 郭

498- 6 大前田の砦 大前田 平地 宅地、田中等16世紀 阿久沢氏 〇眷 字内出 堀、土居、 村指定史跡

畠、山林 戸口

499- 7 三本木城 市ノ関 丘 畠、宅地 不良16世紀 阿久沢氏 字前田 堀、土橋、井 昭和63年発掘調査で検出



粕 川 村

地図Ng.名称 在地立地現況遺存存続期間築•在城文 献 f考^関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画No.) (別称) 状況(推定伝承)(雅疋•伝承) 及ひ解説

5〇〇-1 女渕城 勢多郡粕川村女渕 平地 畠、宅地中等16世紀 新居図書 西沢文書、長国寺殿御.①㉚〇◎字西宿、西原、中堀、土居、土池沼を要害とした築城

社地、田 沼田景義 事蹟橋、加沢記、北爪㉚⑮ 宿等 橋、戸口 村指定史跡

文書、奈良原文書

501- 2 深津館 深津 平地 宅地 中等15 •16世深津氏 赤堀文書、北爪文書 ㊀♦㉚ 字友成 堀、土居

紀

502- 3 深津寄居 深津 平地宅地 不良 ㊀參 字寄居 堀、土居

503- 4 田面館’ 田面 平地 畠、田 消滅 上杉文書 ㊀拳 字見立

504- 5 一日市城 一日市 平地 畠、田、中等16世紀 ㊀參 稲荷山 堀、土居、井

宅地

505- 6 月田館 月田 宅地、田、中等16世紀 ㊀拳 常法寺、鍛治屋敷 堀、土居

昌

506- 7 中村城 中村 平地 宅地、田良 1.6世紀 松島氏 ㊀眷 寺皆戸 堀、土居、

(鍛治屋敷) 島 帯郭

507- 8 峯屋敷 室沢 平地 宅地、畠不良 ㊀ 字峯、陣田ケ谷

5〇8— 9 膳城 膳 丘 宅地 良 15 •16世膳(善)氏赤堀文書、関東幕注文①㉚㉚㉚字城内、大門 堀、土居、堀県指定史跡

紀 河田備前守吾妻鏡、黒沢文書(高〇◎㉚ 戸口、郭馬出昭和56年、北部発掘調査

食賀野尚行 崎)、前原文書、西沢文 報告書 土橋、櫓台、

書、吉江文書、集古文 畝堀、隠郭、

書、上杉文書、後閑文 根小屋、腰郭

書、

509-10 竜玄寺環濠跡 膳 平地 寺域 中等 字大門 堀、土居、戸口



新 里 村

地図Na 名 称 _ _ i 、a 遺存存続期間築.在城者 廿 _ 参考資料明岫々
(図画Na)(別称)1 状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説備 考

51〇-1 山上城 勢多郡新里村山上 丘、平 山林、畠 良 山上氏 関東幕注文、長沢文書①⑧㉚㉚字宿 堀、堀切、土 常広寺あり

地 宅地、寺 西沢文書、北爪文書、 〇◎㉚ 居、戸口、の

歴代古案、由良文書 ろし台

511- 2 葛塚城 山上 平地 田、畠、 不良 山上氏 鎌倉図書館文書、赤堀 字堀の内、字塚越堀、根小屋 竜奥館はここか

宅地 足利忠綱 文書、由良文書、吾妻 町東、町西

羽生衆 鏡

512- 3 堂城 上武井 平地 田、畠 中等 〇_ 字堂城 堀、土居、

戸口

513- 4 武井城 武井 丘 宅地、畠不良15世紀 武井氏 松陰私語、富岡文書、 字城 松陰私語中の高谷城はこれであ

16世紀 小稿文書、関東幕注文 ろう。

514- 5 善昌寺城 新川 丘、平寺、畠、 中等 船田氏 大平記 報告書 字十三塚、久保井堀、土居、戸 谷津館、中塚の砦、北館の3砦

地 田、宅地 鏑木、松原峯 ロ、砦 を備える。昭和56年一部発掘調

査

515- 6 谷津館 新川 丘 山林、畠良 堀、土居、戸口善昌寺城の砦

516- 7 中塚の砦 新川 丘 畠、古墳不良 堀 昭和56年一部発掘調査、同上

517- 8 北館 新川 丘 畠 消滅 善昌寺城の砦

518- 9 武井の砦 武井天笠平地 山林 良 〇參 寄居 堀、土居

519- 10 武井の内出 下武井 丘 宅地、畠 不良 山内出

520- 11 野村の内出 野 平地 宅地 16世紀 茂木氏 〇攀 字内出 土居、堀



黒保根村

地図Na 名 称 _ _ 遺存存続期間築•在城者 古 参考資料閉、亩柚么、虫播、眚物笙 俨 老
、 /air仏、 所 在 地 地現況 姗み广必、⑽+广必、 文 献 k紐ぜ関連地名退構•退物等 備 考

(図画Na) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解说 -

521- 1 皿窪城 勢多郡黒保根村上田沢丘 山林 良 ㊀ 字寄居 戸口、腰郭

堀切、土居

522- 2 神梅城 宿廻り 崖端 畠、田、 良 16世紀 阿久沢氏 関東幕注文、西沢文書①⑧㉚㉚字城、字登城、字堀切、堀、土 黒川谷衆の寄居

(宿廻城、 山林、宅 古文書彙、阿久沢文書〇◎⑬ 駒見反、字元宿、 居、竪堀、腰昭和56年一部発掘調査

深沢城) 地、境内 目黒文書、等 馬見 郭、根小屋

東 村

地図No. 名 称 、n 遺存存続期間築•在城者 _ 参考資料 _、宙々、軎描、虫物^ 炉
個酗.)(別称)% JI '况状況(推定伝承)(推定.伝承)文 及び解説備 考

523- 1 五田城 勢多郡東村荻原 山 山林 良 天正12年北条氏直 由良家伝記、目黒文書、㊀ 堀切、土居、

黒保根村上田沢 同18年 阿久沢彦三郎 古文書彙、等 戸口、腰郭

524- 2 五乱田の砦 荻原 崖端 畠 消滅天正2年久屋三河 加沢記、松平文書、 〇© 字関守

まで 西沢文書

525- 3 三ケ郷城 三ケ郷山 山林 良 〇◎ 堀切、土居

526- 4 小中城 小中 崖端 畠、宅地不良16世紀 松島氏 松島文書 〇參 裏木戸、表、大平

527- 5 神戸城 神戸 崖端 山林 良 小曽根築後守 〇> 下小池 堀、土居

528- 6 座間城 座間 崖端 畠、宅地不良16世紀 橋爪修理亮 〇像 橋詰

529- 7 草木城 草木 崖端 水没 16世紀 高草木綱継 〇眷 字内出、的場 草木ダムにより水没

530- 8 沢入城 沢入 崖端 畠、宅地不良16世紀 松島氏 〇壽 字八幡



榛 名 町

地図Ng.名称所在地立地現況文 献 関連地名遡.遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

531- 1 雨堤の砦 群馬郡榛名町上室田 丘 山林 中等16世紀 斎藤氏 〇參 雨堤 堀切、腰郭

532- 2 原城 上室田 丘 山林 良 16世紀 斎藤宗普 榛名神社文書 ㊀拳 字原、中屋敷、 堀、戸口

上野屋敷、陣場

533- 3 湯殿山城 上室田崖端山林 良 里見氏〇參 字川曲、湯殿山、堀切、腰郭

斎藤氏 字初越

534- 4 榛名山城 榛名山 山 山林 中等 小山氏 頼印僧正行状記 〇參㉚ 字滝の平、

(滝の平城) 城山(学1校山)

535- 5 芦田小屋 榛名山 山裾 山林 不良 芦田小屋 石垣

526-6 立足城 中室田 丘 山林、畠不良16世紀 中島氏 中島家系図 字立足 堀切、竪堀

宅地、社 土居

地

537— 7 大久保の砦 中室田 崖端 宅地 不良16世紀 石井讃岐 字大久保

(石井讃岐館) 社地

538— 8 松山城 下室田 丘 社地、畠良 16世紀 上田信善 〇◎酈 字松山、金比羅山堀切、腰郭、堀之内は居館跡

(金比羅山城) 丘の脚 宅地、田 字堀之内、上宿 戸口、居館、

竪堀、土居堀

539— 9 武右衛門屋敷 下室田 山 山林 良 16世紀 長野氏 字谷津 削平地、堀切 鷹留城の砦、のろし場か

540— 10 鷹留城 下室田 山 山林、墓良 16世紀 長野業尚 長年寺文書、浦野文書〇◎趣 字根小屋、城山 堀切、土居、 町指定史跡

地 長野憲業 榛名神社文書 . 戸口、腰郭、

長純寺文書 水の手、竪堀

541— 11 室田の内出 下室田 平地 宅地 不良16世紀 長野氏 字町、内出 堀

542— 12 駒寄の砦 下室田 傾斜地社地、畠不良16世紀 長野氏 ㊀參 字駒寄、内出 堀 花火屋敷がある。



543- 13 宮沢の内出 宮沢 崖端 集落、寺不良16世紀 長野氏 〇• 字内出、前下、向堀 長光寺

清水貞義 山、行人塚、等

544- 14 神戸の砦 神戸 平地 社地、畠不良 戸榛名神社文書 ㊀拳 堀 戸榛名神社

545- 15 遠北陣城 高浜 崖端 宅地、田 不良 永禄年間 武田勢 〇參 字遠北 堀切

546- 16 高浜の砦 高浜 崖端 畑、山林良 永禄年間長野氏 〇◎感) 字坂上、欠の上、 堀切、土橋、 近年破壊

(坂上城) 宅地 鷺坂長信 広開戸、上ノ台 戸口、腰郭

547- 17 白岩の砦 白岩 傾斜地宅地、畠不良16世紀 長野氏 〇 竹の芽、九蔵屋敷 白岩観音裏

548- 18 七曲りの砦 本郷 崖端 畠 良 16世紀 〇參 字七曲り、観音堂 堀、戸口

(日輪城)

549- 19 御門城 本郷 丘 寺 良 長尾景忠 〇♦⑱字三角、的場等堀、土居、戸口景忠寺がある。

550- 20 三ツ子沢の砦 三ツ子沢 平地 社地 不良 清水氏 小墙稲荷神社文書 •

新井筑後守

551- 21蕨平城 上里見 丘 山林 中等 字蕨平 堀切、竪堀

552- 22 上里見城 上里見 丘、平墓地、畠良 里見氏 ①㊀◎ 字上山、城、伊勢腰郭、土居、

地 山 堀切

553- 23 御嶽山の砦 上里見 山 山林、碑中等 御嶽山 腰郭、烽火台

554- 24 里見館 中里見 平地 宅地、畠 中等 里見氏 ① 字堀の内 堀、土居、戸口西に光明寺がある。

555- 25 里見城 下里見 丘 畠、果樹良 里見氏 ①〇◎⑳字古城 堀、土居、土

園 橋、腰郭、竪

堀

556- 26 雉郷城 中里見 山 山林 良 里見氏 - 〇© 城山、雉子ヶ尾

557- 27 小五郎の砦 下里見 丘 畠 不良 里見小五郎 字小五郎

558- 28 猪土手 上、中、下里見山 山林 中等 堀、土居 使士土手とも書く。

559- 29 上大島館 上大島 平地 田 不良 里見氏 字新井 堀跡



倉 渕 村

地図Na 名 称 ズ ナ 她 丄抽 _ ,ロ 遺存存続期間柴•在城有 女 耕 穸芎貢科聞、亩柚么、也播、啬物1笙 俨 老
/r_,^T x /nir仏、 所 在 地 ±し地 現況、边、a ,+广i、 文 献 関連 地名 退構•遺物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

