
表　1 北総の多石百庚申　一覧表 2018年　蕨由美　調査

No. 所在地　 造塔年 西暦 像塔 文字塔 形状 文字塔銘文

1 銚子市・都波岐神社 200以上 駒型 庚申

2 旭市東足洗 天保6～元治元 1835～1864 100 駒型 庚申塔

3 東庄町笹川い大木戸・庚申塚 弘化4年 1847 61 自然石 大青面金剛・庚申

4 東庄町平山法木作・庚申塚 弘化5年 1848 不明 自然石 青面金剛王

5 東庄町舟戸作ノ内・左右神社 不明 42 自然石 庚申塔

6 東庄町神田花香・宇賀神社 天保6 1835 101 自然石 青面金剛・庚申

7 東庄町粟野宿・庚申塚 天保15 1844 多数 自然石 青面金剛・庚申

8 東庄町青馬・庚申塚 江戸末期 98 自然石 青面金剛・庚申

9 匝瑳市大寺 不明 多数 自然石

10 匝瑳市大浦・路傍 不明 多数 自然石 庚申

11 香取市米野井・戸田神社 多数 自然石

12 香取市増田・村山 不明 42 駒型 青面金剛王

13 香取市北原地新田・稲荷神社 安政7 1860 多数 二連駒型等 庚申

14 成田市竜台・路傍 寛政12～安政6 1800～1859 14 85 駒型 庚申塔・青面金剛尊他

15 成田市宝田桜谷津（R408傍） 明和元～明治40  1764～1907 70前後 七連駒型等 庚申塔

16 成田市宝田後（R408傍） 文久2 1862 4 21 駒型 庚申塔

17 成田市西和泉 不明 5 22 駒型 庚心塔／孝心塔／庚申塔／青面金剛

18 栄町上町・路傍 慶応2 1866 10 81 駒型 庚申塔

19 印西市笠神・笠神社 慶応元～慶応3 1865～1867 18 82 駒型 庚申塔

20 印西市笠神・蘇羽鷹神社 明治16～昭和10 1883～1935 6 54 駒型 庚申塔

21 印西市松虫・路傍（2か所） 文政12 1829 100 駒型

22 印西市小林・猿田彦神社 天保6～明治元 1835～1864 98 駒型 庚申塔

23 印西市武西・路傍 文久3 1863 10 90 駒型 庚申塔

24 印西市浦部・路傍 天保10 1839 10 90 駒型 庚申塔

25 我孫子市高野山・香取神社 天保15年～嘉永5 1844～1852 9 91 駒型 庚申塔

26 我孫子市岡発戸・八幡神社 弘化4～安政5 1847～1858 1 17 駒型 庚申塔

27 我孫子市緑二丁目・大光寺 天保13～嘉永元 1842～1848 37 駒型 庚申塔

28 柏市布瀬・路傍 文政7～明治8 1824～1875 9 94 駒型 庚申塔

29 柏市布施・布施弁天 江戸後期 6 40 駒型 庚申塔

30 柏市柏・諏訪神社 天保3～嘉永6 1832～1853 10 80 駒型 青面金剛

31 柏市名戸ヶ谷・香取神社 天保6～元治元 1835～1864 10 86 駒型 青面金剛・庚申塔

32 柏市南増尾283 天保7～昭和12 1836～1937 5 95 駒型 青面金剛・百体庚申大願成就

33 柏市松ヶ崎・香取神社 天保12～弘化5 1841～1848 4 88 駒型 青面金剛

34 柏市高田・正徳寺 天保12～万延元 1841～1860 5 9 駒型 庚申

35 野田市西三ヶ尾・香取神社 天保9 1838 68 駒型 庚申・百庚申供養塔

36 野田市下三ケ尾　駒形香取神社 天保11 1840 数十 駒型 庚申・百庚申供養塔

37 流山市鰭ヶ崎・東福寺 江戸後期 97 自然石型 庚申

38 流山市前平井･旧東栄寺 55

39 松戸市大谷口・神明神社 安政7 1860 197 駒型 庚申塔

40 鎌ヶ谷市大仏・八幡神社 天保12～天保13 1841～1842 10 90 駒型 庚申塔

41 船橋市前原東5丁目・庚申塚 不明 70 駒型 庚申塔

表　2 北総の一石百庚申　一覧表    
No. 所在地 造塔年 西暦 形状 銘文

1 柏市布施・布施弁天 寛政12年 1800 角柱型 奉納百庚申百箇度参大願成就

2 八千代市桑橋　字作ヶ谷津 文化9 1812 駒型 奉参詣百社庚申塔　

3 八千代市麦丸台・庚申塚 文化12 1815 駒型 一百青面金剛王

4 印西市松崎・火皇子神社 文化13年 1816 駒型 庚申百社参詣供養塔

5 白井市復・八幡神社 文化13年 1816 駒型 奉納百庚申塔

6 印西市松崎・山の下庚申塚 文政4年 1821 駒型 青面金剛尊／百庚申

7 東庄町小貝野向地・共同墓地 文政9年 1826 角柱型 大青面金剛／庚申（100字）

8 野田市中里・西岸寺境内 文政13 1830 兜巾型 百庚申供養

9 野田市東金野井 嘉永7 1854 角柱型 百庚申供養塔

10 匝瑳市高野　笹曽根コミュニティセンター万延元 1860 自然石 百村　百庚申

11 銚子市・都波岐神社 慶応元年 1865 駒型 大青面金剛百体庚申
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