56〇-1 権田城 群馬郡倉渕村権田 丘 畠、山林良 16世紀 大戸但馬守榛名神社文書、浦野文〇◎感) 字矢谷戸、湯舟、 堀、堀切、土 村指定史跡

(上之久保城) 書 城の上 居、帯郭

561- 2 大明神の砦 川浦 山 山林 良 16世紀 〇• 富士山、小屋場 堀、腰郭、土 村指定史跡

居、戸口

562- 3 天狗山の砦 川浦 山 山林 良 16世紀 下氏か 武井文書 〇♦ 字古城、内出、神堀切、腰郭、村指定史跡

堀 戸口、土居、

水の手

563- 4 錦掛城 岩氷 山 山林 良 16世紀 〇◎ 字尾根山、不動沢堀切、土居、 村指定史跡

竪堀、戸口

564- 5 三ノ食城 三ノ倉 丘 山林、寺良 16世紀 大戸浦野氏榛名神社文書、浦野文①⑱〇◎栗崎 水の手、 村指定史跡

(栗崎城) 小笠原播磨守 書、小幡文書、小槁稲⑩ 堀切、土居、 近世、根津藩の城となる。

松平近正 荷神社文書 腰郭、戸口

565- 6 中尾城 水沼 丘 山林、畠 感) 字中尾 腰郭

箕 郷 町

地図NO. 名 称 _ . 退存 存続期間 築•在城者 参考資料 M、宙+ル 々、虫機、虫物^ 去.
二ご、 ：,2、 所 在 地 立地現況比泊^广心文 献 関連地名退構•通物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

566- 1 和田山館 群馬郡箕郷町和田山 傾斜地宅地 中等 白川満勝 〇參 字中和田、後和田堀、土居 近くに極楽院がある。

567- 2 白川の砦 白川 丘 畠、宅地 消滅 〇♦⑳

568- 3 松之沢の砦 松の沢 丘の脚宅地 中等 清水氏 〇參 字八崎

569- 4 下田屋敷 上芝 丘の脚宅地 中等 下田政勝 〇參 字内出 堀 県指定の近世庭園がある。

(上芝の砦)



570- 5 青柳屋敷 下芝 平地 宅地 中等 青柳治部 ♦⑱ 字かさ

571- 6 下芝の砦 下芝 平地 不良 〇參 字内出畑 堀

572- 7 東明屋の砦 東明屋 平地 宅地、畠消滅 〇搴 字内出

573- 8 原中内出 矢原 平地 宅地、社不良 〇參 字原中、内出

地

574- 9 生原の内出 生原 平地 宅地、耕 不良 〇參 字中内出、中居敷 堀、土居

地

575- 10 富岡の砦 富岡 丘 社地 不良 長野直業 ①〇• 童子山、稲荷山 堀切、腰郭、台石は長純寺所管

台石

576- 11 上善地の出 善地 平地 宅地 消滅 〇參 上内出、字丹平窪

577- 12 下善地の内出 善地 平地 宅地 消滅 〇參 下内出、字西浦

578- 13 箕輪城 西明屋 丘、平畠、山林良 16 •17世長野氏 明文院文書、貫前神社①⑧㉜〇字城山、字内宿、 石垣、埋門、 現遺構は井伊直政改修の近世城

地 聚落、田 紀 内藤昌豊 文書、上杉文書、浦野 ◎⑮ 字新郭、丸戸張、 堀、堀切、土 郭。昭和62年国指定史跡となる。

寺社地 同昌明 文書、守矢文書、山官 椿名沼、石上神社居、土橋、腰昭和57年一部発掘調査

北条氏邦 文書、長年寺文書、漆 石上寺、虎韜門、 郭、帯郭、戸別に解説する。

滝沢一益 原文書、長純寺文書、 玉木山、道具屋敷 ロ、馬出、の

井伊直政 浅野文書、等多数 ろし台、等

579- 14 勘解由屋敷 善地 平地 田 消滅 某勘解由三郎 ⑱ 字八田

群 馬 町

地図No. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 _ +,、 参考資料
(図画No.)(別称) 所 在 也17•也見況 觀(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

580- 1 保渡田城 群馬郡群馬町保渡田 平地 宅地、耕 中等天正10年 内藤昌月 岡本文書、武州文書、 〇◎感) 字屋敷廻り 堀、土居、戸

地 戸榛名神社文書 ロ、櫓台

581- 2 花城寺館 井出 崖端 畠 中等16世紀 長野氏 ㊀ 字元井出、嵯峨 堀、戸口 元井出要害の砦



582- 3 元井出館 井出 崖端 畠 良 16世紀 長野氏 ㊀ 字元井出 堀 元井出要害の砦

583- 4 同道館 井出 崖端 校地 消滅16世紀 字同道 堀、石臼、灯昭和58年発掘調査

明皿

584- 5 熊野館 井出 平地 水田、畠 消滅 字伊勢巡り、字熊 堀

野

585- 6 井出東館 井出 平地 鉄道敷地 消滅14世紀か 字村東 堀、貞治2年 新幹線敷地として発掘調査

の石碑

586- 7 中里屋敷 中里 平地 宅地 不良 — 字屋舗 堀 後に代官所となる。

587- 8 金古城 金古 平地 宅地、畠 不良 〇♦㉚ 内金古、字内林 堀、土居、土壇 土壇四郎兵衛山はのろし台か。

588- 9 三ッ寺環濠遺 三ッ寺 平地 鉄道敷地 消滅 字西原道、長野寺 堀 新幹線用地として一部発掘調査

構群(三か所) 、耕地、

墓地

589- 10 中泉の砦 中泉 平地 宅地、畠消滅16世紀か 〇_ 字内出 堀

590- 11引間城 引間 平地 畠、田 不良16世紀 〇> 字村東、北谷 堀切、戸口

591- 12 菅谷城 菅谷 平地 宅地、畠中等16世紀 長野吉業 〇◎ 字堀の内等 堀、土居、戸口

子 持 村

地図No. 名 称 _ .. 二T日)ロ 遺存存続期間築•在城者 寸 耕 参考資料 M、亩補么、眚播、眚物笙 俨 老
(図画No.)(別称)% 状況(推定伝承)(推定.伝承)文 及び解説M % 備 く

592- 1 戸隠山烽火台 北群馬郡子持村横堀 山頂 山林 16世紀 白井長尾氏 參 戸隠 土居•腰郭

(戸隠権現の

砦)

593- 2 伊熊の砦 伊熊 崖端 畠、社地不良16世紀 荒木氏 林文書、荒木文書 〇_ 寄居 土居、堀

荒木主水祐軍功録



594- 3 白井上城 上白井山脚 畠、宅地不良15世紀 白井長尾氏 〇參 字炉沢、内手、番五輪塔 製鉄遺跡あり

場 ,

595- 4 白井遠堀 中郷 窪地 畠、田 やや 16世紀 白井長尾氏 〇• 堀、アッチ前、字

良 中組

596- 5 白井城 白井 崖端 畠、田、 良 15〜16世 白井長尾氏 赤堀文書、発智文書、 ①⑮㉚〇 字新曲輪、字吹屋堀、土居、櫓城下町を含む近世城郭遺構(別

宅地、等 紀 上杉定昌 御陰之記外多数 ◎感) 字本丸、二の丸、 台、石垣、土 に解説)

本多氏 三の丸、北郭、等橋、析形戸口

597- 6 仁居谷城 仁居谷平地 畠、田 中等 白井常忠 吾妻鏡 〇參 字仁位屋 堀、土壇

小野上村

地図No. 名称 古柚相扣遺存存続期間築•在城者 寸 耕 参考資料閱、宙他女、虫拔、虫物^ 本
個画No.)(別称)& & &状況(推定伝承)(推定.伝承)文 及び解説M @せ名退構•退物等 備

598- 1 岩井堂の砦 北群馬郡小野上村村上山 山林 消滅16世紀 〇參 城古跡

599- 2 岩井堂城 村上平地 宅地、畠不良16世紀 村上古絵図、加沢記、①㉚〇⑳岩井堂 堀、石垣

諸州古文書、渕岡書状

600- 3 古城台 村上平地 社地 やや16世紀 飯塚氏 〇•酈 古城台、北垣川 土居、石垣 作間神社

良

601- 4 田野城 小野丘 畠 平形氏 〇• 字城の腰、字田野堀切、土居、

(小野子の砦)子 字田野沢 腰郭

602- 5 田の保屋敷 村上平地 宅地、畠不良 字堀の内、下田圃

603- 6 金比羅山の砦 宮原傾斜地畠 不良 飯塚氏 ’ 金比羅山 石垣

604- 7 西の沢屋敷 小野平地 山林 良 西の沢 土居、石垣 堂跡か

(山の寮) 子 村上氏 突尾根、馬場

605- 8 突尾根の砦 丘 畠 中等 山田氏 鐘撞山、伊久保 腰郭



伊香保町

地図No. 名 称 亦 ナ 柚 _ 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料 、宙她々、虫拱、韵蜘眾 牌
(図画No.)(別称)1状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説55 退構_遺物等 備

606- 1 下小屋城 北群馬郡伊香保町湯中崖端 山林 消滅16世紀 伊香保地衆 ㊀© 下の小屋 堀切、土居、近年採土により破壊

(根小屋城)子 土橋

607- 2 伊香保の寄居 伊香 崖端 宅地 不良16世紀 伊香保地衆 木暮文書 〇壽 腰郭 近世関所となる。

保

榛 東 村

地図Na 名 称 _ ナ .. _ T日遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料明_视勿 肚
(図画Na)(別称)1&1&状況(推定伝承)(推定•伝承)文 献 及び解説備

608- 1 野口屋敷 北群馬郡榛東村長岡 平地 宅地 消滅 野口氏 打出、字神楽師

(長岡打出)

609- 2 長岡城 長岡 平地 水田 消滅16世紀 岩田加賀 岩田文書 道城堤、字布海戸 堀跡

610- 3 釈迦堂の砦 山子田平地 堂址、田消滅 字釈迦堂

611- 4 鳥海戸屋敷 山子田平地 宅地 中等16世紀 栗原高明 字坂爪 堀、土居

612- 5 桃井西城 山子田 平地 畠、田 中等 (桃井氏) 長純寺文書、堀口文書①〇◎感)字御堀、字川端、 堀、土居、戸

(山子田城) 湯浅右馬助湯浅文書 南城寺川 ロ、のろし台

613- 6 播磨屋敷 新井 平地 宅地 消滅 字播磨

614- 7 今井屋敷 新井 平地 宅地 消滅 今井義直 字今井

615- 8 金井屋敷 広馬場傾斜地宅地、畠不良 金井氏 字宮室

山林



吉

岡

村

二上_地立地現況sss文献iss関連地名遺構.遺物等備 考

616 —1 桃井東城 北群馬郡吉岡村南下 丘 畠 良 桃井氏 長純寺文書、堀口文書翁〇◎感)字大薮 堀、堀切、土

天正11年玉井清七郎湯浅文書 居、戸口、腰

郭、のろし台

617 — 2 上八幡の砦 南下 丘 山林、畠不良 字大薮、上八幡 削平地 古墳がある。

618 — 3 小食屋敷 小倉 平地 宅地 不良 ⑩ 字弥陀廻り 堀、土居

619 — 4 野田の内出 下野田平地 宅地 不良 武藤氏か 〇參 字森下 堀

620— 5 見城 下野田 平地 畠、山林 消滅 ⑳ 字見城 関越道敷となる。

621— 6 桃井館 南下 平地 畠、宅地消滅南北朝期桃井氏 ① 字下八幡 桃井池

622— 7 大林山城 南下 丘 畠、宅地不良 字大林

623— 8 長塩屋敷 漆原 平地 宅地 中等16世紀 長塩氏 関東幕注文、漆原文書〇參 字十二廻 堀、土居

624— 9 漆原城 漆原 平地 宅地、畠不良16世紀 漆原氏 漆原文書、曽我文書、〇♦ 字元屋敷、東内手堀、土居

甲州塩田村文書 西内手

625— 10 瀬来城 漆原 崖端 宅地、畠中等16世紀 原孫三郎 漆原文書 字瀬来、字根小屋堀、堀切、土西南にのろし台がある。

山林 居、戸口

鬼 石 町

X； 所在地立地現況S ZS 文献«連地名遺構.鋤等備 考

626—1 妹ケ谷城 多野郡鬼石町三波川 山 山林 中等16世紀 〇• 城山、不動尊 腰郭、石垣

字上妹ケ谷



627- 2 飯塚屋敷 三波川 傾斜地宅地 良 16世紀 飯塚氏 飯塚文書 • 字琴辻 飯塚氏現住

628- 3 三ツ山城 浄法寺 山 山林 良.16世紀 長井氏 ①〇•⑱ 字根小屋 堀切、腰郭、 金鑽御嶽城、浄法寺城と共に三

(根小屋城) 根小屋 ツ山地域城を構成した。

629- 4 浄法寺城 浄法寺 平地 寺、宅地不良15世紀 浄法寺入道明王院文書、上杉文書①〇◎感)字内手、出口 堀、土居

16世紀 長井氏 鎪阿寺文書、安保文書

高山氏系図所載文書、

黒沢文書、吾妻鏡、倉

林文書、小幡文書等

630- 5 枇杷尾根城 三波川 丘 校地、畠消滅16世紀 〇參 枇杷尾根 腰郭

631- 6 尾ノ窪城 三波川 山 山林 良 16世紀 〇拳 尾ノ窪 堀切、土居

632- 7 諸松城 三波川 山 山林 良 16世紀 本間佐渡守 〇 字諸松 堀切、武者屯

戸口、腰郭

633- 8 塩沢の砦 三波川 山 山林 良 天正年間北条氏 〇拳 字塩沢、城山 土居、袖郭

634- 9 真下城 譲原 山平地宅地 良 天正年間真下吉行 〇© 城の平、堀の内 堀、土居、戸

ロ、腰郭、帯

郭、竪堀、井、

居館

635- 10 (三波川地域 三波川 飯塚氏(か) ◎ 三波川の諸城砦を堡塁とする。

城)

吉

井

町

地図Na 名 称 マ _ 遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料 M埔她々、虫雄

, . ..枷ヽ 所 在 地 AA地 現況、叫泊み广■»、f枇卜广必、 文 献 T^rR'^M 関連 地名 退•構•退物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

636- 1 片山の砦 多野郡吉井町片山 丘 畠、山林不良 字島越、遠出居 堀切、腰郭

河跡 宅地、田

637- 2 小棚城 小棚 崖端 宅地、畠 不良 布瀬川氏 〇• 字城、城坂、乾八 土居、戸口

幡



638- 3 坂口城 坂口 崖端 山林、宅不良 奥平氏 〇參 字内出

地

639- 4 馬場城 上奥平 山 山林、宅良 奥平氏 〇感)◎ 字馬場 堀切、腰郭、奥平地域城の要害城

地、畠 戸口、下郭

640- 5 奥平城 下奥平 崖端 畠 中等 奥平氏 ①〇◎颧字城、丑立、腰巻 奥平地域城の核堡

641- 6 (奥平地域城) 上、下奥平 山、平 山林、集 中等 南北朝期 奥平氏 大堀の遠堀 三つの砦は尾根上に削平地を残

地 落、耕地 東南西の三砦 している。

等 と馬場城

642- 7 岩崎城 岩崎 山 山林、畠中等 15 •16世岩崎氏 〇♦㉚ 馬場、木戸入、池 堀、堅堀、腰近年破壊

紀 ノ入 郭

643- 8 本郷城 本郷 平地 宅地、畠中等16世紀 ①〇鲁 石橋 堀、土居

644- 9 塩川の砦 塩川 平地 宅地、畠消滅 菅沼之常 ①〇參 字平館

645- 10 上池館 池 崖端 宅地 中等 高橋長綱 ㊀參 字赤岩、堀の内 堀、土居

646- 11 池城 池 平地 宅地 中等 〇壽 字岡 堀、土居 三角形

647- 12 長根城 長根 崖端 宅地、畠 中等16世紀 長根氏 生島足島起請文、矢沢①㉚〇◎ 字上の場 堀、竪堀、土 長根氏は小幡氏、後に小河原と

小林左馬助文書、貫前神社文書、 感) 居、戸口、武改める。

安保文書、佐藤文書、 者屯、堀切

依田文書

648- 13 神保館 神保 丘 宅地、社中等 神保氏 生島足島起請文 〇參 字門出、中のうち堀、土居 辛科神社の社人

地、畠

649- 14 折茂の砦 長根 傾斜地寺、宅地不良 延元三年記の板碑 ㊀ 字折茂、内出 竪堀

650- 15 高の砦 高 崖端 社地、宅 不良 ㊀參 土居、腰郭

地

651- 16 神保城 下神保 崖端 畠 良 16世紀 神保氏 〇參 字植松 堀、土居、戸 昭和63年発掘調査(こより全城解

(植松城) ロ、武者屯、 明、成果多し。

腰郭、帯郭



652- 17 多胡下の城 多胡 丘 畠、山林 中等 多胡氏 〇參㉚ 字下城 堀、帯郭、戸

(金沢城) ロ、井戸

653- 18 八束城 神保 山 山林 良 ①〇參 字八束、陣見ケ入 堀切、土居、 八束脛の伝説がある。

腰郭、戸口、

井

654- 19 矢田城 矢田 平地 宅地、畠中等 小林氏 依田文書 〇參 字前畑 堀、土居、戸

ロ

655- 20 天王原屋敷 矢田 平地 畠 消滅 字天王原 堀、戸口 昭和61年発掘調査で発見

656- 21 天久沢陣城 矢田 丘 堂、山林 中等 〇• 字天久沢 堀、帯郭 信亥の愛馬ここで死ぬと伝え

る〇

657- 22 河内の砦 河内 崖端 宅地、畠不良 牧野英一 ①〇•

658- 23 多胡城 多胡 丘 宅地、畠不良 ㊀參 字城

659- 24 多胡館 多胡 平地 宅地、畠不良12世紀 (源義賢)吾妻鏡 ㊀© 字元郷 土居、堀

660- 25 中林城 馬庭 平地、宅地、畠不良16世紀 馬庭氏 〇♦⑳ 字中林、上屋敷 堀、土居

丘 山林 地四郎さま

661- 26 馬庭城 馬庭 崖端 宅地、畠不良16世紀 馬庭氏 生島足島起請文 ①⑧㉚〇字内出、中屋敷 堀、土居、戸念流道場

樋口氏 • ロ

662- 27 入道谷屋敷 馬庭 谷 山林 消滅16世紀 樋口氏 〇參 字入道谷

663- 28 峯山城 石神 丘 畠 (良)16世紀 富田氏 富田文書 〇•㉚ 字城、馬場 堀、土居、戸近年破壊

□

堀切、腰郭

664- 29 小串館 小串 崖端 寺、校地不良12〜16世小串氏 佐々木文書、関東幕注 字中組 堀跡 地蔵寺

耕地 紀 文、吾妻鏡、鎌倉大草

紙

665- 30 中城 黒熊 丘、山寺、宅地不良 茂原政長、 ①㉚〇參字内出、字八幡、 入野碑がある。

(黒熊城) 山林 三 字内山、字吉田 延命寺

三木氏



666— 31—郷山城 多比良 山 山林 (良) 多比良氏 〇◎感)牛伏山、字一郷、堀切、土居、新堀城の要害城

見銘寺、笏前山 腰郭、戸口、 近年註車場造成で破壊

竪堀

667— 32新堀城 多比良 崖端 畠、宅地良 多比良氏 快元僧都記、高山文書①㉚〇◎字中城、新堀 堀、堀切、土平井城の副城

(多比良城) 高山泰重 関東幕注文、浦野文書趣) 土合川 居、戸口、腰

生島足島起請文、高山 郭、竪堀、井

系譜所載文書

668— 33 瀬戸の城 多比良 丘 畠、宅地不良 岡部氏 〇參 字向平 堀跡、土居

(向平城) 望月氏

669— 34中ノ原城 多比良 平地 畠 不良 〇參 字中ノ原 堀跡、櫓台 近年破壊

万 場 町

地図Ng. 名 称 二 遺存 存続期間 築.在城者 参考資料 B 、
(図画No.)(別称) 丛也見況觀(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

670— 1旗ケ城 多野郡万場町元船子山 山林 良16世紀 字元船子 堀切、腰郭鉄塔建設で一部破壊

671— 2 小平城 小平 山 山林、畠良 16世紀 黒沢大学助生島足島起請文 〇〇 字吉田 土居、戸口、

平地 宅地 黒沢文書(小平) 堀切、腰郭

672— 3 千軒山城 黒田 山 山林、畠良 16世紀 〇鲁 千軒山、字アセミ堀切、腰郭、

(一夜ケ城) 土居、前堡⑺

673— 4霧ノ城 塩沢 山 山林 良 16世紀 〇攀 桐ノ城山、字キリ堀切、腰郭、

_________________________ 土居、戸口

674— 5 黒田城(万場 黒田 山 山林、畠良 16世紀黒沢氏 生島足島起請文 〇• 字城山 堀切、腰郭

城) 社地 土居、土橋

675 — 6 —夜ゲ城 生利 16世紀 字池の平、字御鲜、 ゴルフ場造成で破壊

万場 万場字三ケ舞



中 里 村

地図No. 名 称 _ ナ 柚 二仙 相 ぬ 遺存 存続期間 築•在城者 古 _ 参考資料 閱、宙 仙を、虫拔、虫物^ 去

(図画No.) (別称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

676- 1 尾附城 多野郡中里村尾附 山 山林 良 16世紀 平原地衆 〇© 諏訪山

677- 2 神ヶ原城 神ヶ原 山 山林、畠 16世紀 安藤兵内 〇♦⑳ 字戸面、城山

校地

678- 3 山室の砦 平原 感) 字山室

679- 4 登戸の砦 平原 感) 字登戸

上 野 村

地図No. 名 称 _ _ +J. 二岫 IS 、a 遺存 存続期間 築•在城者 _ _ 参考資料 明 _ +.々
,.认、 所 在 地 乂地 現況 ゅ /+&ヘZXffc^广必、 文 献 -TL V 関連 地名 退構•遺物等 備 考

個画No.) (別称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

680ユ1 諸城 多野郡上野村勝山 丘 山林 良 16世紀 今井氏か 〇•勸 桧峠 堀切、のろし

681-2 千石墻の砦 向屋 山 山林 良 16世紀 浅香重明 〇參 字広瀬、字下川食

(広瀬の砦)

妙 義 町

地図Na 名 称 二汕 IS 、a 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料 _ +.勿 _
、 .._ . 所 在 地 AL地 現況 Z-Mfc^A-^A 广_^、 文 献 TLrv'Aw=M 関連 地名 退•構•退物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

682- 1 後期高田館 甘楽郡妙義町菅原 丘 寺 良 16世紀 高田氏 里見文書、高田文書、 字イゴ田 堀切、戸口、 陽雲寺境内となる。

生島足島起請文 高田氏墓



683— 2 諸戸城 諸戸 丘 山林 良 16世紀 字日向、高谷戸、土居、戸口、南麓に吾妻屋神社がある。

小屋谷戸、堀の内 堀切、腰郭

等

684— 3 石山屋敷 諸戸 平地 宅地、耕良 石山氏 戌亥門、南門、駒二重堀

(お堀の屋敷) 地 場、字新屋

685— 4 行沢城 行沢 丘 山林、畠良 16世紀 城山、字本村、木堀切、土居、

戸谷、屋敷前 戸口、腰郭

686— 5 菅原城 菅原 山 山林 良 16世紀 高田氏 里見文書、高田文書、〇字宿、城山、根小堀切、腰郭、高田繁頼、信頼の城

生島足島起請文、鎌食 屋 土居、竪堀

文書、高白斎記、妙法

寺記

687— 6 筑前上の砦 ±高田 崖端 畠、山林消滅 〇♦感)字筑前上、的場堰

688— 7 郷士ヶ谷津の 八木蓮 山 山林 良 16世紀 翁〇♦載)下八木、郷士ヶ谷堀、腰郭、戸神宮氏顕彰碑

津、堀切谷津、怒 ロ、根小屋

久井、法印屋敷、

代官屋敷

689— 8 高田西城 下高田 丘 山林、畠中等16世紀 高田氏 〇♦ 字本村、字西平 堀切、腰郭、北麓に山王神社がある。

山王平、西城 のろし台 高田城ののろし場

690— 9 高田城 下高田 丘、平畠、宅地良 16世紀 高田氏 高白斎記、妙法寺記、〇◎感) 字城腰、字本村、堀切、土居、高田憲頼の城

地 田、集落 工藤文書、松原神社文 字観音寺、上城、戸口、腰郭、

書、鎌原文書 池の谷、踊沢 堀、根小屋

691— 10 期高田館 下高田 平地 畠 消滅13—15世高田氏 吾妻鏡、快元僧都記 字新光寺前、堀の

紀 内

692— 11 金比羅山の砦 下高田 山 山林、社中等16世紀 字東明戸、押出 腰郭、のろし

ム



下仁田町

地図No. 名 称 マ , T日、ロ 通存存続期間築•在城者 七 耕 参考資料 M、亩柚么、虫播、曹物！笙 俨 若
,nXT、 zailル、 所 在 地 AA地現況 刪卜广汲、文 献 関連地名退構•遺物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

693- 1 g牧城 甘楽郡下仁田町南野牧平地 山林、畠良 16世紀 高田氏 松原神社文書、市川文①㉚〇◎字城野山、曲輪 戸口、物見郭

(幽崖城) 山 多目長定 書、矢島文書、諏訪文感)

(藤井の塁) 大谷帯刀左書、依田文書

衛門

694- 2 桐ノ木坂城 上小坂山 山林、畠中等天正年間高田氏 〇參 字夏丸、馬場平、堀切、下郭 渡来銭出土

平地 城山

695- 3 野井戸城 上小坂 山、丘 山林、畠 不良16世紀 高田氏 〇參 字野井戸(奴居出)腰郭、下郭 のろし場

平地 宅地• 武田氏 御堂山

696- 4 根小屋城 西野牧山 宅地、畠良 16世紀 高田氏 〇•⑱ 字城山、源太屋敷堀切、腰郭、

平地 山林 根小屋、板碑

697- 5 尾屋敷城 中小坂 山 山林、畠 不良 庭谷氏 ㉚〇♦⑳ 字尾屋敷 腰郭、下郭 北に二岩(にいや)がある。

平地 宅地 上野風土記には本宿の古城とし

ている。

698- 6 春日田城 中小坂山 山林、畠不良 高田氏 〇參感)字春田山、匿久保下郭

(匿久保城) 平地

699- 7 鷹ノ巣城 吉崎 丘、山畠、山林中等16世紀 小幡信尚 生島足島起請文、安保①⑧〇參字中島、おくるわ戸口、石垣、

文書、鈴木文書、長年® 鷹ノ巣、大崩山 物見郭、腰郭

寺文書

70〇— 8 吉崎城 吉崎 山 山林 良 〇• 字藤山 堀切、腰郭、

戸口、竪塚

701- 9 馬山西城 馬山 山 山林 良 小幡氏 〇• 字東城山 堀切、腰郭

702- 10 馬山東城 馬山 丘 寺、畠 中等. 小幡氏 〇參 字東城山 腰郭 米山寺

703- 11下鎌田城 馬山 丘 畠 良 天正末年北条氏 字下城、字鎌田 堀切、武者屯昭和63年全面発掘調査

小幡氏 戸口、建物跡 高速道敷地となる。上城は不明



704— 12杣瀬城 馬山 丘 畠、山林良 天正末年北条氏 字汕瀬、城原 堀切、戸口、注目すべき遺構、出土品(多数

小幡氏 水の手、礎石 の墓石、記紋皿等)。63年発掘調

列 査

705— 13夕影城 青倉 山、麓山林、集良 16世紀 感) 字土谷沢、城山 堀切、腰郭

(青食城) 落、耕地

706- 14 中野城 西野牧山 山林 趣) 地点不詳

707- 15風口城 風口 © 字城山 地点不詳

城山

南牧村

地図Ng. 名 称 遺存 存続期間 築.在城者 参考資料
(図画No.)(別称) 乂 見況 觀(推定伝承)(推定•伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

708— 1 熊食城 甘楽郡南牧村熊倉 山 山林 良 16世紀 ㊀參 字見掛、秋葉山 腰郭、袖郭

709— 2熊倉東城 熊倉 山 山林 良 16世紀 字城山、字居合沢腰郭、献台

710— 3 星尾城 星尾 山 山林 良 16世紀 ㊀參 字城山 中享P、戸口

711— 4 砥沢の砦 砥沢 丘 校地 中等16世紀 小幡信実 ㉚①〇參字羽沢 堀切 武田信玄南牧衆に築かせる。

712— 5 砥沢城 砥沢 山 山林 良 16世紀市川氏 市川文書、生島足島起㊀拳⑱胡桃城裡 堀切、腰曲輪砥石山の掩護

請文

713 —6 城の腰の碧 砥沢 山 山林 良 16世紀 市川氏 戸口、竪堀

714—7 布山城 大日向 山 山林 良 16世紀市川氏 字六車、城山 堀切、土居、

____________________ ____ 腰郭

715 — 8 大塩沢城 大塩沢 台地 畠 不良16世紀懸川氏 生島足島起請文 上の平、城 腰郭、烽火台

716— 9 小塩沢屋敷 小塩沢 山脚 畠 中等

717- 10笹の平城 磐戸 丘 山林 中等16猶己 〇參趣笹の平 腰郭、堀切桧平合戦の伝承がぁる。



718- 11 野野上の砦 小沢 丘 山林 良 16世紀 バンバ、字野野山腰郭、堀切

719- 12 小沢城 小沢 山 山林、畠良 16世紀 小沢 生島足島起請文 ㊀♦感)城山 堀切、土居、馬頭観音堂がある。

腰郭、戸口、

武者屯

720- 13 南牧地域城 南牧村-*帯 以上の諸城砦のほかに、市川太

平氏の調査により、この地域城 

の堡塁として次の城砦が提示さ 

れている。高原城、松茸山、布 

山城打岩、寺の山井戸入り、鎧 

__ 畑、天神山、櫓、腰巻

甘 楽 町

地図No. 名 称 _ 十 遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料 _ _ +Jh々
(図画No.)(別称)1 状況(推定伝承)(推定•伝承)文 M 及び解説- 備

721- 1 国峯城 甘楽郡甘楽町国峯 山、丘 山林、畠 良 15世紀 小幡氏 関東幕注文、生島足島①⑧㉚〇城山、城、御殿平堀、堀形、竪 町指定史跡

平地 宅地、田 16世紀 起請文、鎌原文書、受 ◎感) 竹の内、中ツ沢、 堀、土居、土

連手記、小幡文書、上 恩田、要害、宿平橋、戸口、腰

杉文書、市川文書、後 根小屋、向い小屋 郭、水の手、

閑文書、大日方文書、 かじや跡、丸子屋 遠堀、根小屋、

高橋文書、佐藤文書 的場、さむらい屋 惣郭、物見台

敷

(竹ノ内館) 国峯 平地 畠 中等15世紀 小幡氏 字竹ノ内、おやしき肖！］平地

(中ツ沢堀) 国峯 平地 堀 中等 小幡氏 OS 中ツ沢

(善慶寺遠堀) 国峯 平地 堀 不良 小幡氏 〇♦報告書恩田、善慶寺 昭和60年、農地改良で一部試掘

722- 2 熊井戸屋敷 小幡 平地 公園、畠中等 熊井戸氏 生島足島起請文 〇◎颧 御殿、中門内 石垣、戸口 近世小幡城の楽山園となる。

723- 3 中城 小幡 丘 山林、畠 中等 〇♦⑩ 字八幡山、城山 堀、土居、帯郭 あまく馬場と呼ぶ

724- 4 下城 上野 丘 畠 中等 〇♦㉚ 字下城、長畝 堀、土居、櫓台

帯郭

725- 5 峯城 秋畑 山 山林 良 ①〇♦㉚字峰、城山 堀切、土居、 百庚申がある。

腰郭、櫓台



726 — 6 上野城 上野 平地宅地 中等 ①〇♦⑩字東中郷、遠堀 土居、戸口

727— 7 菖蒲沢城 小幡 山 山林 不良 字菖蒲沢、城腰

728— 8 大類屋敷 白倉 平地 宅地、畠不良 大類氏 関東幕注文 ㊀♦酈 字大類

729— 9 白倉城 白倉 丘、 宅地、畠中等 白倉氏 関東幕注文、生島足島①⑧㉚〇字城、字下城、一主城、副城、複合城郭、白倉道佐は、小幡自

平地 田、山林 起請文、森平文書 ◎感) 丁屋敷 居館、遠構 徳斎道佐

730— 10浅場城 白倉 丘 畠、社地良 〇◎感) 堀、土居、帯郭白食城の主城

_________________________ 戸口、土橋

731— 11仁井屋城 白倉 丘 昌 不良 〇◎ 堀切、土居、白倉城の居館

__________ 腰郭、土橋

732— 12自倉屋敷 白倉 平地 宅地、耕中等 字本郷 自倉道佐の墓自倉城の居館

__________ 鞍、鎧

733— 13倉内城 天引 丘 宅地、畠中等 倉内弾正 生島足島起請文 ㊀拳 字倉内 堀、土居、帯會内弾正は小幡信高であろう。

__________ 郭、戸口

734— 14 天引城 天引 山 山林 良 16世紀 甘尾若狭守鎌原文書、矢沢文書、①⑧曬)〇字入小屋、葉喰、堀、堀切、土居

森平文書 ♦⑩) 城山 腰郭、戸口

735— 15 庭谷城 庭谷 崖端社地、畠中等16世紀庭屋左衛門尉今田文書、生島足島起①⑧㉚〇字田城、なめ沢堀、土居、戸口赤城神社がある。町指定史跡、

宅地 上原淡路守請文、関東幕注文、佐參載) 庭屋左衛門尉は、小幡次郎、二左

 藤文書 衛門大夫兼行

松井田町

地図No. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 士 参考眘料
(図画Na)(別称)所在地乂地現況状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び^説関連地名遺構.遺物等 備 考

736— 1 大導寺堀切碓氷郡松井田町跳石 山 道、山林良 天正18年大道寺直昌 參㉚ 尾根山 堀切、砦

737— 2 碓氷城 坂本 山 .山林 良 16世紀武田氏か 〇© 城山 堀、土居、戸

ロ、帯郭、角

 馬出、竪堀



738— 3 城峯城 坂本 山 山林 良 16世紀 安中氏か 〇© 字城山、城峯 堀切、土居、

(坂本城) 腰郭、戸口

739- 4 松井田西城 新堀 山 山林 中等 16世紀 安中氏 〇參 字西城 堀、堀切 平城、要害山から成る。諏訪神

(諏訪城) 平地 宅地 諏訪氏 社がある。

741- 5 下増田の内出 下増田傾斜地宅地、畠不良 〇參 字内出 堀

742- 6 小日向の砦 小日向 平地 宅地、畠 中等 16世紀 小板橋氏 〇參 倉屋敷、べんしょ 堀、土居、戸

(小日向城) う山、字一丁田 ロ、帯郭

743- 7 人見城 人見 崖端 宅地、畠中等16世紀(人見四郎) 〇◎ 内出 堀、土居、帯

(堀管屋敷) 山林、寺 一 郭、竪堀

744- 8 大王寺城 大王寺台地 宅地、畠中等16世紀 上原兵庫介 ㊀拳 堀、土居、

板碑

745- 9 松井田城(小 松井田 山 山林、宅 良 16世紀 安中氏 管窺武鑑、武井文書、 ①⑧㉚〇 碓貝戸、蟬貝戸、 堀切、土居、 昭和60年一部発掘調査実施別に

屋城、霞ヶ城、 新堀 平地 地、耕地 武田衆 松原神社文書、富岡文 ◎⑮ 城山、行庵、等 腰郭、戸口、 解説する。

諏訪城) 高梨子 等 大道寺氏 書、小山田文書、松井 水の手、竪堀

田外郎文書、不動寺文 列、爼状阻障

書、小板橋文書等多数

中之条町

地図No. 名 称 _ _ +J. _ +J. 、a 遺存 存続期間 築•在城者 _ _ 参考資料 朋、帛々、虫雄
,ロ"化、 所 在 地 AA地現況、叫ロ ,进へ门^广*、 文 献 瓦ブ窒％ 関連地名遺構•遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

746- 1 入道&城 吾妻郡中之条町上沢渡山 山林 不良 (穴山入道) ⑧〇壽⑱入道备、城の腰 永林寺は館跡か

747- 2 天狗山城 下沢渡 山 山林 良 16世紀 加沢記 菅田、中堀、八尺 竪堀、堀切、

腰郭

748- 3 桑田城(寺山) 山田 山 山林 良 16世紀(大野新三郎) 〇◎⑳ 寺山、寺屋敷 堀切、土居、

腰郭、竪堀、

井



749— 4 吉城 山田 平地、寺、社、不良 〇參 字吉城、吉城河原

丘 畠、宅地

750— 5 山田古城 山田丘 畠、山林やや ⑧〇♦⑱字古城、城山 腰郭、土居湯殿山がある。

良

751— 6 高野平城 山田 山 山林 良 16世紀 〇◎感)字下山田、トンビ堀切、土居、

(四阿山城) 高野平 腰郭

752— 7 千貫屋敷 折田 丘 畠 不良16世紀 成田氏 〇♦㉚ 字千貫

753— 8 仙蔵城 折田 山 山林 良 16世紀 成田氏 カロ沢記 ⑧〇◎趣)字仙蔵、字上折田堀切、竪堀、

(内山城) 真田幸隆 土居、腰郭

754— 9 折田屋敷 折田崖端畠 良 折田氏 字古屋敷、中曽根戸口、堀切

755— 10 中条城 中之条平地 社地 不良16世紀 剣持氏 加沢記 ①㉚〇參字内出、字反町、堀切、腰郭

(吾妻城) 崖端 宅地 湯木幸胤 熊谷文書 載) オクリ、オカタ、

竹の鼻、楣の内

756— 11 城峯城 西中之条丘 畠 良 16世紀 熊谷文書 〇參 城峯神社、旗塚 堀切、土居、旗塚はのろし台であろう

腰郭、戸口

757— 12和利宮城 伊勢町丘 社地 不良 塩谷氏 加沢記 〇參 和利宮神社 館跡か

758— 13伊参城 伊勢町崖端田、宅地不良 伊参笹戸 〇參⑮河原町、門前、大土居 昭和62年一部発掘調査

伊参左衛門 門坂

759— 14古城(小城) 伊勢町崖端 畠 やや 加沢記 〇◎感)河原町、城下下城、堀、石塁、戸笹塚古墳跡

__________________________ 良 クツカケ石 ロ、腰郭 昭和63年一部発掘調査

760— 15 嵩山城 五反田山 山林、畠やや16世紀 斎藤城虎丸加沢記、守谷文書、山〇◎趣) 陣平、池の平、五戸口、腰郭、

(嶽山、武山) 平地 宅地、社良 宮文書 反田、親都、谷ノ竪堀、根小屋、

地 ロ、寺屋敷、天王水の手

屋敷、上屋敷、蟻

の渡り、大天狗、

小天狗、中天狗

761— 16 横尾八幡城 横尾 崖端 山林 良 16世紀 尻高三河守加沢記、折田文書 ⑧〇◎感)栃瀬、間歩、八幡堀、腰郭、戸

堀(用水路) ロ、土居、鉄

鏃



762-17 壁谷の寄居 大塚 丘 山林、畠 やや 16世紀 ♦〇 字壁谷、上寄居、 土居 水牢跡があるとレゝう。

良 下寄居

東村(吾妻郡)

地図No. 名 称 _ 龙 柚 i柚相扣遺存存続期間築•在城者 古 餅 参考資料閱、宙楠々、虫援、虫物^
(図画No.)(別称)1状況(推定伝承)(推定•伝承)及び解説構,:®物¥ 備

763- 1 荒巻屋敷 吾妻郡東村荒巻 崖端 畠、宅地中等16世紀 荒牧隆房 〇參趣 左衛門畑 堀、五輪塔

764- 2 稲城 奥田 傾斜地 畠、田 不良 〇拳®) 堀の内、字道下

765- 3 奥田の砦 傾斜地 畠、田 不良 〇參 内手

766- 4 白狐城(金原 五丁田) 丘 畠、忠霊不良 (金原左衛門) 〇拳㉚ 字金原 階段状遺構

城) 塔

767- 5 寄居城(箱島 箱島 崖端 畠、校地不良 (寄居勘解由) 〇•㉚ 字寄居 堀切

城)

768- 6 柏原城(根小 岡崎 崖端 山林 消滅16世紀 吾妻地衆 加沢記、永井実平書状①〇◎㉚字根小屋 堀、堀切、土 昭和51年一部発掘調査により土

屋城) 宅地 金子美濃守渕岡武太夫書状 城山稲荷 居、戸口、竪居の貝殻状土層検出、軽石流中

岡崎新田 堀、櫓台、さに多くの木炭あり。

さ郭、根小屋、近年採土により破壊 

腰郭、栅穴列 

磧石群

吾 妻 町

地図No. 名 称 _ _ +4. _ .. T日遺存存続期間築•在城者 参考資料開地力
(図画No.)(別称)1& 1 &状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説is構*;®物等 備

769- 1 鷹繫城 吾妻郡吾妻町須賀尾 山 荒地 良 16世紀 〇• 城山 堀切、腰郭 のろし台

(須賀尾城)



770- 2 丸山城(須賀 須賀尾 傾斜地宅地、畠やや16世紀 高橋丹波守 〇⑱ 元の宿、清水 堀

尾上城) 良 丸山勘解由 •

771- 3 須賀尾古城 須賀尾 崖端 畠、田 中等 須賀尾氏 • 古城

中等

772- 4 羽田城(大柏 大柏木 傾斜地山林、畠良 16世紀 羽田氏 関東幕注文、下屋文書〇◎感)羽田 堀、堀切、土

木城)(芳の 浦野氏 浦野文書、長純寺文書 橋、戸口、竪

城) 高崎近郷百姓由緒書、 堀、土居、腰

佐藤文書 郭、帯郭

773- 5 大戸平城 大戸 丘 山林、畠良 16世紀 浦野氏 〇參 平城 堀切、土居、

腰郭、戸口

774- 6 千人窟陣城 大戸 山 洞窟 中等天正11年真田信幸 加沢記、猪股文書 ①♦感)千人か岩屋 腰郭

775- 7 大戸城(手子 大戸 山 山林 良 16世紀 浦野氏 加沢記、浦野文書、榛①㉚〇◎ 城山、手子丸 堀切、腰郭、 大戸浦野氏=大戸氏

丸城) 北条氏 名神社文書、集古文書、感) 戸口、竪堀、 別に解説

日向大和入道 諸州古文書、彦久保文 土居、井戸、

斎藤定盛 書、小稿稲荷文書 根小屋

776- 8 萩生城(境野 萩生 丘 山林、畠良 16世紀 浦野氏 〇◎颧 境野 堀、帯郭、土継ぎの城

城) 小林石見 居、戸口

777- 9 雁の沢の砦 松谷 山 山林、畠 中等16世紀 横谷氏 加沢記、横谷文書 處)〇# 雁ケ沢、萱刈場 堀切、腰郭 上野志には横谷となっている。

平地

778- 10 古屋館 郷原 平地 山林、畠 中等 天正10年 真田昌幸 加沢記 〇拳 字古谷、潜竜院 石垣 昌幸、武田勝頼をここに迎えよ

うとする。

779- 11 岩下城 岩下 山 山林、畠 良 16世紀 齋藤氏 加沢記、関東幕注文、 ⑧〇◎趣)字大久保、秋葉山、堀切、土居、

社地 富沢氏 鎌原文書、発智文書、 字大村 竪堀、腰郭、

唐沢文書、富沢文書 戸口

780- 12 根小屋城 三島 山、丘 山林、畠 良 16世紀 江見氏 下屋文書、浦野文書 ⑧〇◎⑩)根古谷、鉄塚、斥堀切、竪堀、

浦野下野守 候山、城山、陣出 戸口、腰郭

781- 13 岩櫃城 平沢 山 山林、畠 良 16世紀 斎藤憲広 加沢記等多数 〇◎⑳①城のロ、居館、根本城、柳沢城別に解説

平地 宅地、田 真田氏 ⑧㉚ 津郭、伊達、出浦天狗丸、平沢複合城郭

苗圃 海野幸光 屋敷、中城 根小屋等から

成る



782- 14 (岩櫃本城) 平沢 山 山林、畠 良 16世紀 〇© 殿郡、滋野屋敷 居館、析形戸 放射する竪堀に目立った特徴を

切沢 ロ、堀切、竪 示している。攻勢防禦の構え。

堀、土居、腰

郭、櫓台 持久防禦の構え

783- 15 (柳沢城) 平沢 山 山林 良 16世紀 〇♦⑳ 観音山 堀切、腰郭、岩櫃城の砦

(岩鼓の砦) 土居、戸口

784- 16 (天狗の丸) 平沢 丘 社地 不良16世紀 〇 堀、戸口、土居岩櫃城の砦、岩櫃神社がある。

畠、山林 腰郭、竪堀 諜者の拠所か

785- 17 (新井の砦) 平沢 崖端 畠、山林 中等16世紀 志摩小屋、不動沢堀、堀切、腰岩櫃城の砦

(番城) 郭、竪堀

786- 18 (平沢根小 平沢 傾斜地 畠、山林 中等16世紀 〇 堀、土居 岩櫃城の根小屋

屋) 宅地、田

787- 19 稲荷城 平沢 丘 山林、畠 良 吾妻氏か 吾妻鏡 〇◎⑳ 字館 堀、土居、戸 稲荷神社がある。

宅地 ロ、竪堀

788- 20 内出城 川戸 崖端 宅地、田中等 秋間氏 加沢記 〇◎⑳ 内出 堀、土居

昌

789- 21 城峯城 川戸 山 山林 良 。城峯 堀、土居、腰郭

790- 22 小田沢の砦 岩井 丘 山林、畠中等天正10年塩谷将監ら加沢記 〇_ 小田沢 堀 安楽寺跡

墓地

791- 23 植栗城 植栗 崖端 畠、田 良 16世紀 加沢記 ①〇◎感)殿前 堀切、石垣、井

宅地

792- 24 中峯城 植栗 山 山林 良 16世紀 〇•感)字中峯、鬼屋敷 堀切、腰郭 鬼屋敷は根小屋

793- 25 山の固屋城 川戸 山 山林 良 16世紀 〇© 深沢 堀切、土居、

腰郭、戸口

794- 26 先陣峠の砦 岩井 山 山林 不良 字寺沢 竪堀



長野原町

地図Mo. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 参考資料 日日±
(図画No.)(別称) 在 、也見况状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

795— 1羽根尾城 吾妻郡長野原町羽根尾山 山林 良16世紀羽尾氏(海関東幕注文、生島足島〇◎颧城山 堀切、土居、吾妻海野氏の本拠

附、同屋敷 丘 墓地、畠 野氏) 起請文、浦野文書(会 字城峯 腰郭、竪堀、

津風土記)、羽尾記 海野幸光墓

796— 2 長野原城 長野原山 山林、墓良 16世紀 湯本氏 熊谷文書、生島足島起〇◎載)城山、箱岩 堀切、土居、

(箱岩城) 地、社地 常田氏 請文、加沢記 字古城址 腰郭、竪堀

797— 3長野原館 火打花高原 山林 M 不明 〇春 字新左衛門 長野氏隠棲地と伝える。

六合村赤岩

798— 4 横壁城 横壁 丘と山山林、畠中等16世紀 横壁玄蕃 加沢記 ①㉟〇 字地蔵台、ジョウ郭面、堀、土居

(柳沢城) ビラ

799— 5 丸屋城 丸岩山 山林 良16世紀 歴代古案 〇◎ 字堂石丸山 堀切、土居、頭状山容を示す

(丸岩城) 和

800— 6 中棚の砦 中棚 段丘上宅地、畠不良不明

801— 7 林城 林 崖端 山林 不良不明 城

902-8小宿屋敷 応桑 丘 山林、畠中等 樋口氏 ①〇 字小宿、字古屋敷、麵、土居2か所に分かれる。

(樋口屋敷) 屋敷¥

1008— 9 長井の碧 大浄 山 山林 良 不明 字長井

-------------------------------------------------- -------- ---------- ------|| 

孀 恋 村

地図Na 名 称 遺存存続期間築.在城者 参考資料日日_
(図画No.)(別称) 也見況状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

803—1 大刖城 吾妻郡蠕恋村大前 丘 山林 良 16世紀 堀切2、腰郭

郭面、土橋



804- 2 西窪城 西窪 崖端 山林、畠中等16世紀 西窪氏 加沢記 ①〇參 土居

805- 3 鎌原城 鎌原 丘 山林、畠良 16世紀 鎌原氏 加沢記(鎌原文書)、浦處)〇◎ 郭面、堀切り

野文書、中村不能斎文 土橋、土居

806- 4 金比羅山の砦 鎌原 丘 山林 中等16世紀 鎌原氏 〇拳 のろし台

807- 5 今井城 今井 崖端 宅地、畠不良16世紀 郭面、堀 熊川氏居住

808- 6 鷹川城 下袋倉 丘 畠、社地不良不明 〇• 城の平 頼朝狩屋の伝説

1003- 7 下屋屋敷 三原 傾斜地宅地、畠“ 郭面

草 津 町

地図Na 名 称 _ 十 遺存存続期間築•在城者 寸 参考資料朗、宙楠仓、虫揉、虫物^ 去
zrn_XT . mil仏、 所 在 地 2地現況 ,破H、邊广文 献 孔バ贴ザ関連地名退構•遺物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

809- 1 湯本屋敷 吾妻郡草津町東町地蔵崖端 墓地 不良1500年代湯本氏 熊谷文書

後半 細野幸久

六 合 村

地図No. 名 称 .. _ .. 通存存続期間築•在城者 ☆ 参考資料囲、宙+4h女、軎雄、虫物j笙 炉 去
、 /QII仏、 所 在 地 地現況 f说A尸a、 文 献 関連地名通構•遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

810- 1 大高山城 吾妻郡六合村大高山 山上 山林 不明不明 細野御殿介 〇拳 天狗平 伝説の城

811- 2 儀見斎屋敷 日蔭 傾斜地宅地 不良16世紀 浦野義見斎浦野文書 楡平



高 山 村

地図Na 名称 遺存存続期間築•在城者 参考資料f —~T 、

(図画No.)(別称) 状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説 関連地名 遺構•遺物等 備 考

812— 1 戸室城 吾妻郡高山村尻高 崖端 畠、宅地不良15 -16世尻高氏 〇參 元宿、戸室

紀

813— 2 尻高城 尻高 山 山林、畠良 15 -16世尻高氏 長国寺殿御事蹟稿、山①〇◎感)小屋 堀切、腰郭、

平地 宅地、田 紀 宮文書、歴代古案、渡 竪堀

文書、泉竜院文書、中

条文書、御内書案、発

智文書、高梨文書、関

____________ 東幕注文、梅花無書蔵

814 — 3 役原城 尻高 平地 宅地、畠良 応永1〇年長尾重儀 〇 役原 堀、土居、戸口

815-4中山職 中山 山 山林 良 〇參 城山 堀切、土居、

_______________ _______________________ 戸口、腰郭

816 — 5 中山城 中山 丘 山林、畠良 天正1〇年北条氏 歴代古案、保阪文書 〇◎㉚ 城内、判形 堀、堀切、土

天正18年 赤見山城守 吾妻記、加沢記 居、戸口、腰

___________ _______________________________________ 郭、帯郭

817 — 6 中山古城 中山 林弾左衛門本間文書、真田文書、①〇◎ 久保入 堀切、土居、

中山氏 長国寺殿御事蹟稿、柳 戸口、腰郭、

___________ 尻高源次郎沢文書、歴代古案 帯郭、根小屋

818 — 7 丸の屋敷 中山 平地 畠、田 不良 建保2年 中山実高 〇拳 丸 堀、戸口

平形氏

819 — 8榛名峠城 山 山林 天正15年北条氏 林文書、猪股文書、諸㊀ 権現 堀、堀切、土

(権現城) 吉田真重 州古文書、吉田系図所 居、腰郭戸

(権醐) 林治部左衛門収書 ロ、帯郭



白 沢 村

地図Na 名称 遺存存続期間築•在城者 参考資料„ _ ...、虫雄、生物^
(図画No.)(別称)1状況(推定伝承)(推定•伝承)及び解説備

820- 1 左馬允館 利根郡白沢村上古語父傾斜地宅地、畠中等 久屋左馬允 〇參 字久保 堀

821- 2 左馬允城 上古語父低い丘宅地、畠不良 久屋左馬允 字月夜野

822- 3 鐘撞堂山の砦 鐘撞堂山 山 山林 良 (新田義宗) 〇參 堀切、腰郭 のろし場、高平地域城の一砦

823- 4 権現山の砦 戸ノ敷 山 山林、堂不良 同上 〇參 高平地域城の砦

824- 5 丸屋の砦 丸屋 山 山林 不良 同上 〇拳 高平地域城の砦、図なし

825- 6 城平の砦 城平 山 山林 不良 同上 〇參 高平地域城の砦

826- 7 毛台牧の砦 毛台牧 山 山林 不良 同上 〇參 土居 高平地域城の砦

827- 8 愛宕山の砦 愛宕山 山 山林 良 同上 〇春 土居、腰郭 高平地域城の砦

828- 9 反町城 高平 台地 畠 不良応安元年同上 喜連川判鑑 〇參 城の平 堀切(か) 高平地域城の核堡

(くずれ城) うつぶせの森 新田義宗敗死

829- 10 峯堂山の砦 峯堂山 山 .山林 不良 同上 〇參 高平地域城の砦

830- 11 天神山の砦 天神山 山 山林、畠 良 同上 〇參 堀切、土居 高平地域城の砦

831- 12 (高平地域城) 高平 山 山林、集不良14世紀 同上 ◎

平地 落、耕地

片

品

村

地図Na 名 称 _ ナ _ +4+1遺存存続期間築•在城者 参考資料甜勿肚
(図画Na)(別称)1& 1が状況(推定伝承)(推定•伝承)文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

832-1 古仲城 利根郡片品村古仲 崖端 山林 良 小中氏 ©◎



833— 2 寄井山城 鎌田 丘 公園 良 〇參 字寄井 腰郭、郭面土

居、戸口

1006— 3北原砦 土出 崖端畠、山林羞や 小中氏 字伊閑町北原 腰部、堀 古仲城の砦

川 場 村

地図No. 名 称 _ , 遺存 存続期間 築•在城者 参者眘料
(図画N0.)(別称)尸 在地AA地現況 觀(推定伝承)(推定.伝承)文 献 iび解説関連地名遺構•遺物等 備 考

834- 1 天神城 利根郡川場村天神 崖端 山林 やや弘治、永沼田顕泰 沼田記根元記、加沢記〇⑳ 字城越 川場合戦の伝説

(天神山城) 良 禄

835- 2 川場館 谷地 平地 畠 やや 貞応2年 大友氏 大友文書 〇•⑳ 字中原 土居、くし、昭和58年一部発掘調査

(大友館) 良 正平23年 戸次氏 剣、かんざし

月夜野町

地図No. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 参考資料
(図醐 (別称) 所在地乂地現況状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構.遺物等 備 考

836— 1 石食城 利根郡月夜野町石倉 丘 山林 良 〇參 字笠原、馬場、か堀切、戸口、

ろう屋敷 土居

837— 2石會館 石食 平地 山林 良 〇參 字小膳、西屋敷、堀、土居、戸

田、畠 祭祀田 ロ、石垣、井

838— 3 小川城 月夜野崖端 宅地、田やや 沼田景秋 加沢記、小川記 ①㉚〇◎字古城、蟹枠、洞、堀、土居、戸別に解説

畠、山林 良 小川可遊斎 報告書 矢瀬 ロ、櫓台、道 昭和55 - 61年一部発掘調査

839— 4名胡桃城 下津 崖端 宅地、田良 天正年間真田昌幸 加沢記 〇®〇©字城平、堀坂、湯堀切、土橋、別に解説、県指定史跡、昭和56
(板屋城) 畠、公園 鈴木主水 感) 舟、釜改戸、瀬森土居、丸馬出、年一部発掘調査。

報告書 等 鉄砲玉



84〇— 5 富士浅間の砦 下津 山 山林 やや天正年間真田昌幸 字富士山、天狗山腰郭、石宮 名胡桃城ののろし台

良

841— 6 内小山の砦 後閑丘 山林 良 14世紀後閑祐房 〇• 字中村、打出 堀切、土居後閑館の碧' 内小山は内出の誤

記

842— 7 後閑館 後閑 平地 宅地 不良 〇♦趣 字下村、屋敷添等石塁、堀、墓石近世ゝ増田氏居住ゝ増田堂があ

る〇

843— 8 師館 師 傾斜地田畠 消滅 師氏、増田 〇拳 字千沢、沢口、八 昭和57 - 58年発掘調査で庭園検

(大友館) 氏 報告書幡 出

844— 9 明徳寺城 後閑 崖端 畠、山林良 天正年間後閑氏 加沢記 〇◎感)字城山、外城山、土居、堀、郭明徳寺あり

(天神山の碧) 小田原勢 沢浦 馬出' 遠構 町指定史跡

845— 10観音山の砦 師 山 山林 不良 字トリクソ、ビヤ土居、石宮

ガイド

846— 11戸谷館 上牧 丘 山林、畠不良 須藤氏 字戸谷 堀、土居、板碑

847— 12 寺屋敷 上津 平地 畠 不良 趣* 寺屋敷 堀 如意寺の故地という。

水 上 町

地図Ng.名称 在地立地現況遺存存続期間築•在城者 文 献 f考^関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

848- 1 藤原の砦 利根郡水上町大沢 低レゝ丘畠、宅地消滅16世紀 (長田某) ①〇•⑩ 上杉謙信攻略の伝説あり

馬頭観世音堂の跡がある。

849- 2 粟山の砦 粟沢 山 山林 良 天文14年
(寺山陣屋跡) 7月〜10

月



新 治 村

地図No. 名 称 、ロ 遺存存続期間築•在城者  参考資料
(図醐 (別称) 所在地乂地現況状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び^ 関連地名 邏•遺物等 備 考

850— 1 宮野城一 利根郡新治村猿ケ京 崖端 宅地 中等16世紀 栗林政頼 双玄寺文書、栗林文書 ①〇◎趣)城山、ゆうげい 堀切、土居、永正7年、上杉憲房がここで

(猿ケ京城) 尻高義隆 管窺武鑑、片野文書伊 戸ロ、土橋 戦った頃は、築:^されていな

佐早文書、細矢文書等 かったであろう。

851— 2 中城(薄食城、 須川 崖端畠 良16世紀須川衆 須川記 〇◎ 字笠原、反町ばつ堀切、土居、

四万の碧) は 土橋、戸口

852— 3 箱崎城(鳩崎 布施 丘 畠 良(15世紀)(布施金善)加沢記 〇◎颧字箕輪 堀切、土居、

城、箕輪城、 16世紀 はねつるべ 土橋、戸口

羽場城、荒巻

城)

853— 4諏訪の木城 荒卷 丘 畠、墓地やや比世紀 (関義範)加沢記 〇◎ 字諏訪の木、寄居堀切、石塁、三国街道が貫通、県史跡石垣が

__________ 良 反町 土橋 多く認められる。

854— 5味城山の碧 羽場 山 山林 良16世紀 字味城山 堀切、腰郭、月夜野町との境界にある。

土居 のろし台か

昭 和 村

地図No. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 参考資料
(図画No.)(別称) 状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説 関連地名 遺構•遺物等 備 考

855— 1長井坂城 利根郡昭和村永井 崖端畠、山林良天正年間北条氏 狩野文書、須田文書、〇◎㉝感) 堀、土居、県指定史跡

阿久沢文書、長尾文書 戸口、腰郭、昭和58年一部発掘調査

加沢記 のろし台

856— 2 森下城 寄井 崖端 畠、山林やや16世紀 沼田氏 双玄寺文書、岡本文書①㉚〇◎ 堀、石垣 大部分は片品川に崩落

(鎌田の碧) 良 森下三河守森下文書、加沢記、

反町大膳覚書



857- 3 阿曽の砦 糸井 崖端 畠、山林やや天正年間赤堀又太郎赤堀文書、阿久沢文書〇◎載)阿曽 堀 安蛆岩とレゝう絶壁がある。

良 阿久沢能登守狩野文書、加沢記

858- 4 糸井の内出 糸井 平地 宅地 消滅 〇參 字中内出、南内出

859- 5 貝野瀬屋敷 貝野瀬 崖端 宅地 消滅 〇參 字堀の内

赤 堀 町

地図Nq. 名 称 _ _ 、a 遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料明_仙勿 壯
(図画No.)(別称)ia I &状況(谁定伝承)(推定•伝承)文 及び解説mKM 備 考

860- 1 毒島城 佐波郡赤堀町今井 丘 畠 やや 毒島長綱 ①〇♦⑳ 字毒島 腰郭 沼中の島に築く。深津故城。

良 青木入道

861- 2 赤堀城 今井 平地 畠、宅地やや 赤堀氏 赤堀文書 ①〇◎感)字城 堀、土居、戸口昭和62年一部発掘調査

良

862- 3 天幕城 磯 丘 畠、水田 やや 赤堀氏 〇◎感) 字城山 堀、土居

良

863- 4 白田屋敷 香林_平地 宅地 不良 字花ノ木 堀、土居

864- 5 板野屋敷 香林 平地 宅地 不良 字花ノ木 土居

865- 6 宮前屋敷 香林 平地 宅地 不良 字名前 土居

東村(佐波郡)

地図No. 名 称 _ _ _ +4. 、a 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料 _岫勿
, 、 f 所 在 地 1A地 現況 IT^\ 文 献 関連 地名 退構•退_物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

866-1 小保方屋敷 佐波郡東村東小保方 平地 畠 消滅 小保方氏 二重の堀、橋昭和57年発掘調査

脚穴、たたら



867— 2 田部井館 田部井平地畠、田不良 田部井氏 〇◎ 堀(二重)

(館堀屋敷) 宅地 尾内氏

境 町

地図Na 名称 遺存存続期間築.在城者 参考眘料
(図画N。.)(別称) 所在地 丛地 現況状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構.遺物等 備 考

868- 1|場環濠遺構佐波郡境町伊与久 平地昌、田不良 字東馬場、西馬場堀 西北に須久茂塚がある。

群

869— 2武士城 上武士 丘 山林、畠中等文明九年岩松明純松陰私語 ①〇拳字西久保、升形、腰郭 女堀を東外堀とする。

宅地 たての山

87〇_3上渕名屋敷 上渕名平地畠 消滅1玴紀 報告書字馬場 障子堀 昭和56年-部発掘調査

871- 4渕名館 下渕名平地畠、田消滅16世紀渕名氏 小笠原文書、赤堀文書、①〇拳字堀込、大堀山堀、出土品昭和58年一部発掘調査

三宝院文書、吾妻鏡、

関東幕注文、小田部文

___________ 書

872- 5出口屋敷 下渕名平地宅地消滅 字出口 堀、惣堀昭和51年繃調査で検出

耕地

873- 6上矢島城 上矢帛平地寺、畠、不良 谷島信氏小田部文書、御内書符 字東 堀、土居 徳蔵寺が谷島厭館

田、宅地 南氏 案、関東幕注文、永禄

___________ 日記

874_7 境 崖端 校地、寺不良 井上平左衛門井上文書、正木文書、①〇轉城沼(芦沼) 堀 境神社、境高校、長光寺

(小柴の砦) 社地 小柴長光 永禄日記

(仮屋塁)

875- 8 西今井平地宅地 中等 今井惟氏長楽寺文書 〇參 钟首、ニッ塚堀、土居 町指定史跡

_____________ (西遷)________________________________ ______________________________________ ______________________ 妙見寺がぁる。

876- 9二'ソ木城 三ツ木 平地 寺、宅地不良16世紀 根岸^前守永禄日記、藤生文書 〇© 字西林、堀の内、堀、櫓台、井昭和53 • 54年度-部発掘調査

__________ _____ 昌 根岸三河守 番屋敷、牢屋敷 戸 真福寺がある。



877-10 三蔵城 境 平地 宅地 消滅 横瀬国繁 松陰私語 字三蔵 堀 東半は世良田町分

耕地

玉 村 町

地図Na 名 称 _ ナ 仙 _ T日扣遺存存続期間築•在城者 古 站 参考資料閱、宙仙々、軎雄、虫物^ 供 去
(図画Na)(別称)S &状況(推定伝承)(推定•伝承)文 及び解説備

878- 1 宇貫城 佐波郡玉村町宇貫 平地 畠 中等 川端玄蕃 須賀系図所蔵文書 〇•⑮ ①下郷、字川端 2重堀、戸口

879- 2 宇貫館(1) 宇貫 平地 畠 消滅 字赤城 2重堀 昭和62年半分発掘調査

880- 3 宇貫館(2) 宇貫 平地 宅地、畠 不良 字赤城 堀

881- 4 上之手西館 上之手 平地 田 消滅 字薬師前

882- 5 与六屋敷 与六分 平地 校地、畠不良天正末期早川与六 江原文書 ㊀ 字下耕地 堀 早川与六は和田与六

883- 6 玉村八幡宮 下新田 平地 社地 中等 玉村八幡社事由取調書 堀、土居

844— 7 玉村館 下新田 平地 田 消滅 享徳2年 吉里入道 〇◎ 字御殿 堀、戸口 近世、伊奈半十郎陣屋となる。

885- 8 温井西屋敷 斎田 平地 宅地 不良 温井氏 田口文書 ㊀ 字諏訪南 堀 温井弥兵衛か

886- 9 温井東屋敷 斎田 平地 宅地 不良 温井氏 田口文書 ㊀ 字諏訪南 堀 同上

887- 10 町田屋敷 斎田 平地 宅地 消滅 町田氏 ㊀ 字諏訪南 堀

888- 11 石原屋敷 斎田 平地 宅地 不良 石原氏 田口文書 ㊀ 字諏訪南 堀 寛文の頃与六分住の石原左右衛

門はここのゆかりか。

889- 12 田村屋敷 斎田 平地 宅地 不良 (田村甚兵衛)田口文書 ㊀ 字六反田 堀

佃村甚棚)

890- 13 田口下屋敷 斎田 平地 宅地 中等16世紀 田口俊政 田口文書 ㊀ 字六反田 堀 寛政年間、屋敷内にあった観世

音を現在地に移し田口の祈願所 

とする。



891- 14 上福島の砦 福島 平地 宅地、社不良 福島元連 宇津木文書 ①〇參 字屋敷 堀、社 那波氏一族

892- 15 新井屋敷 上之手 平地 宅地 中等 新井氏 〇拳 字新井 堀、土居、石仏現在新井氏居住

893- 16 宮下屋敷 上之手 平地 宅地 消滅 字北郷 堀 大正12年迄堀、建物のこる

894- 17 原屋敷 上之手 平地 宅地、堂、中等 原嘉門 田口文書 〇拳 字原 堀、土居、板那波浪人、東西に分かれている、

(嘉門屋敷) 耕地 碑、井戸 昭和63年、東半発掘調査

895- 18 重田屋敷 上之手 平地 宅地 消滅 重田氏 字原

896- 19 秋山屋敷 上之手 平地 宅地 不良 秋山氏 字原 堀

897- 20 木暮屋敷 上之手 平地 宅地 消滅 木暮氏 字原

898- 21 内田屋敷' 上之手 平地 宅地 中等天正年間内田善右衛門田口文書 ㊀ 字北郷 2重堀、戸口内田氏は信州海野の族

899- 22 観照寺屋敷 上之手 平地 寺域 中等13世紀 伝玉村太郎 字寺巡 2重堀、土居 庭の堂に玉村太郎を祀る。

900- 23 角渕城 角渕 平地 宅地、耕 中等15世紀 鳥山弐部大輔 松陰私語、梅花無書蔵、㊀ 字杉山、元屋敷 2重堀、戸口 昭和62年発掘調査により、渦状

地 16世紀 田口文書 構造、石組み等注目すべき遺構

が検出された。

901- 24 後箇屋敷 後箇 平地 宅地 消滅 天正年間 田口広安 田口文書 ㊀ 字中通 2重堀 西側にもう1つの環濠跡があ

る。

902- 25 茂木館 上茂木 平地 宅地 不良16世紀 田口氏 田口文書 ㊀ 字愛染堂 2重堀 天正n年、佐竹勢に奇襲された。

(本木館)

903- 26 下茂木屋敷 下茂木 平地 宅地 不良天正年間斎藤甚五兵衛田口文書 ㊀ 堀、土居 甚五兵衛は斎藤定盛の孫

904- 27 玉村城 南玉 平地 宅地 不良13世紀 金原氏 〇• 字三角、前内手 堀、土居、寺金蔵寺の開基は金原氏

(南玉原屋敷) 耕地 五輪塔、板碑

905- 28 南玉館 南玉 平地 宅地 中等13世紀 字前内手 戸口、2重堀、昭和54年一部発掘調査

(原武屋敷) 土居 原氏は那波の浪人

906- 29 川井城(霞城) 川井 平地 宅地、社不良16世紀 斎藤基盛 田口文書、清水文書 ①〇◎趣字堀の内 堀、櫓台(摩近世初、清水正邦居住

耕地 利支天社)

907- 30 中樋越屋敷 樋越 平地 宅地 不良 堀



908- 31(阿左美環濠 樋越 平地宅地、畠 字中の坊、字原浦4か所の遺構

遺構群)

909- 32 阿左美館 樋越 平地 寺域、畠中等13-16世藤姓那波氏吾妻鏡(阿左見氏) 〇© 字中之坊 2重堀、戸口花台寺がある。

紀

910- 33 藤川環濠集落 藤川 平地 宅地 中等 字屋敷根 堀

耕地

911- 34 飯塚環濠遺構 飯塚 平地 宅地 中等 天正年間 宇津木氏 宇津木文書、田口文書 nか所の環濠 惣堀も認められる。

群(環濠集落) 耕地 跡がある。

尾 島 町

地図No.名称 地立地現況遺存存続期間築•在城者 文 献 f考^関連地名遺構.遺物等 備 考

個画No.) (別称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

912- 1世良田環濠集新田郡尾島町世良田平地集落 不良12世紀 ① 惣堀、構成昭和63年発掘調査により堀検出

落 16世紀

913- 2 新田義重館 世良田 平地 寺、宅地不良12世紀 新田義重 吾妻鏡 〇◎ 元屋形橋、総持寺堀、鉄内耳鍋昭和51年一部発掘調査

914- 3 世良田氏館 世良田 平地 畠 不良13世紀 世良田氏 吾妻鏡 〇參 字今井、長楽寺 堀、板碑等 昭和62 • 63年発掘調査

915- 4 岩松陣屋 世良田 平地 宅地 中等天正18年岩松守純 新田文書、毒島文書 〇參 字陣屋 堀、土居

耕地

916- 5 船田館 世良田 平地宅地 中等13世紀船田義政大平記 〇參 天神堀、環水堂堀 毛呂権蔵屋敷=上野国誌

917- 6 長楽寺 世良田 平地 寺 良 14世紀 世良田義季長楽寺文書、正木文書 堀、土居、墓

(承久3年)開祖栄朝 永禄日記、矢内文書等

918- 7 普門寺 世良田 平地寺 不良 字下町 堀

919- 8 安養寺 安養寺 平地 寺、宅地 中等14世紀 大平記 字居立、森ノ内、堀、掘立建物、昭和63年一部発掘調査。西南と

耕地 森南、触不動 土居 東北に、居立の環濠址がある。



920— 9大館館 大館 平地耕地、社済滅14世紀大館氏 大平記、由良文書(京①〇◎ 字堀の内 堀

___________ ょり) /

9211〇す心川館 徳川 平地地^耕消滅1泄紀.徳川義季吾妻鏡 ①〇參得川 墓(伝義重)醐に賴宮、南に満行寺があ

地、寺 正田氏 ス

922— n 堀口館 堀口 平地 提防 消滅14世紀 堀口氏 大平記 〇參 字下堀ロ

923— 12岩松館 岩松 平地寺 中等14.15世岩松氏 正木文書 ①◦◎趣字新屋敷 堀、土居一酿青蓮寺がぁる。館はその西

_______________________________________________________________________紀______  南居所にあったか〇

924— 13武蔵島館 武蔵島平地耕地 _ _ .
 |,|  堀、柱穴 昭和63年発掘調査で検出〇

町田新

地図Ng. 名 称 遺存 存続期間 築•在城者 _ 参考資料1
(図酮_(別称)& &地ユ地現况状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 関連地名遺構.遺物等 備 考

925-1綿打館 新_新田町大根平地寺 不良14世紀綿打氏 ①〇•字綿打 ～ 大慶寺がぁる。

_926-2上議敷～ 上田中平地宅地t堀、土居、戸口

」27一3,館___________________上田中平地寺、耕地中等 職 田中繡 〇•  既土居、戸口鵬がぁる。

928- 4江醐 上江田平地畠、宅地中等 醐己江田鵬 清水文書、北爪大学首①〇◎堀の内、北宿 堀、土居、戸口黒沢、毛呂、柿招等各屋敷が別

16W _ 郭となって外側に配されてい

る。本丸は江田館として県指定

___________________________________________________________ _____________________ 史跡

江臓 中江田既畠漏14世紀既柵 咖年一鵬調査

,一6侧城__________________宅地、胃不良膽紀__ ®堀、土居1腿敷がある。

931- 7原館 中江田平地宅地不良 ～ 一I戸口 -

耕地

932- 8構题 械平地宅地不良 ㊀ 字元屋敷』_

耕地



933- 9 蛇屋敷 市野井 平地 宅地 不良 一井兵部 〇參 字石塚 堀 兵部屋敷

耕地

934- 10 孫兵衛屋敷 市野井 平地 畠 中等 某孫兵衛 字本郷 堀、土居 油屋という。古銭多数出土

935- 11 南の広瀬屋敷 市野井 平地 宅地 中等 字本郷 堀、土居、板碑

936- 12 南の高木屋敷 市野井 平地 宅地 中等 字本郷 堀、土居

937- 13 本村屋敷 市野井 平地 宅地 不良 字西本郷 土居、板碑

938- 14 杉屋敷 市野井 平地 宅地、畠消滅 照明寺由緒書、過去帳 字杉

等

939- 15 新屋敷 市野井 平地 宅地 不良 堀、五輪塔

940- 16 金井屋敷 金井 平地 畠 消滅 字金井 五輪塔片

941- 17 反町城 反町 平地 寺、宅地中等14世紀 新田氏 ①㉚〇◎字城、字要害 堀、土居、戸口県指定史跡反町館

耕地 16世紀 照明寺がある。

942- 18 地頭屋敷 村田 平地 宅地 中等 字大島、字田島 堀、土居、戸口永田氏現住

943- 19 宝蔵寺 村田 平地 寺、宅地 消滅 字中村田 堀、五輪塔

944- 20 川島屋敷 村田 平地 宅地 中等 字上野井 堀、土居、戸口川島氏現住

945- 21 黒田屋敷 村田 平地 宅地 良 字上野井 堀、土居、戸口 黒田氏現住

946- 22 村田館 村田 平地 畠、宅地 不良 村田氏 ㊀拳 字上野井 堀、土居、五 昭和60年発掘調査

輪塔、板碑

947- 23 村田田中館 村田 平地 田 消滅 字田中 2重の堀 昭和62年発掘調査で検出

948- 24 小金井館 小金井 平地 宅地 中等16世紀 小金井繁光 ①㉜〇• 字四ツ谷 堀、土居 川島氏現住

949- 25 大根館 大根 平地 宅地 消滅 大根氏 字本村

950- 26 馬場環濠遺構 小金井 平地 消滅 馬場、堀之内 堀

下江田 みかど、ちかど

下田中 平地 上曲輪、鍛治屋敷 升形虎口



1000—27上野井環豪遺 上野井 平地 宅地、田中等 堀、土居 溝

構群

薮塚本町

地図No. 名 称 __ 遺存 存続期間 築•在城者 参考眘料
(図画No.)(別称) 所在地 丛地現況状況(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び^ 関連地名遺構.遺物等 備 考

951- 1 薮塚館 新田郡薮塚本町 平地 寺境内 不良 薮塚 堀 長円寺 古墳あり

藤生繁久 "

952- 2 Wg山の砦 湯の入 山 山林 中等 腰郭、堀、竪堀のろし場

953- 3前八王子城 滝の入 山 山林 中等 藤生繁久 後藤文書、松平文書、 土居、腰郭、天正2年、上杉謙信攻略、金山

 田中文書 井戸 勢奪回戦があった。

笠 懸 村

地図No. 名称 遺存存続期間築•在城者 参考瞥料
(図画他)(別称) 所在地 乂地 現況状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構.遺物等 備 考

954— 1 寺内館 新田郡笠懸村西鹿田 平地 宅地 不良 西鹿田村絵図 字寺内 堀、土居、井

______  尸、五輪塔

955— 2田村屋敷 鹿 平地 宅地 良 田村氏 清泉寺毘沙門堂棟札 堀、土居、五

___________ _____________________ 輪塔

娜一3 鹿 不良 (泉沢氏)赤堀文書 字北口 堀、井戸、池、昭和62年-部発掘調査

______________(附泉沢館) |平地 ________________ 棚 醐に岡登用水が通る

95卜4竹沢館____________________平地境内—不良________________________________ 堀、土居長寿院ぁり

958- 5道帰山の碧________________& 雌 巾等 旗立の峯、馬場鵬、膽謝飾陣の伝動り、堂が入か



959- 6 建岩の砦 鹿田山 山 山林 中等 腰郭、堀、戸口 のろし場か

960- 7 鹿田山地域城 鹿田山 (地域)山林、畠 中等 南北朝期地域城、泉沢、道帰、

田、宅地 建岩の諸城砦は、その堡塁

961- 8 阿左美環濠遺 阿左美 宅地 不良 藤生氏 4か所の環濠

構群 屋敷、土居

962- 9 荒神山の砦 荒神山 山 山林 不良 腰郭

大間々町

地図Na 名 称 _ _ 、a 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料 M、*岫々他雄供
. ,.讲、 所 在 地 AA地 現況 p 文 献 関連 地名 退構•遺物等 備 考
(図画No.) (別 称) 状況(推定伝承)(推定•伝承) 及ひ解説

963- 1 手振山の砦 山田郡大間々町桐原 山 山林 良 16世紀(黒川地衆) 〇參 手振山、瀬戸ケ原腰郭 のろし台

964- 2 石原屋敷 桐原 段丘裾宅地、畠不良 石原氏 内出 堀、土居

の平地

965- 3 高津戸城 高津戸 山 山林、畠 良 15世紀 (山田吉之)上州金山軍記き集古文 ①〇◎⑳ 要害山 堀、堀切、土 南麓に里見兄弟ら,の墓がある。

(要害山城) 社地 16世紀 里見兄弟 書 居、腰郭、帯

郭、竪堀、土

橋

板 倉 町

地図No. 名 称 _ ナ 、>a 遺存存続期間築•在城者 _ _ 参考資料明汕々
個®No.)(別称)1 状況(推定伝承)(推定•伝承)文 M 及び解説__:®_ 備 考

966- 1 道明山の砦 邑楽郡板倉町岩田. 平地 畠、宅地 不良 ㊀ 道明山 のろし台 道明山は灯明山で、のろし台

967- 2 板倉の寄居 板倉 平地 畠 不良 ①㉚〇參 字寄居 腰郭 湖沼中半島地に築かれたもの



968— 3 飯野城 飯野 平地 畠、宅地不良 渕名下野 〇®〇>字城 堀 ,同上

969- 4 海老瀬寄居 海老瀬平地畠、宅地不良 海老瀬大膳 〇參 字寄居 土居 同上

大夫

970— 5 海老瀬館 海老瀬平地宅地、寺不良 字本郷 土居 同上

971- 6海老瀬城 海老瀬平地畠、宅地不良 海老瀬秀兼 〇攀 字頼母子 同上

972- 7馳の碧 一峯— 公園 ㊀ 字小橋 同上、貝塚

973— 8 板食城 板倉 平地 耕地 消滅16世紀 真下越前守 趣) 字宮廻り

明 和 村

地図Ng. 名称 立地I目抑 遺存存続期間築•在城者 . _ 参考資料
(図画Ng.)(別称)所在地 乂地現況槪(推定伝承)(推定.伝承)文 献 及び解説関連地名遺構•遺物等 備 考

974— 1大輪館 邑楽郡明和村大輪 平地宅地 不良 大輪時秀 ①〇•㉚字堀の内かし堀

(又太郎屋敷) '

975— 2佐貫城 大佐貫平地宅地、畠不良1〇世紀佐貫氏 ①〇◎感) 堀 佐貫氏館から発展

15世紀

976— 3 稲荷山屋敷 南大島平地宅地、畠中等 森尻氏 〇 字稲荷山 堀

(森尻屋敷) 社地

977— 4 梅原屋敷 梅原 平地 畠、宅地消滅 , 梅原時信 字小森

978— 5 江口屋敷 江口 平地 畠、宅地消滅 江口又四郎 在家、堀の内



千代田町

地図Ng. 名 称 _ . _ +J. _ 遺存存続期間築•在城者 古 耕 参考資料朗、亩仙么、虫捲、虫物j笙 俨 若
個醐 (別称)所« % “也？^状況(推定伝承)(推定.伝承)文 及び解説_ _ナ也$退構•退物等 備 考

979- 1 中島館 邑楽郡千代田町中島 平地 畠、宅地不良 舞木持広 〇•⑳ 将監屋敷 土居

(将監屋敷)

980- 2 舞木城 舞木 平地 校地、畠不良 俵秀賢 ①〇颧 城下稲荷 堀

田、宅地

981- 3 屋敷山城 前天神原平地 田、畠 不良16世紀室賀下総守 〇眷 堀、土居、戸口近年破壊

982- 4 赤岩城 赤岩 平地 寺、古墳不良 赤岩氏 〇◎⑮ 字城山 堀、土居 光恩寺

大 泉 町

地図No.名穴所在地立地現況文 献 関連地名遺構.遺物等 備 考

(図画No.) (別 称) 状況(推疋伝承)(推疋•伝承) 及ひ解説

983- 1 築比地の砦 邑楽郡大泉町上小泉 平地 消滅 築比地良基 〇參㉚ 字築比地

984- 2 小泉城 下小泉 平地 校地、公 良 16世紀 富岡氏 富岡文書、原文書等多 ①㉚〇◎ 城の内 戸口、櫓台、別に解説

園、宅地 数 感) 堀、土居、等 町指定史跡

等

985- 3 仙石城 仙石 台地 団地、畠 中等15世紀 赤岩厚親 .〇◎感) 字城の内、字道祖堀、土居、戸

(岡山城) 山林 16世紀 岡山播磨守 ロ、帯郭



邑 楽 町

地図No. 名称 遺存存続期間築.在城者 参考資料
(図画No.)(別称) 所在地 i地現況状況(推定伝承)(推定.伝承) 文 献 及び解説関連地名遺構.遺物等 備 考

986 —1姪沼屋敷 邑楽郡邑楽町蛭沼 平地宅地 中等 ㊀ 土居、堀 金子光一氏住居_

987- 2篠塚館 篠塚 平地宅地 中等 觀伊賀守 〇轉字馬場 土居、二重堀醐堂がぁる。昭和_掘

____________________ _______________________________________ 調査

988- 3細谷館 坪谷 平地宅地 良南北朝期細谷右馬助 ㊀ 堀、土居 昭和63年一部麵調査

以来 秀国

989- 4 横田屋藪 藤川 平地 水田 消滅 横田氏 〇⑮ 字熊野下

990一5藤11館_____________________ 川 平地__宅軋畠中等-_小林氏 〇• 字豊原 堀、土居 小

991- 6秋妻屋敷 醸 平地 宅地、昌不良 (山田俊清) ©• 堀の内 堀、俊清位牌、郷倉(乾倉という)f

_____________________ ________________________________________________ 土居

992- 7帽城 中野 平地寺 不良 帽藤内左 〇眷 字元宿 堀、土居 神光寺がある。

衛門

室田義勝

993- 8川島館 中野 平地 宅地 消滅 川島氏 字横町

贈-9橋本题 赤堀________________________ ___________ 堀、土居 人橋という橋がある。

995一10千原醐 _____________千原田平地宅地_不良建武年間千原田六郎落合文書 字赤谷戸 堀 藤川、矢場川の川袋

996— 11鶉城 ___________ 鶉 _平地 宅地_中等元享の頃茂木顧 〇◎⑬ 字東耕地 堀、土居 茂木氏居住

997- 12鶉小城 鶉 平地 山林、1良 多々良忠政 ；,〇©®字小城、天狗屋敷堀、土居 多々良沼の半島にある。

__________ _________________________ ______________________宅地______________________ 刀工康継ここで鍛刀〇

"卜13石打城  石打 平地 宅地、畠If等 石堂右馬之丞 〇參 字後林、堀の内1堀、土居



地図Ng. 名 称

(図画No.) (別称)
所 在 地 立地 現況

遺存 存続期間 築•在城者 

状況(推定伝承)(推定•伝承)
文 献

参考資料

及び解説
関連地名遺構•遺物等 備 考



地図Na 名 称

(図画Na) (別称)
所 在 地 立地 現況

遺存 存続期間 築•在城者 

状況(推定伝承)(推定•伝承)
献文

参考資料

及び解説
関連地名遺構•遺物等, 備 考


